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■防災

防災・行政情報メールを登録しましょう
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

市では、
防災情報や行政情報のメール配信サービスを行っています。
右記のＱＲコードを読み取るか、下記アドレスを
直接入力して登録をお願いします。
迷惑メール対策等受信拒否設定をしている場合は、
@raiden3.ktaiwork.jp からのメールが受信できるよう
に設定の変更をしてください。
◇登録用アドレス bousai.nasukarasuyama-city@raiden3.ktaiwork.jp
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

防災気象情報の警戒レベルの導入
今年の出水期より、気象庁や市が発令する防災・気象に関する情報
に警戒レベルが導入されています。大雨等の場合には、テレビ、ラジ
オ、メール等で、現在の状況がどの警戒レベルに該当するか確認し、
行動するようお願いします。
◇警戒レベルごとの市民がとるべき行動と避難情報等
警戒
市民が
その他
避難情報等
レベル とるべき行動
（警戒レベル相当情報）
気象庁が発令
災害への心構え
１
を高める。
警報級の可能性

火災情報メールを登録しましょう

気象庁が発令

２

避難に備え自ら
の避難行動を確
認する。

・氾濫注意情報、
・洪水警報の危険度分布
（注意）
注意報
・土砂災害に関するメッ
シュ情報（注意）
市が発令
・氾濫警戒情報
・洪水警報
・洪水警報の危険度分布
（警戒）
避難準備、高齢者
・大雨警報（土砂災害）
等避難開始
・土砂災害に関するメッ
シュ情報（警戒）
市が発令
・氾濫危険情報
・洪水警報の危険度分布
（非常に危険）
・土砂災害警戒情報
避難勧告、避難指
・土砂災害に関するメッ
示（緊急）
シュ情報（非常に危険）
・土砂災害に関するメッ
シュ情報（極めて危険）

高齢者等の避難
に時間のかかる
人は避難を開始
３
する。その他の
人は避難の準備
をし、自発的に
避難する。
指定緊急避難場
所等への避難を
基本とする避難
行動をとる。災
４
害が発生するお
それが極めて高
い状況等となっ
ており、緊急に
避難する。
既に災害が発生
市が発令
・氾濫発生情報
している状況で
・大雨特別警報（浸水害）
５
あり、命を守る
・大雨特別警報（土砂災
災害発生情報
ための最善の行
害）
動をとる。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

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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栃木北東地区消防指令センターでは、火災情報メール配信サービス
を行っています。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登録してください。
迷惑メール対策等受信拒否設定をしている場合は、
@sg-m.jp からのメールが受信できるように設定の
変更をしてください。
◇登録用アドレス t-nasu-119@sg-m.jp
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

火災情報テレフォンサービス
市内において火災が発生した際の情報をテレフォンサービスで案内
しています。
消防司令業務の共同運用が開始されたことにより今までの電話番号
が変更されていますのでご注意ください。
◇テレフォンサービス火災案内 ☎０２８７－２３－６１１９
※通話料金がかかります。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

６月１日は鮎釣りの解禁日です！
🎶 若鮎躍る落石あたり、よく描写されている 那須烏山市観光協会推薦曲 🎶
ぜひ、お聴きください！

栃 木 路 烏 山
（歌：Ｚｉｎｙａ-烏山出身-）
烏山の自然の美しさ歴史、そして山あげ祭と烏山のすべてをつづ
った曲です。お求めは、
「山あげ会館」
「龍門ふるさと民芸館」へ

栃木県防災メールを登録しましょう

小型家電分別回収による
「みんなのメダルプロジェクト」の終了

市の防災情報メールの他、栃木県でも地震や気象の情報をメール配
信するサービスを行っています。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登録し
てください。
迷惑メール対策等受信拒否設定をしている場合は、
@bousai-tochigi.jp からのメールが受信できるように
設定の変更をしてください。
◇登録用アドレス bousaimail-entry@bousai-tochigi.jp
■問合 県危機管理課 ☎０２８－６２３－２１３６
県消防防災課 ☎０２８－６２３－２１３２

環境省では、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会に向け、大会で使用するメダルを使用済み小型家電リサイクル品の
金属から製作する「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェク
ト」
を実施しましたが、
メダル作成に必要な量が確保できましたので、
平成３１年３月をもってプロジェクトが終了しました。
本市でもメダルプロジェクトに参加し、期間中市民の皆様のご協力
により４，５００ｋｇの回収実績となりましたが、引続き小型家電を
分別回収していますので、回収にご協力をお願いします。
◇回収ボックス設置場所
市役所南那須庁舎・烏山庁舎、保健福祉センター、烏山公民館
※それぞれの開庁している時間帯に投入してください。
◇回収ボックス投入口寸法
縦１５ｃｍ、横５０ｃｍ、高さ５０ｃｍ
※投入口寸法よりサイズの大きい小型家電は、まちづくり課（烏山庁
舎）に直接持ち込むことも可能です。
※携帯電話やパソコン等に保存してある個人情報は、必ず消去してか
ら投入してください。
※小型家電リサイクル品に該当しない電化製品もありますので、不明
な点は下記あてお問い合わせください。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

