令和元年５月１５日 Ｎｏ．３２８

広 報

お 知 ら せ 版

■編集・発行 那須烏山市中央１－１－１（烏山庁舎） 那須烏山市総合政策課 ☎０２８７－８３－１１１２
■ホームページアドレス http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/

■市民号

■雇用・就職等

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

バスで行く市民号参加者募集

社会福祉協議会嘱託職員等の募集
【嘱託常勤ヘルパー】

市民の親睦を図ることを目的に、バスで行く市民号を実施します。
参加を希望する人は、次のとおりお申し込みください。

◇任用期間 ７月１日～（要相談）

【たんばらラベンダーパークと日本一の大露天風呂宝川温
泉日帰りの旅（群馬県）
】

人数

◇期日 ７月３０日（火）
◇費用 大人：１１，５００円
子ども（小学生まで）
：１０，０００円
※添乗員同行、昼食付です。
◇定員 ４０名（最少催行人数３０名）
◇持物 タオル、バスタオル
※女性用温泉着あり。
◇申込 下記の旅行会社に費用を添えて直接申し込む。
※旅行会社による自宅への訪問集金も可能です。
◇申込先 〒３２１－０６２６ 初音７－３ 那須南トラベル
☎０２８７－８４－０２８４
ＦＡＸ０２８７－８４－０３３７
◇主催
那須南トラベル（旅行会社）
◇後援
那須烏山市
※募集型企画旅行で実施します。詳細および申し込みに関するお問い
合わせは、直接、旅行会社にご確認ください。
■問合 まちづくり課地域づくりグループ
☎０２８７－８３－１１５１

勤務地
賃金

若干名
社会福祉協議会烏山支所（初音９－７）
月額１５２，０００円（賞与、通勤手当あり）

・介護福祉士、ヘルパー２級、介護職員初任者研修修了の
いずれかの資格
・普通自動車運転免許
◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前８時
３０分～午後５時１５分です。
（要相談、変更可）
◇試験日等 随時、面接試験
◇応募方法 ６月１４日（金）午後５時までに履歴書（写真貼付、白
黒可）に資格証明書等の写しを添付のうえ、下記あて提
出してください。
※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分ま
で、郵送の場合は６月１４日（金）午後５時必着です。
応募要件

【臨時作業指導員（内職等の軽作業）
】
◇任用期間 ６月１日～（要相談）
人数
勤務地

■行政相談

賃金

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

応募要件

行政相談 特設相談所

若干名
障害福祉サービス事業係あすなろ（中央２－１７－１３）
時給８３０円
・普通自動車運転免許
・障がい者に理解のある人

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前９時
～午後４時です。
（週２～３日勤務）
◇試験日等 随時、面接試験
◇応募方法 履歴書（写真貼付、白黒可）に免許証の写しを添付のう
え、下記あて提出してください。
※随時募集しています。直接持参する場合は、平日の午前８時３０分
から午後５時１５分まで、
郵送の場合は下記あて送付してください。
■問合 社会福祉協議会本所（池尻）☎０２８７－８８－７８８１
〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１

総務大臣からの委嘱を受けた行政相談委員が、役所の仕事に対する
苦情や要望を受け付けて、公平・中立な立場から関係機関への通知等
を行います。毎月実施している定例相談のほか、特設相談所を開設し
ますので、気軽にご相談ください。
なお、相談は無料で秘密は絶対に守られます。
◇日時 ５月２２日（水）午前９時～正午
◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）
足利銀行(南那須)さん後ろ 中学生対象の補習系学習塾

歩-Ayumi-塾
☆入塾金０円！新 1,2 年生は初月の授業料０円！

☆小学校を卒業したら英語、数学の予習を始めてみませんか？
☆無料体験もあるので、まずはお電話を！
「広告を見た」とご連絡下さい

☎090-5423-4499（代表者：佐藤 諒）
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■まちづくり
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「緑の募金」にご協力をお願いします
■■■■■■■■■■