栃木県消防団応援の店制度にご協力ください
県では、地域防災の中核として活躍している消防団員を地域ぐるみ
で応援する、
「栃木県消防団応援の店制度」を実施しています。
登録店の申し込みは随時受け付けていますので、ご協力をお願いし
ます。
◇登録のメリット
・県ホームページで消防団応援の店として広報されます。
・県内約１５，０００人の消防団員とその家族等の利用が期待でき
ます。
・地域貢献でイメージアップができます。
◇制度概要
・消防団員やその家族等を対象にサービスを提供していただきます。
・サービス内容は自由に決められます。
・サービスに係る費用はお店の負担となります。
◇申込 登録申請書（県ホームページ掲載）に必要事項を記入し、郵
送、ＥメールまたはＦＡＸで下記あて提出する。
■問合 県消防防災課地域防災担当 ☎０２８－６２３－２１２７
ＦＡＸ０２８－６２３－２１４６
〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０
Ｅメール：syoubou@pref.tochigi.lg.jp

■商工
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

栃木県戦略産業人材育成支援事業費補助金
県では、
将来的に成長が見込まれる分野に関わるものづくり産業
（戦
略産業分野）への新規参入または取引拡大等を支援するため、県内企
業が行う人材育成の取組に要する経費の一部を助成します。
◇補助対象者 県内に事業所（営業拠点としての機能のみを有するも
のを除く。
）を有する企業で、次の業種のいずれかに該
当するもの
ゴム製品製造業、はん用機械器具製造業、プラスチック製品製造
業、印刷・同関連業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、
映像・音声文字情報製作業、化学工業、業務用機械器具製造業、金
属製品製造業、情報サービス業、情報通信機械器具製造業、生産用
機械器具製造業、繊維工業、鉄鋼業、電気機械器具製造業、電子部
品・デバイス・電子回路製造業、非鉄金属製造業、輸送用機械器具
製造業、窯業・土石製品製造業
◇補助対象事業 補助対象者が従業員に対し、次のいずれにも該当す
る研修を受講させる事業
・戦略産業分野における新規参入または取引拡大等に向けた人材育
成であるもの
・戦略産業分野に関連する専門的な知識および技術を習得するもの
・受講により習得した知識および技術の活用を計画しているもの
・受講時間が１日３時間以上、合計６時間以上であるもの
・令和２年３月１３日（金）までに研修が完了するもの
◇補助対象経費等
補助対象経費
補助率
限度額
経費
内容
区分
社外 受講料・教材費、従業員
補助対象経
研修 旅費（交通費、宿泊費）
研修費
費の２分の ３０万円
社内 講師謝金、講師旅費（交
１以内
研修 通費、宿泊費）
◇受付期間 令和２年２月２７日（木）まで（ただし、予算枠に到達
次第受付終了）
◇応募方法 申請書に必要な書類を添付のうえ、郵送または持参で下
記あて申し込む。
※申請書・必要な書類等詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 （公財）栃木県産業振興センター
☎０２８－６７０－２６０８

■環境
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

「生ごみ」は水分を切って出してください
生ごみ等（燃やすごみ）が原因の悪臭や虫の発生による苦情が出て
いますので、生ごみ等の出し方についてご協力をお願いします。

【生ごみ等の水分は、十分に切ってからごみ袋に入れる】
水分が多いと重量が重く、
また悪臭や虫の発生する原因となります。

【雑草や草花等は十分に乾燥させてからごみ袋に入れる】
水分が多いと重量が重く、悪臭や虫の発生する原因にもなります。
また、雑草や草花などの植物等が多量な場合は、複数回に分けて少
量ずつ出すようにしてください。
※最近、ごみの出し方が悪く収集できないごみが増えています。ごみ
は、正しく分別して出してください。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

旧烏山高等産業技術学校跡地への残土搬入
那須烏山市向田地区の河川工事に一時利用していた旧烏山高等産業
技術学校跡地の仮置土砂、約３７０㎥ を搬入します。
搬入期間中、運搬車両の通行等でご迷惑をおかけしますが、ご理解
ご協力をお願いします。
◇発注者 県烏山土木事務所
◇施工業者 ㈱平野建設（野上１１６２）
◇場所 那須烏山市滝地内 旧烏山高等産業技術学校跡地（県有地）
◇搬出期間 ６月２０日（木）～７月末
◇搬入ルート 向田地内から国道２９４号を利用して野上交差点を滝
方面
■問合 県烏山土木事務所整備部 ☎０２８７－８３－１３１７
県廃棄物対策課 ☎０２８７－９２－１４１１
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■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■診療所
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第１４回自然に触れよう！！
いなか川遊び参加者募集

■■■■■■■■■■

七合診療所の７月臨時休診
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
◇休診日 ７月１日（月）～３日（水）の３日間
■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１

東京都豊島区の子どもたちと楽しい夏休みを過ごしましょう！
◇期日 ８月３日（土） ※小雨決行
◇場所 那須烏山市小塙地内
◇内容 川遊び、魚釣り、すいか割り、化石探し、収穫体験（とうも
ろこし、じゃがいも）
、ひまわり畑探検（迷路）
、カブトムシ
捕り等
◇対象 市内在住の４歳以上の子どもと保護者
※小学６年生以下の場合、保護者同伴での参加をお願いします。
◇定員 ２０名
◇費用 子どもと保護者それぞれ１名：２，０００円
◇申込 ７月１日（月）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を記
入し、下記あて持参、ＦＡＸまたは郵送（１日必着）で申し
込む。
※応募者多数の場合は抽選で決定し、
当落の通知はメールで行います。
（当選者へは別途案内文を送付します。
）
■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７
ＦＡＸ０２８７－８８－０５７２
〒３２１－０５９５ 大金２４０

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

特定健診・がん検診等日程
◇日程
期日

場所
受付時間
保健福祉センター（予約者の日）
７月４日（木）
◎婦人健診等あり
午前８時３０分
（田野倉８５－１）
～１０時３０分
７月１２日（金） 七合公民館（大桶９２８－１０）
※「７月４日（木）保健福祉センター」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

「親子料理教室」参加者募集
「親子で作る、野菜と牛乳の簡単料理」をテーマに、料理教室を開
催します。家にある材料で気軽に作れるので、ぜひ、夏休みに作って
みませんか？
◇日時 ７月１３日（土）午前１０時～
◇場所 保健福祉センター栄養指導室
◇内容 冷やし夏野菜うどん、じゃがまるくん（蒸かしたじゃがいも
のフライ）
、プリン、ミルクくずもち
◇対象 未就学児から中学生までの子どもと保護者
◇定員 先着５組１０名程度
◇費用 １組５００円（材料費等）
※保護者１人、子ども１人の費用です。
※子ども１人追加につき、２００円加算となります。
◇持参物 エプロン、三角巾、タオル等
◇申込 ７月１日（月）までに電話で下記あて申し込む。
■問合 那須烏山市農村生活研究グループ協議会事務局（農政課内）
☎０２８７－８８－７１１７

肝炎ウイルス検診無料クーポン対象者へ
５月に下記の対象者へ無料クーポン券を送付していますので、この
機会にぜひ、受診してください。申し込み方法等、詳細は通知をご確
認ください。
◇肝炎ウイルス検診対象者
（過去に一度も市の肝炎ウイルス検診を受診していない人）
年齢
生年月日
４０歳
昭和５３(1978)年４月２日～昭和５４(1979)年４月１日

経営所得安定対策等交付金の申請期限は
７月１日（月）です

４５歳

昭和４８(1973)年４月２日～昭和４９(1974)年４月１日

５０歳

昭和４３(1968)年４月２日～昭和４４(1969)年４月１日

５５歳

昭和３８(1963)年４月２日～昭和３９(1964)年４月１日

６０歳

昭和３３(1958)年４月２日～昭和３４(1959)年４月１日

６５歳

昭和２８(1953)年４月２日～昭和２９(1954)年４月１日

７０歳

昭和２３(1948)年４月２日～昭和２４(1949)年４月１日

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

女性のための健康講座

経営所得安定対策等交付金の申請予定の農業者で、書類の提出をし
ていない場合は、必ず期限までにご提出ください。
◇提出書類

女性のための健康講座を開催します。自分のため・家族のために健
康について考える時間をつくってみませんか？
◇日時 ７月６日（土）午前１０時～正午 受付：午前９時３０分～
◇場所 保健福祉センター
◇内容 バレエエクササイズ
～骨盤と姿勢を意識してしなやかなＢｏｄｙに～
◇講師 バレエヨガインストラクター 飯塚弘美 氏
◇対象 ２０代～５０代で市内に住所がある女性
◇定員 先着２０名
◇費用 ５００円
◇持物 筆記用具、飲物、動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタ
オル
◇申込 ６月１８日（火）から７月１日（月）までに電話等で下記あ
て申し込む。
※託児については要相談
※この事業は「なすから健康マイレージ事業」対象事業です。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

【必ず提出が必要なもの】
・経営所得安定対策等交付金交付申請書

【取り組みに応じて提出が必要なもの】
・農作業受委託契約書（水田を借りている人）
・新規需要米取組計画書等（ＷＣＳの作付けに取り組む人）
・畑作物の直接支払交付金（ゲタ）出荷販売契約書（認定農業者で
麦、大豆、そばの作付けに取り組む人）※ＪＡなす南以外に出荷
の場合は提出が必要です。
・耕畜連携協定書（耕畜連携に取り組む人）
◇申請 ７月１日（月）までに申請書（下記備付）に必要事項を記入
し、関係書類を添付のうえ、下記あて提出する。
※初めて取り組みをする人で、関係書類がない場合は、下記へお問い
合わせください。
■問合 那須烏山市農業再生協議会（農政課内）
☎０２８７－８８－７１１７
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子どもの料理コンクールに参加しよう

薬物問題にお悩みの家族の集い

◇主催 栃木県食生活改善推進員協議会
◇テーマ 「家族で楽しむヘルシー夕ごはん」
～野菜たっぷり減塩メニュー～
◇応募資格 ・県内の小学４・５・６年生で、個人もしくは２人組
（２人組の場合、１人は小学１・２・３年生でも可）
・２次審査日に参加できる人
◇審査方法 １次審査：書類審査で最優秀作品を２次審査に推薦
２次審査：９月７日（土）に宇都宮短期大学附属高等学
校で実施。審査当日は実際に料理を作ってい
ただきます。また、優秀作品のレシピ集（写
真入り）を作成します。
◇応募方法 ７月１２日（金）までに応募用紙（下記備付）に必要事
項を記入し、下記あて申し込む。
※応募用紙は、健康長寿とちぎｗｅｂからもダウンロードできます。
※応募者には参加賞があります。
■問合 那須烏山市食生活改善推進員協議会事務局（健康福祉課内）
☎０２８７－８８－７１１５
〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１