募金は、公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構に全額送金し、
県内の緑化事業に活用されます。市内の緑化推進活動も、この募金に
よる助成金が使われます。
◇期間 ６月２０日（木）まで
◇烏山地区 自治会・班単位でとりまとめてください。
◇南那須地区 自治会単位でとりまとめてください。
◇納付方法 郵便振替または農政課（南那須庁舎）で納付してください。
※烏山庁舎では納付できませんのでご注意ください。
※市役所職員による募金回収は行っておりません。振込詐欺等にご注
意ください。
■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７

「現代版烏山線鉄道唱歌」
ＣＤが完成しました！
ＪＲ烏山線沿線（烏山駅～宝積寺駅）の地域資源を盛り込んだ「現
代版烏山線鉄道唱歌」のＣＤが完成しました！市ホームページでダウ
ンロードできますので、ぜひ、お聴きください。
また、まちづくり課、市内図書館および高根沢町立図書館ではＣＤ
の無料貸し出しを行っています。
■問合 まちづくり課地域づくりグループ
☎０２８７－８３－１１５１

興野直売所 新じゃがいもまつり

とちぎの環境美化県民運動

◇日時 ６月２日（日）午前９時～
※小雨決行、荒天時または寒さによるじゃがいも被害が大きい場合は
６月９日（日）に延期します。
◇場所 興野農産物直売所（興野４１９－３）
◇内容 ・じゃがいもほり（バケツ満杯６００円、３００名限定）
・新肉じゃがの販売（１杯１００円）
・農産物や加工品、つきたて餅の販売等
※１，０００円以上のお買い上げで餅を無料サービスします。
■問合 興野農産物直売所 ☎０２８７－８４－３３４８

環境美化運動は、環境美化はもちろんのこと、一斉清掃活動により
地域社会における市民の交流や協力を深めるものです。
本市でも、５月２６日（日）
（県民統一行動日）を市内全域一斉清掃
日としますが、各行政区および各自治会内において実施日時を決め実
施します。自治会、事業所等各種団体をとおして清掃活動にご協力く
ださい。
◇場所 道路、路肩、側溝、河川等の公共用地
◇内容 清掃活動、草刈、清掃時に出たごみの分別（平成３１年度家
庭ごみ収集カレンダーの「ごみの分け方・出し方」を参考に
分別してください。
）
※分別したごみは、種類ごとの収集日にごみステーションに出してく
ださい。
※ごみステーションで収集しないごみ（タイヤ、バッテリー等）は別
途、市で回収しますので、下記あてご連絡ください。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

いきいき温泉入浴証利用施設の変更
市内在住の７０歳以上の人に交付している「いきいき温泉入浴証」
の利用施設が、下記のとおり変更となります。
◇変更日 ７月１日（月）～
◇利用施設 大金温泉（大金温泉グランドホテル）
※烏山城温泉（烏山城カントリークラブ）は閉館に伴い、６月３０日
（日）までの利用となります。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

■国保
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

学生用の国民健康保険証
【①修学のため親元を離れて市外へ転出する場合】
届出により、引き続き那須烏山市の国民健康保険証を使用すること
ができます。
◇必要なもの 印かん、国民健康保険証、在学証明書

６月に７０歳を迎える人へ
いきいき温泉入浴証を交付します。

【②学生でなくなった場合】

◇内容 下記施設の入浴料が２００円割引されます。
・大金温泉（大金温泉グランドホテル）
・烏山城温泉（烏山城カントリークラブ）
※烏山城温泉は６月３０日（日）まで利用可能です。
◇対象 市内在住で７０歳以上になる人
（昭和２４年６月３０日以前生まれの人）
※昭和２４年５月３１日以前に生まれた人の新規申し込みおよび再交
付は随時受け付けします。
◇申込 電話等で下記あて申し込む。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

上記①の学生用の国民健康保険証をお持ちの人が学生でなくなる
と、那須烏山市の国民健康保険証は使用できなくなります。現住所地
での国民健康保険の加入に必要な証明書を発行しますので、下記まで
届け出てください。
◇必要なもの 印かん、国民健康保険証、卒業証書や退学証明書
◇届出先 市民課（烏山庁舎）または市民課南那須分室（南那須庁舎）
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