薬物問題に対する不安や、子どもの将来に対する不安等、悩みを語
り分かち合える家族の集まりです。
◇日時 ７月１１日（木）、９月１２日（木）、１１月１４日（木）、
１月９日（木）、３月１２日（木）
※原則、奇数月第２木曜日の午後１時３０分～３時３０分
◇場所 県北健康福祉センター（大田原市住吉町２－１４－９）
◇内容 家族の情報交換、情報提供
※薬剤師、保健師、栃木ダルク職員がスタッフとなり、秘密は厳守し
ます。
◇対象 薬物問題に悩みのある家族（匿名でも参加できます。）
◇費用 無料
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。
■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２３６４

■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

幼稚園就園奨励費補助制度

いきいき温泉入浴証利用可能施設の変更

市では、市外の幼稚園に通園する園児の保護者に対し、経済的負担
の軽減を図るために入園料および保育料の一部を補助しています。
◇対象 本市に住所があり、新制度に移行していない私立幼稚園に通
園している園児（３・４・５歳児）
※新制度移行の有無は、通園している園にご確認ください。
※３歳児には、満３歳を迎えた園児を含みます。
※本制度は、４月～９月の期間に１か月以上通園する園児が対象とな
ります。
（１０月以降は本制度が廃止となり、
新制度に変わります。
）
◇手続 園を通して申請書等を配付します。通園している園に補助の
希望を申し出てください。
◇補助額 補助金は、国から示される金額に基づき、市民税の課税額
（所得割課税額）を基準に決定されます。
◇申出期限 通園先の園が夏休みに入る前までにお申し出ください。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６

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（大金グランドホテル）
※烏山城温泉（烏山城温泉カントリークラブ）は６月３０日（日）ま
で利用可能です。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

７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
◇内容 下記施設の入浴料が２００円割引されます。
・大金温泉（大金グランドホテル）
◇対象 市内在住で７０歳以上になる人
（昭和２４年７月３１日以前生まれの人）
※昭和２４年６月３０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

そーいんぐ教室
子育て支援ボランティア「ぬうレンジャー」の隊員が、育児用品や
入園・入学用品の手作りを応援します。ご家庭にあるタオル等を使っ
て、お子様のスタイや、その他小物等を作ってみませんか。
◇日時 ７月３日（水）
、８月７日（水）
、１０月２日（水）
午前９時３０分～２時間程度
※１０月以降は、広報お知らせ版で随時お知らせします。
◇場所 保健福祉センター
◇内容 ミシン等を使って製作します。
◇対象 市内在住の人 先着５名
◇費用 ３００円
◇持物 製作に必要な材料（布、ひも、型紙等）
※布等が用意できない場合は、申し込み時にご連絡ください。
◇申込 各開催日の５日前までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

第３回 脳元気教室
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 ７月４日（木）午前１０時～１１時３０分
◇場所 保健福祉センター和室
◇内容 楽しいコグニサイズ
◇対象 おおむね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、７月１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

子育て支援センター きらきら
【みずでっぽうやしゃぼんだまであそぼう】
◇日時 ６月２５日（火）～２８日（金）
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
◇対象 未就園児と保護者
◇持物 飲物、着替え
※事前申し込みは不要です。期間中の時間内にお越しください。
※ボールプールや小麦粘土を用意しましたので遊びに来てください。
■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１

広告掲載募集中！
「広報お知らせ版」
・
「広報なすからすやま」
・
「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
お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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児童手当・特例給付 現況届の提出

令和元年度中学生海外派遣事業参加者募集

提出期限は６月２８日（金）です。お忘れなく提出してください。
◇受付方法 随時、郵送またはこども課窓口で受付します。
・郵送：〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１
こども課こそだて支援グループ
・窓口：開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで
◇集中受付日等
窓口での混雑を避けるため、下記の集中受付日をご利用ください。
受付日
受付時間
受付場所
６月１６日（日）

午前９時～午後３時

保健福祉センター
こども課

６月２０日（木）
６月２７日（木）

午前８時３０分
～午後７時

保健福祉センター
こども課

国際的視野の拡大と国際協調の精神を養うとともに、明日を担う生
徒を育成することを目的とし、中学生海外派遣事業を実施します。
◇期間 ９月２２日（日）～１０月１日（火）
（予定）
◇派遣先 アメリカ合衆国ウィスコンシン州メノモニー市
◇派遣内容 ホームステイ、現地学校訪問ほか
◇対象 市内在住の中学２、３年生
※中学１年生の申し込みもできますが、実用技能英語検定４級程度の
英語力を持つ生徒に限ります。
◇定員 １０名程度
◇費用 １人あたりの旅費の２分の１（昨年度：１３７，０００円）
◇申込 ６月２８日（金）までに市立中学校に在学する生徒は学校に
必要書類を提出する。市内に在住で市外の中学校に通う生徒
は、申込書類（下記備付）に必要書類を添えて下記あて申し
込む。
※申込書類は、市ホームページからもダウンロードできます。
◇選考方法 作文審査および面接等
■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２
〒３２１－０５９５ 大金２４０

◇持参するもの
・児童手当現況届
・受給者の健康保険証のコピー
・印かん
・その他該当者のみ提出する書類（児童と別居中の受給者、児童の
生計維持者 等）
※現況届の提出がない場合や、提出しても不備がある場合には６月分
以降の手当が差止となる場合がありますのでご注意ください。
■問合 こども課こそだて支援グループ
☎０２８７－８８－７１１６

■文化・男女共同参画・人権
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「烏山の山あげ行事」保存協賛金募集

こども館の催し物

烏山山あげ保存会では、
「烏山の山あげ行事」を保存・継承するとと
もに、安定した行事の開催を図るため、協賛金を募集します。
◇募集金額 一口５，０００円
◇振込方法 ７月４日（木）までに専用の振込用紙に必要事項を記入
し、金融機関等で振り込む。
※振込用紙は、足利銀行烏山支店、栃木銀行烏山支店、烏山信用金庫
本店、市内の那須南農業協同組合各支店の窓口にあります。
※振込手数料はかかりません。
■問合 那須烏山市観光協会（烏山山あげ保存会協賛金窓口）
☎０２８７－８４－１９７７

【七夕飾りをつくろう】
◇日時 ６月１９日（水）～２３日（日）午前９時～午後４時
◇場所 こども館
◇対象 小学生以下の児童とその保護者等
◇費用 無料
◇申込 事前申し込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。
※月曜日・祝日は休館です。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

ひまわりきっず「七夕飾りをつくろう」

男女共同参画社会を考える
「とちぎ県民のつどい」県民講座

家庭教育オピニオンリーダーによる子育て支援事業です。
◇日時 ７月３日（水）午前１０時～１１時３０分
受付：９時４５分～
◇場所 こども館
◇内容 七夕飾りを作り、笹につけましょう
◇対象 未就園児とその保護者等
◇定員 先着１５組
◇費用 １組１００円（保険料等）
◇申込 ６月２２日（土）までに電話等で下記あて申し込む。
※月曜日・祝日は休館です。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

毎年６月２３日から２９日までの１週間は「男女共同参画週間」で
す。男性と女性が、職場、学校、地域や家庭で、それぞれの個性と能
力を発揮できる
「男女共同参画社会」
の実現に向け考えてみませんか。
◇日時等 ６月２２日（土）
・地域活動発表 午前１０時３０分～１１時３０分
・講演会 午後１時～２時３０分
テーマ：アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）
～それって本当に正しいの？見方を変えたら世
界が変わる～
講師：アパショナータ代表 パク・スックチャ 氏
◇場所 とちぎ男女共同参画センターパルティ
（宇都宮市野沢町４－１）
◇定員 ３００名（入場無料）
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。
（当日受け付けも可）
■問合 栃木県女性団体連絡協議会 ☎０２８－６６５－７７１０
（毎週火・木曜日の午前１０時～午後４時）
とちぎ男女共同参画センター ☎０２８－６６５－８３２３

■学校教育
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

交通遺児育英会奨学生の募集
交通遺児育英会では、保護者が道路での交通事故で死亡または重度
後遺障がいで働けないため、経済的理由で修学が困難な高等学校以上
の生徒・学生に奨学金の貸与をしています。
◇対象 高等学校、高等専門学校、大学、短期大学、大学院、専修学
校専門課程に現在在学している生徒・学生（在学応募）およ
び来年度進学予定の人（予約応募）
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
（平日：午前９時～午後５時３０分）
■問合 （公財）交通遺児育英会 ☎０３－３５５６－０７７３（直通）
☎０１２０－５２１２８６（フリーダイヤル）
ＵＲＬ：http://www.kotsuiji.com

無料電話相談「女性の権利１１０番」
女性に対する暴力や離婚に関する諸問題、職場における諸問題等、
女性の権利一般に関する電話相談を受け付けます。
◇日時 ６月２９日（土）午前１０時～午後２時
◇相談方法 電話相談（相談無料）
※電話での相談になりますので、下記あてご相談ください。
■問合 栃木県弁護士会 ☎０２８－６８９－９０００
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■スポーツ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

海の日記念海洋性スポーツ普及大会
「カヌー試乗会」参加者募集

■■■■■■■■■■

◇日時 ７月１５日（月・祝）午前９時～ ※雨天時はプールで実施
◇場所 荒川河川敷（南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター集合）
◇内容 カヌー初心者教室・試乗会、水辺の安全教室（ライフジャケ
ットの効果体験）
、河川周辺の清掃活動
◇対象 市内在住の小学３年生以上の男女（個人・家族不問）
◇費用 無料
◇持物 水着一式、濡れても良い服装・靴（Ｔシャツ・ジャージ等）
◇申込 ７月１１日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
■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
「夜間の部」が始まります
７月２日（火）から南那須Ｂ＆Ｇプール「夜間の部」が始まります。
◇遊泳時間 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）
※安全確認のため、毎時間５０分から１０分間程度の休憩時間があり
ます。
◇開館期間
期間