第２回脳元気教室
有害鳥類の捕獲実施に伴う危険防止

認知症の普及・啓発・早期発見・予防活動に関し、健康長寿サポー
ターが企画・運営する教室です。気軽にご参加ください。
◇日時 ６月６日（木）午前１０時～１１時３０分
◇場所 保健福祉センター和室
◇内容 ３Ｂ体操、フォークダンス
◇対象 概ね６５歳以上の市民
◇費用 無料
◇持参 飲物
◇申込 初めて参加する人は、６月３日（月）までに電話等で下記あ
て申し込む。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

市では定植後まもない水稲への被害を防止するため、有害鳥類の捕
獲を実施します。銃器での捕獲となりますので、実施期間中は農作業
や外出時には周囲に注意する等、危険防止にご協力をお願いします。
◇期日 ５月１８日（土）
、１９日（日）
、２６日（日）の３日間
※日の出から日没まで実施します。
◇区域 那須烏山市全域の水田等
◇従事者 猟友会南那須支部烏山分会員および南那須分会員
◇対象鳥類 カラス、カルガモ、キジバト、ゴイサギ、カワウ、アオ
サギ
■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７
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特定健診・がん検診等日程
◇期日等
期日

場所
烏山体育館（女性の日）
６月１３日（木） ◎婦人検診等あり
（中央２－１３－１２）

麻しん風しん混合予防接種はお早めに！
◇1 期（１回目）１歳から２歳までの幼児
※１歳を過ぎたら早めに医療機関で接種してください。
◇２期（２回目）平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれの
幼児（幼稚園・保育園の年長に該当する年齢の幼児）
※令和２年３月３１日（火）までに、医療機関で接種してください。
◇接種費用 県内の協力医療機関で接種する場合は、窓口での自己負
担はありません。協力医療機関以外で接種する場合は、
接種費用の助成があります。
（限度額あり）
※接種対象期間を過ぎると接種費用は自己負担となります。
※県内の協力医療機関については、栃木県医師会ホームページでご確
認ください。
※接種を希望する場合は、
必ず医療機関へ連絡し予約をしてください。
※予診票を紛失した場合は、こども課（保健福祉センター）または市
民課市民窓口（烏山庁舎）で受け取ってください。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

受付時間

６月１４日（金） 興野集会所（興野９６５）

６月１８日（火） 野上体育館（野上７０３）
烏山体育館（予約者の日）
６月２３日（日） ◎婦人検診等あり
（中央２－１３－１２）
６月２４日（月）

烏山体育館
（中央２－１３－１２）

６月２７日（木）

保健福祉センター
（田野倉８５－１）

午前８時３０分
～１０時３０分

子育て支援センター
【きらきら子育て講座③】

※６月１３日（木）烏山体育館の乳がん検診は定員に達したため、新
規申し込みは締め切りました。
※番号札は、受付開始時間３０分前から配布します。
※申込者には健診実施日の１０日前までに「集団健診のお知らせ」お
よび大腸がん検診キットを送付します。
※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券をご持参ください。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

◇日時
◇場所
◇内容
◇講師
◇対象
◇費用
◇持物

６月３日（月）午前１０時～１１時３０分
にこにこ保育園にこにこホール
ベビーマッサージ体験と助産師さんの育児相談
浅川まり子 氏（ベビーマッサージインストラクター）
２か月～１歳くらいまでの乳幼児と保護者１５組
１００円（オイル代）
大きめのバスタオル、赤ちゃんの飲物（授乳可）
、その他各自
必要な物
◇申込 ５月２７日（月）までに電話等で下記あて申し込む。

禁煙週間が始まります

【初夏の散歩を楽しみましょう】

５月３１日は世界保健機構（ＷＨＯ）が定める「世界禁煙デー」で
す。国では、５月３１日（金）から６月６日（木）までを「２０２０
年、受動喫煙のない社会を目指して～たばこの煙から子ども達をまも
ろう～」をテーマとし、禁煙週間を設けています。
これを機会に、喫煙の危険性および禁煙の重要性等について、一人
ひとりが身近な問題として考えてみましょう。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

◇日時 ６月１０日（月）午前１０時３０分～１１時３０分
◇場所 子育て支援センターきらきら（にこにこ保育園周辺）
◇内容 親子で初夏の自然に触れ、
宝探しをしながら散歩を楽しむ
（雨
天時は絵本の読み聞かせ等）
◇対象 未就園児と保護者１５組程度
◇持物 着替え、飲物
◇申込 ６月３日（月）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１

■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■生涯学習
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

那須烏山市潜在保育士等就労準備金
市では、保育士資格または幼稚園教諭免許を持ちながら、保育所等
に勤務していない人を対象として就労準備金を交付します。
◇対象 市内在住の人で保育士・幼稚園教諭として、平成３１年４月
１日以降、新たに市内の保育所等に勤務（１日６時間以上、
かつ、月２０日以上勤務）することが決定した人。ただし、
１年以上保育所等に勤務していなかった人に限ります。
◇募集期間 随時
◇募集人数 ７名
◇交付額 １０万円（上限）
◇申込 申請書等（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて郵送ま
たは直接持参する。
※申請書等は、市ホームページからもダウンロードできます。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６
〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１

■■■■■■■■■■

男女共同参画推進委員募集
市の男女共同参画の推進のため、各種事業の提案や企画をしていた
だける人を募集します。
◇人数 ２人（任期：委嘱の日から令和３年３月３１日まで）
◇資格 １８歳以上の市内在住または在勤の人で、男女共同参画に関
し見識を有する人
◇職務 男女共同参画計画（ＤＶ防止計画・女性活躍推進計画を
含む）の目標達成に向けた事業の提案等を行う。
※委員会は年３回程度、平日の開催を予定しています。
◇報償 日額５，０００円
◇申込 ５月３１日（金）までに応募申込書（下記備付）に必要事項
を記入し、郵送（３１日消印有効）
、ＦＡＸ、Ｅメールまたは
下記あて持参する。
※応募申込書は、市ホームページでもダウンロードできます。
◇選考 応募申込書を基に選考し決定します。なお、応募いただいた
書類は返却いたしません。
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３
ＦＡＸ０２８７－８８－２０２７
〒３２１－０５９５ 大金２４０
Ｅメール：shohgaigakusyu@city.nasukarasuyama.lg.jp

広告掲載 募集中！
「広報なすからすやま」
・
「広報お知らせ版」
・
「市ホームページ」の有料広告を募集しています。
掲載基準等詳細は、市ホームページで確認するか、下記あて問
い合わせください。
■総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２
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■スポーツ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

市民ハイキング参加者募集
■■■■■■■■■■

◇日時 ６月９日（日）※小雨決行
・烏山庁舎前：午前６時３０分出発
・保健福祉センター：午前７時出発
◇場所 栃木市太平山（六角堂～太平山神社散策）
◇行程 烏山庁舎前（午前６時３０分発）→保健福祉センター駐車場
（午前７時発）→太平山着（午前９時）→「散策 遊歩道－
休憩－太平山神社」→つがの里（昼食）→ロマンチック村→
帰着（午後４時予定）
※コースには上り・下り・階段などがありますのでご注意ください。
※荒天時はルートが変更となる場合があります。
◇対象 小学生以上の市民
◇定員 先着８０名
◇費用 ２，５００円（保険料、バス代を含む）
◇持物 昼食、飲物、雨具、タオル等
◇申込 ５月２０日（月）午前９時～１１時に烏山公民館１０４会議
室、または南那須庁舎玄関ホールの受付場所で参加費を添え
て直接申し込む。指定日（２０日）に申し込みができない場
合、５月２１日（火）のみ電話での申し込みを受け付けます
が、参加費は生涯学習課までご持参ください。
※５月２４日（金）以降のキャンセルは参加費をお返しできません。
※市民ハイキングは「なすから健康マイレージ事業」の対象です。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール（一般利用）が
オープンします
６月８日
（土）
より南那須Ｂ＆Ｇ海洋センタープールが開館します。
例年と開館時間および期間が異なりますのでご注意ください。確定
した日程は、６月１日発行の広報お知らせ版に掲載します。
◇遊泳時間（予定）※各部終了時には、全員退場していただきます。
・午前の部：午前１０時～１１時４０分（正午閉館）
・午後の部：午後１時～３時４０分（午後４時閉館）
・夜間の部：午後５時～７時４０分（午後８時閉館）
◇開館期間（予定）
・６月８日（土）～３０日（日）
土・日「午前・午後の部」のみ ※平日は営業しません。
・７月１日（月）～１９日（金）
平日「午後・夜間の部」
、土・日「午前・午後・夜間の部」
・７月２０日（土）～９月１日（日）
平日・土・日「午前・午後・夜間の部」
・９月２日（月）～６日（金）
平日「午後・夜間の部」
◇休館日 毎週月曜日および９月７日（土）
（市水泳大会のため）
◇費用 中学生以下：１００円、高校生・一般：２００円
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