平日（火～金）

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

７月２日～１９日
７月２０日～９月１日

「Ｂ＆Ｇスポーツ交流会ｉｎとちぎ」
参加者募集

土・日

○

９月３日～６日
９月７日

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◇日時 ７月２９日（月）集合：午前９時（午後３時３０分頃解散予定）
◇場所 ・南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター
・セブンハンドレッドクラブ（さくら市）
◇内容 カヌー体験、スナッグゴルフほか（予定）
◇対象 市内の小学３～６年生
◇定員 先着１０名
◇費用 １，０００円（昼食含む。
）
◇持参 運動に適した服装（長袖、長ズボン）
、運動靴、アクアシュー
ズ（濡れてもよい靴）
、水着一式、タオル、コップ（飲み物は
用意します。
）
、着替え等
◇申込 ７月１０日（水）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を
記入し、費用を添えて下記あて申し込む。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

市水泳大会のため臨時休館

◇休館日 毎週月曜日
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

Ｂ＆Ｇ関東ブロック交流会ｉｎ茨城
「海水浴・海洋体験・キャンプファイヤー」
関東圏内から総勢約８０名が集まり、海洋体験をとおして子どもた
ちの交流を深めます。
夏休みの思い出作りに、ぜひ、ご参加ください。
◇日時 ７月２５日（木）～２６日（金）１泊２日
※市役所南那須庁舎出発：午前９時（市職員が公用車で同行します。
）
◇場所 茨城県立児童センターこどもの城
（茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８２４９－４）
◇内容 海水浴、海洋体験、キャンプファイヤーほか

■公民館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

※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
「住みよいまちづくり講座」参加者募集

【１日目 ７月２５日（木）
】
午前９時：市役所南那須庁舎発
正午：参加者集合
午後１時：開会式
午後２時：海辺の安全教室・海水浴等
午後５時：夕飯（バーベキュー）
午後６時３０分：キャンプファイヤー
午後７時３０分：入浴
午後１０時：就寝

◇日時 ①７月１１日（木）
、②８月９日（金）
、③９月２０日（金）
※時間はすべて午後１時３０分～３時３０分です。
◇場所 南那須公民館第１会議室
◇内容 市役所各課の出前講座から健康・福祉と防火・防災の視点を
基にして、住みよいまちづくりについて考える。
①「認知症サポーター養成講座」～認知症とその予防～
②「終活とは」～よりよく人生をまとめるには…～
③「防災・防火講話」～自らの命は自らが守る～
◇対象 市内在住または在勤の人
◇定員 先着２０名
◇講師 ①・②健康福祉課職員、③総務課職員
◇費用 無料
◇持物 筆記用具
◇申込 ６月１５日（土）～２９日（土）午前９時から午後５時まで
に電話等で下記あて申し込む。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２

【２日目 ７月２６日（金）
】
午前６時３０分：起床
午前７時：ラジオ体操
午前７時３０分：朝食
午前９時：海辺の安全教室・海水浴等
午後０時３０分：昼食
午後１時３０分：閉会式
午後４時３０分：市役所南那須庁舎着
◇対象 市内の小学５・６年生
◇定員 ５名（応募者多数の場合は抽選）
◇持物 マリンスポーツに適した服装（スカート不可）
、軍手、水着用
具一式、バスタオル、タオル、上着、長ズボン、洗面用具、
サインペン（黒）
、常備薬、健康保険証（写し）
、虫よけ、日
焼け止め、コップ、三角巾、室内用スリッパ、ビニール袋（濡
れた着替えを入れます。
）
、濡れても良い服装と靴、着替え等
◇費用 ５，０００円（食費３食、教材費、宿泊費、保険代含む。
）
◇申込 ６月２０日（木）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を
記入し、費用を添えて下記あて申し込む。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

烏山図書館 おはなし会
◇日時
◇場所
◇内容
■問合
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６月２２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

■■■■■■■■■■

烏山絵画同好会作品展

南那須特別支援学校ボランティアスクール

◇日時 ６月１９日（水）～７月１７日（水）
※図書館休館日を除く。
◇場所 南那須図書館展示ホール
■問合 菊地宏 ☎０２８７－８２－２４５４

◇日程等
日時

場所

７月２０日（土）
午前９時～正午

本校
視聴覚室

開講式、オリエンテーション
講話「本校の児童生徒について」
「本校におけるボランティ
アとは」

８月３日（土）
午前９時～正午

大和久学園

実習「近隣の福祉施設の理解と
交流」

１０月１９日（土）
午前９時～正午

本校
視聴覚室

実習「疑似体験、介助体験」
「コミュニケーションの実
際」

１１月１６日（土）
午前９時～午後３時

本校
各会場

実習「学校行事の支援（こぶし
祭）
」

■その他
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

行政相談 特設相談所
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・中立の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 ６月２６日（水）午前９時～正午
◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室（事前申込不要）
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２