アーチェリー大会に伴う
大桶運動公園内歩道等の一部通行止め

Ｂ＆Ｇプールの受付・監視員募集

大会の開催に伴い、競技の円滑な運営と安全確保のため、大桶運動
公園内の一部を通行止めにします。ご協力をお願いします。
◇大会名 第７４回国民体育大会アーチェリー競技県予選会
◇日時 ６月２日（日）
、６月１６日（日）
※時間はすべて午前８時～午後３時です。
◇場所 大桶運動公園修景広場、多目的競技場東側、修景池付近
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８３－６２２３

◇募集内容
・プール監視業務 募集人数：３人程度
・プール受付業務 募集人数：１人程度
◇勤務期間 ６月８日（土）～３０日（日）※土日のみ
７月１日（月）～９月６日（金）※火～日（シフト制）
※勤務日は相談のうえ決定します。
◇勤務時間 午前９時３０分～午後４時
（夜間）午後５時～８時
※夜間業務は７月２日（火）～９月６日（金）
◇賃金 時給：９００円
◇応募資格 上記期間勤務可能な高校生以上の人（就学のため市外に
居住する人も含む）
※高校生の場合、学校の許可が得られる人に限ります。
◇応募方法 ５月３０日（木）午後５時までに履歴書（写真を貼付）
に必要事項を記入し、下記あて申し込む。
※高校生は、学校から交付されるアルバイト許可証を添付する。
◇採用試験 応募者多数の場合は、書類審査および面接等により決定
します。
※追加募集は、後日お知らせ版に掲載します
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

第８回那須烏山市実年ソフトボール交流大会
◇日時 ６月１７日（月）～２１日（金）午後 7 時１０分～
◇場所 烏山運動公園、緑地運動公園
◇参加資格 ソフトボール協会烏山支部および南那須支部に加盟登録
したチームに所属する５０歳以上の選手で編成されたチ
ーム
◇チーム編成 １チーム監督以下２５名以内
◇費用 １チーム５，０００円
◇申込 ５月３１日（金）までに電話等で下記あて申し込む。

【代表者会議】
◇日時 日時については、
参加チーム代表者あてに後日ご連絡します。
◇場所 スポーツ健康館（緑地運動公園内）
■問合 烏山ソフトボール協会事務局（吉原）
☎０２８７－８４－３３６４

水中運動教室参加者募集
水中運動は、陸上で運動するよりも足腰への負担が少なく、少しの
動作でも大きな運動効果が期待できます。
水中運動をとおして体力向上と健康な身体作りをしてみませんか。
◇期間 ６月５日（水）～２８日（金）毎週水・金曜日
午後２時３０分～３時３０分 全８回
◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター
◇対象 ２０歳以上の男女２０名（応募多数の場合抽選）
◇費用 ３，０００円（プール使用料込）
※初回（６月５日）に持参してください。
◇申込 ５月２９日（水）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を
記入し、下記あて申し込む。
※申込用紙は、市ホームページからもダウンロードできます。
※電話等での受け付けはしませんのでご注意ください。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

市民フットサル大会
◇日時 ６月２日（日）
、９日（日）
、１６日（日）
、２３日（日）
試合開始：午後６時
◇場所 烏山体育館
◇参加資格 １６歳以上の選手で構成されたチーム
◇チーム編成 １チーム監督以下１２名以内
◇費用 １チーム４，０００円
◇申込 ５月２３日（木）までに電話で下記あて申し込むか、代表者
会議時に費用を添えて申し込む。

【代表者会議】
◇日時 ５月２３日（木）午後６時３０分～
◇場所 烏山公民館１０２会議室
■問合 市体協サッカー部長（大森）☎０２８７－８４－３１４０
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春季婦人バレーボール大会

烏山図書館特別休館日（蔵書点検）

◇日時 ６月３日（月）～７日（金）午後７時３０分～
◇場所 南那須中学校体育館
◇参加資格 市内在住または在勤する既婚者で構成されたチーム
※ただし、２０歳以上の独身女性（学生不可）が１セットごとに１人
まで参加できます。
◇費用 １チーム１，０００円
◇申込 ５月１７日（金）までに下記あて申し込む。

◇休館期間 ６月３日（月）～７日（金）
※南那須図書館は通常どおり開館していますが、烏山図書館の資料は
利用することができません。
※期間中、インターネット予約は利用することができません。
※期間中の図書の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用くださ
い。ただし、ＤＶＤ・ＣＤ・ビデオの返却は破損の恐れがあるので
開館日に直接カウンターにご持参ください。
■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

【代表者会議】
◇日時 ５月２７日（月）午後７時３０分～
◇場所 烏山公民館２階研修室
■問合 婦人バレー代表（碓氷）☎０９０－２２３０－３７６２
（塩野目）☎０９０－１８１９－６４１８

岩子書道教室作品展
◇日時 ５月１９日（日）から３１日（金）正午まで
※図書館休館日を除く。
◇場所 南那須図書館展示ホール
■問合 福田季治 ☎０２８７－８８－２１１５

第１４回南那須地区柔道大会
◇日時 ６月１６日（日）受付：午前９時、開会：午前９時３０分
◇場所 市武道館
◇参加資格 市内に在学する小・中・高校生、市在住または在勤の人
◇費用 無料
■問合 市体育協会柔道部長（横嶋）☎０２８７－８８－９４６９

■その他
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

未来の自分に挑戦！
第１８回とちぎアビリンピック

■公民館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

◇日時 ７月６日（土）午前９時～午後３時３０分
◇場所
・栃木職業能力開発促進センター（宇都宮市若草１－４－２３）
・文星芸術大学（宇都宮市上戸祭４－８－１５）※ＤＴＰ競技のみ
・とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草１－１０－６）※表彰式・閉会式
◇種目 ワード・プロセッサ、表計算、喫茶サービス、ビルクリーニ
ング、製品パッキング、オフィスアシスタント、パソコンデ
ータ入力（知的）
、ＤＴＰ、木工（知的）
、データベース
◇参加資格 平成３１年４月１日に１５歳以上である次の①②のすべ
てに該当する人
①身体障害者手帳・療育手帳（またはそれに相当する手帳、証明書
を含む）
・精神障害者保健福祉手帳（症状が安定し、就労が可能な
状態にある人）を所持している人および医師の診断書を所持して
いる人
②県内に在住または県内の職業訓練施設等もしくは事業所に在籍も
しくは勤務している人
※競技参加については、競技種目ごとに１事業所あたり原則１名まで
とします。ただし、喫茶サービスについては、１事業所あたり原則
２名までとします。なお、定員に達しない競技種目については、１
事業所あたり２名以上の参加を認めます。
※パソコンデータ入力、木工は、知的障がい者の参加とします。
◇費用 無料
◇申込 ５月１７日（金）までに申込用紙（機構ホームページＵＲＬ：
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/tochigi/からダウンロー
ド）に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは郵送（１７日消印有
効）で下記あて申し込む。
※応援、見学は申し込み不要です。
■問合 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部
☎０２８－６５０－６２２６
ＦＡＸ０２８－６２３－００１５
〒３２０－００７２ 宇都宮市若草１－４－２３