内容

討議「ボランティアスクールに
１２月７日（土）
本校
参加して」
午前９時～正午
視聴覚室
修了証授与・登録に関する説明
閉講式
◇対象 障がい児（者）のボランティア活動に興味・関心のある高校
生以上の人
※ただし、昨年度のボランティアスクール修了生を除く。
◇定員 ３０名
◇費用 無料（ただし、ボランティア保険料（３５０円）
、交通費およ
び食費等は自己負担となります。
）
◇申込 ６月２８日（金）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を
記入し、郵送またはＦＡＸ、Ｅメールで下記あて申し込む。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 南那須特別支援学校地域連携係（水野、高木）
☎０２８７－８８－７５７１
ＦＡＸ０２８７－８８－９８６７
〒３２１－０５３２ 藤田１１８１－１５２
Ｅメール：guest214-20@tochigi-edu.ed.jp

税務職員採用試験
税務署や国税局で税務職員（国家公務員）を募集します。
◇受験資格
・平成３１年４月１日において高校または中等教育学校を卒業した
日の翌日から起算して３年を経過していない人および令和２年
３月までに高校または中等教育学校卒業見込みの人
・人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める人
◇受付期間 ６月１７日（月）午前９時～６月２６日（水）
◇申込 原則としてインターネットでお申し込みください。
ＵＲＬ：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
※インターネット申し込みができない場合は、第１次試験地を管轄す
る国税局（国税事務所）に郵送またはご持参ください。
◇試験日 第１次試験：９月１日（日）
◇試験の程度 高等学校卒業程度
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
（土・日曜日および祝日を除く。
）
■問合 （インターネット申し込みに関すること）
人事院人材局試験課 ☎０３－３５８１－５３１１
（上記以外のお問い合わせ）
関東信越国税局人事第二課 ☎０４８－６００－３１１１

働く人のメンタルヘルス相談
県では、職場でストレスやメンタル面に不調を抱えている人、その
家族、上司・同僚の人からの相談に、産業カウンセラー（仕事につい
て問題を抱えている人の話に耳を傾け、助言する専門家）が無料で応
じています。秘密は厳守されますので、気軽にご相談ください。
◇日時 ①奇数月第２金曜日 午後１時３０分～４時３０分
②偶数月第３水曜日 午後１時３０分～４時３０分
◇場所 ①宇都宮労政事務所（宇都宮市竹林町１０３０－２）
②大田原労政事務所（大田原市中央１－９－９）
◇内容 面接または電話相談（１回約５０分）
◇申込 相談希望日の３日前までに電話等で下記あて申し込む。
※土・日曜日および祝日は除く。
■問合 栃木県宇都宮労政事務所 ☎０２８－６２６－３０５３
栃木県大田原労政事務所 ☎０２８７－２２－４１５８

裁判所職員採用一般職試験
（裁判所事務官、高卒者区分）
◇受験資格 平成３１年４月１日において高等学校卒業後２年以内
の人および令和２年３月３１日までに高等学校を卒業す
る見込みの人（平成３１年４月１日において中学校卒業
後２年以上５年未満の人も受験可）
◇受付期間 ７月９日（火）午前１０時～１８日（木）
◇申込 インターネットでお申し込みください。
ＵＲＬ：http://www-shiken.courts.go.jp/
◇試験日 ９月８日（日）
■問合 宇都宮地方裁判所事務局総務課
☎０２８－３３３－０００５

栃木県政世論調査にご協力ください
◇期間 ６月１０日（月）～７月２日（火）
◇対象 県内に在住する１８歳以上の人（２，０００人を無作為抽出）
◇方法 郵送で調査票を送付します。
※秘密は厳守します。
■問合 県広報課 ☎０２８－６２３－２１５８

自衛官候補生等採用試験

６月１５日は県民の日です

◇受付期間 ７月１０日（水）まで
※ネット公募は６月３０日（日）まで
◇試験期日 ７月２０日（土）
、２１日（日）
、２７日（土）
◇試験場所 宇都宮市（受付時にお知らせします。
）
◇応募資格 １８歳以上３３歳未満の人
■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所
☎０２８７－２２－２９４０

県では、６月１５日を「県民の日」と定めています。６月１５日（土）
に県庁本庁舎等で記念イベントの開催や、県民の日を中心に県内外の
協賛施設で無料開放や一部割引等が行われます。
◇イベントガイド配布場所 県本庁舎、合同庁舎および市町窓口
※県ホームページへも掲載しています。
■問合 県県民文化課 ☎０２８－６２３－３４２２
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なすからサロン

烏山台病院・認知症疾患医療センター講演会

各分野を代表する地元の講師陣による講座を開催します。
（全１３回）
◇日時 ７月７日（日）午後１時３０分～３時
◇場所 南那須公民館第１会議室
◇内容 第５回講座「自然史博物館をつくろう」
◇講師 栃木県立博物館名誉学芸員、理学博士
青島睦治 氏（専門：地質学）
◇対象 どなたでも
◇定員 先着５０名（事前申込不要）
◇費用 無料
■問合 南那須の自然と文化を考える会（上野）
☎０２８７－８８－８８３７