※烏山公民館事務室は、月曜日、毎月第３日曜日、祝日
および年末年始はお休みです。

公民館講座
「楽しむマジック教室」参加者募集
マジックの仕掛け作りや演技の仕方を学び、見る人を楽しませる技
を身につけてみよう。
◇日時 ①６月２２日（土）
、②７月２０日（土）
、③８月１７日（土）
④９月２１日（土）
※時間はすべて午前９時３０分～１１時３０分です。
◇場所 烏山公民館１０４会議室
◇内容 ①～③講習、④マジックショー
◇講師 鈴木初男 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名
◇費用 各回２００円程度（材料代実費）
◇持物 ハサミ、カッター、スティックのり
◇申込 ５月１８日（土）～３１日（金）の午前９時から午後５時ま
でに電話で下記あて申し込む。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２

■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

図書館 催し物案内
【南那須図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇内容
■問合

５月１８日（土）午前１０時３０分～１１時
南那須図書館おはなしのへや
絵本の読み聞かせ等
南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

【烏山図書館 おたのしみ会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容

ストップ 不法電波

５月１８日（土）午後２時～３時
烏山図書館児童コーナー
烏山図書館ボランティア「たんぽぽ」
絵本・紙芝居の読み聞かせ、パネルシアター、工作等

総務省では、電波を正しく利用していただくため、６月１日から
１０日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として周知・啓
発活動および不法無線局の取り締まりを強化します。
◇電波に関する困りごと・相談
・不法無線局による混信・妨害 ☎０３－６２３８－１９３９
・テレビ・ラジオの通信障害 ☎０３－６２３８－１９４５
・地上デジタルテレビ放送の受信相談 ☎０３－６２３８－１９４４
■問合 関東総合通信局電波利用環境課 ☎０３－６２３８－１８０３

【烏山図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇内容
■問合

■■■■■■■■■■

５月２５日（土）午後２時～２時３０分
烏山図書館児童コーナー
絵本の読み聞かせ等
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２
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第４２回あやめまつりチャリティーショー

特設人権相談所

お誘い合せのうえ、ぜひ、ご来場ください。
◇日時 ５月２６日（日）開演：午前９時３０分
◇場所 烏山公民館２階研修室
◇内容 歌謡曲、舞踊、詩吟等
■問合 烏山地区民俗文化奉仕協会（川俣）
☎０２８７－８４－３１５４

６月１日の人権擁護委員法が施行された日に伴い、
「特設人権相談
所」を開設します。
◇日時 ６月４日（火）午前９時～正午
◇場所 保健福祉センター相談室
■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６

アプリやサイトから広報紙が見られます

調理師・製菓衛生師試験

【アプリ マチイロ】
右記のＱＲコードを読み取るか、下記アドレスを直接
入力して「マチイロ」をダウンロードしてください。
ＵＲＬ：machiiro.town/

受験には、２年以上の調理業務等実務経験が必要です。
◇日時 ８月７日（水）午前９時３０分～正午
◇場所 宇都宮短期大学付属高等学校（宇都宮市睦町１－３５）
◇費用 ６，１００円（栃木県収入証紙を願書に貼付）
◇申込 ６月１２日（水）～１４日（金）午前８時３０分から午後５
時１５分までに願書（下記備付）に必要事項を記入し、履歴
書（写真貼付）
、学歴を証明する書類、調理業務従事証明書、
受験票（写真貼付）等を添付のうえ、下記あて提出する。
※原則として、郵送での受け付けはしません。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 烏山健康福祉センター ☎０２８７－８２－２２７８

【ＴＯＣＨＩＧＩ ｅｂｏｏｋｓ】
栃木県の電子書籍を無料で閲覧できる地域特化型電子書籍ポータル
サイトです。 ＵＲＬ：www.tochigi-ebooks.jp/
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

５月下半期の行事予定

栃木県運営適正化委員会
栃木県運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情や相談を受
け、事業所への調査や話し合いによるあっせんを行う等、苦情の解決
を図ります。なお、相談は無料で秘密は絶対に守られます。
◇相談例 ・約束したはずのサービスが受けられない。
・支援の仕方が乱暴だ。職員の言動に傷つけられた。
・もう少しプライバシーを守って欲しい。等
※相談は、窓口や電話のほか、文書やＥメールでも受け付けています。
■問合 栃木県運営適正化委員会 ☎０２８－６２２－２９４１
ＦＡＸ０２８－６２２－２３１６
〒３２０－８５０８
宇都宮市若草１－１０－６ とちぎ福祉プラザ内
Ｅメール：asu.sw@dream.ocn.ne.jp

日 曜日

行事予定

１６ 木 窓口業務延長（～19:00）
１７ 金

交通事故相談
県南那須庁舎
親子で楽しくヨガ教室 10:30～11:30 こども館

八溝そば街道そばまつり（～19 日）
南那須地区小学生陸上交流大会兼県大会代表選手選考会
１８ 土 なのはなリサイクル 10:00～13:00
おはなし会 10:30～11:00
おたのしみ会 14:00～15:00
１９ 日

烏山庁舎・保健福祉センター

【休日当番医】南那須青木医院
岩子書道教室作品展（～31 日）

大桶運動公園
大桶運動公園
こども館
南那須図書館
烏山図書館
☎0287-88-6211
南那須図書館

２０ 月
特定健診・がん検診
境公民館
２１ 火 幼児フッ素塗布受付 13:00～13:30 保健福祉センター
南那須いきいきクラブ第２９回グラウンド・ゴルフ大会 緑地運動公園

さくらロードラリー２０１９
市内を通過します
さくら市内と那須烏山市内（川井地区、志鳥地区、中山地区）をコ
ースとして制限速度内で運転の正確性等を競うラリーが開催されます。
◇日時 ６月２日（日）午前の部：午前１０時１分～
午後の部：午後１時１分～
※さくら市喜連川庁舎をスタートします。
◇通過時間等
・午前の部
コース１：市道上川井志鳥線～市道志鳥陰山線・市道志鳥１号～
農道３９号線（高平）～さくら市方面
（予定通過時間：午前１０時２５分～１１時）
コース２：さくら市方面から国道２９３号線～県道２５号線～八
溝グリーンライン～市道谷浅見平野線～さくら市方面
（予定通過時間：午前１０時５０分～１１時２０分）
・午後の部
コース１：さくら市方面～国道２９３号線～県道２５号線～八溝
グリーンライン～市道谷浅見平野線～志鳥方面
（予定通過時間：午後１時１０分～１時４５分）
コース２：市道志鳥東線～市道上川井志鳥線～市道志鳥陰山線～
市道志鳥 1 号線～農道３９号線（高平）～国道２９３
号線～市道志鳥谷中線～さくら市方面
（予定通過時間：午後１時２５分～２時）
※通過確認ポイント付近（市道上川井志鳥線、市道谷浅見平野線、農
道３９号線）は通行にご注意ください。
■問合 ＪＡＦ登録クラブ関東地域協議会栃木県支部ラリー部会
（眞島）☎０９０－８９６２－４６２２

２２ 水

行政相談
特定健診・がん検診

烏山庁舎
境公民館

窓口業務延長（～19:00）
５歳児相談受付 9:30～9:45
２３ 木
８か月児健診受付 13:00～13:30
境地区春季グラウンド・ゴルフ大会

烏山庁舎・保健福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター
烏山野球場

特定健診・がん検診
２４ 金 ２歳児相談受付 9:30～9:45
３歳児健診受付 13:00～13:30

志鳥地区公民館
保健福祉センター
保健福祉センター

２５ 土 おはなし会 14:00～14:30

烏山図書館

２６ 日 【休日当番医】阿久津クリニック ☎0287-83-2021
特定健診・がん検診
２７ 月 １歳児相談受付 9:30～9:45
１歳６か月児健診受付 13:00～13:30
２歳６か月児相談受付 9:30～9:45
２８ 火 ４か月児健診受付 13:00～13:30
南那須グラウンド・ゴルフ協会第９７回大会

向田体育館
保健福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター
緑地運動公園

２９ 水 離乳食相談（要予約）

保健福祉センター

３０ 木 窓口業務延長（～19:00）

烏山庁舎・保健福祉センター

特定健診・がん検診（予約者の日） 保健福祉センター
３１ 金 軽自動車税第１期納期限・口座振
替日
※水・日曜 子育て支援「ぴよぴよ広場」10:30～ こども館
※木曜 子育て支援「移動出前サロン」9:00～ 三箇公民館
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