認知症になっても安心して暮らすことのできる地域づくりに貢献し
たいため、講演会を開催します。
認知症の人との接し方や発症予防のコツについての寸劇も予定して
いますので、気軽にご参加ください。
◇日時 ６月３０日（日）午後１時３０分～ 開場：正午
◇場所 烏山公民館２階研修室
◇内容 テーマ：あなたのキモチとわたしのキモチ
～よりよい認知症ケアを目指して～
①認知症に関する寸劇
②一般的知識についての講演
◇講師 ①栃木県消費生活リーダー連絡協議会那須烏山支部
②医療法人薫会烏山台病院院長 杉浦啓太 氏
◇対象 どなたでも
◇定員 １５０名（事前申し込みは不要です。
）
◇費用 無料
※血管年齢、肌年齢、骨密度測定ができます！（無料）
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
月～土曜日：午前８時３０分～午後４時３０分（祝日を除く。
）
■問合 （医）薫会烏山台病院 ☎０２８７－８２－２７３９

さんかくサロンＬｉｇｈｔ「議員カフェ」
週末の夜のカフェで、１期目の市議会議員さんたちと気軽におしゃ
べりしよう！
◇日時 ①６月２８日（金）午後７時～９時
②７月５日（金）午後７時～９時
◇場所 ぷらっと（ＪＲ烏山駅前合同タクシー２階）
（コミュニティスペース兼カフェ）
◇内容 カジュアルな雰囲気の中、ゲスト（１期目の市議会議員）と
の、ざっくばらんなおしゃべりを通して、議会や市政につい
て身近に感じてもらうイベントです。
・コーディネーターからゲストに一問一答（約２０分）
・ゲストとのフリートーク（約８０分） 等
◇ゲスト（５０音順）
①青木敏久 議員、荒井浩二 議員、興野一美 議員
②福田長弘 議員、堀江清一 議員、村上進一 議員
※都合により、当日組み合わせが変わることがあります。
◇対象
「市議会議員と日常的に接するチャンスがあまりない。
」
「市議会についてちょっと関心がある。
」
という若年世代（４０歳代まで）の市民どなたでも
◇費用 無料
※ただし、会場貸し切りにつき２品以上のオーダー制です。
◇申込 事前にＥメールに氏名
（漢字・ふりがな）
、
電話番号を入力し、
下記あて申し込む。
※詳細は、Ｆａｃｅｂｏｏｋをご覧ください。
ＵＲＬ：https://www.facebook.com/sankaku.nasukarasuyama/
■問合 さんかくサロン（平野）
Ｅメール：straysheep_512@yahoo.co.jp

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

６月下半期の行事予定
日 曜日

行事予定

【休日当番医】熊田診療所
☎0287-88-2136
１６ 日 第１４回春季市民ソフトテニス大会 緑地運動公園
狂犬病集合予防注射（第２次）南那須地区
１７ 月 第８回春季実年交流ソフトボール大会（～２１日） 緑地運動公園・烏山運動公園
特定健診・がん検診
南那須いきいきクラブ第４５回ペタンク大会
心配ごと相談
１９ 水
烏山絵画同好会作品展（～７月１７日）
窓口業務延長（～19:00）
２０ 木
向田地区グラウンド・ゴルフ大会

野上体育館
緑地運動公園
保健福祉センター
南那須図書館
烏山庁舎・保健福祉センター
烏山運動公園

２１ 金 交通事故相談

県南那須庁舎

２２ 土 おはなし会 14:00～14:30

烏山図書館

１８ 火

栃木県立盲学校 学校公開・体験学習

２３ 日

【学校公開】
◇日時 ７月１日（月）午前９時３０分～１１時３０分
◇対象 盲学校について知りたい人、盲学校の教育に関心のある人
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。

２４ 月

【体験学習】
◇日時 ・幼稚部：１１月１４日（木）
・小学部：９月２５日（水）
・中学部：９月２０日（金）
・高等部（普通科）
：１０月１日（火）
・高等部（保健理療科・専攻科）
：１０月２９日（火）
※時間はすべて午前９時３０分～正午です。
※高等部（保健理療科・専攻科）では、あん摩マッサージ指圧師、は
り師、きゅう師を養成し、職業自立をサポートします。
◇対象 視覚に障がいのある幼児児童生徒とその保護者、視覚に障が
いのある成人
◇申込 各部実施日の１週間前までに、電話またはＦＡＸで下記あて
申し込む。
※場所はすべて栃木県立盲学校（宇都宮市福岡町１２９７）です。
■問合 栃木県立盲学校 ☎０２８－６５２－２３３１
ＦＡＸ０２８－６５２－４６０２

２５ 火

２６ 水

２７ 木
２８ 金

【休日当番医】上野医院（那珂川町）
特定健診・がん検診（予約者の日）
体協向田支部グラウンド・ゴルフ大会
第１４回那須烏山市柔道大会
男女共同参画週間（～２９日）
特定健診・がん検診
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
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９８回大会
行政相談
５歳児相談受付 9:30～9:45
８か月児健診受付 13:00～13:30
窓口業務延長（～19:00）
特定健診・がん検診
離乳食相談（要予約）
２歳児相談受付 9:30～9:45
３歳児健診受付 13:00～13:30

☎0287-96-5151
烏山体育館・烏山公民館
愛宕台運動場
市武道館
烏山体育館・烏山公民館
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
烏山庁舎
保健福祉センター
保健福祉センター
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
保健福祉センター
保健福祉センター

２９ 土
３０ 日 【休日当番医】近藤クリニック

☎0287-83-2250

※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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