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■山あげ祭関連
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■雇用・就職等
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

山あげ祭清掃ボランティアの募集

■■■■■■■■■■

学校教育課嘱託職員の募集

山あげ祭で本市を訪れる観光客への“おもてなし”の一環として、
早朝一斉清掃を実施します。ボランティアとして参加いただける人は
ご協力ください。
◇日時 ７月２７日（土）
、２８日（日）
、２９日（月）の３日間
午前８時３０分から約１時間程度
◇場所 山あげ会館集合（事前申込不要）
※ＪＲ烏山駅前、山あげ会館、清水川せせらぎ公園周辺を清掃します。
※軍手、ごみ袋は事務局で準備しますが、ごみ回収用トング等は各自
ご準備ください。
■問合 山あげ祭実行委員会事務局（商工観光課内）
☎０２８７－８３－１１１５

◇任用期間 ９月１日～令和２年３月３１日
◇採用職種等
採用職種
人数
業務内容
賃金
応募要件

山あげ祭にお出かけの際は
烏山小学校の臨時駐車場をご利用ください

生活支援員
1名
児童の学校生活支援・学級担任の補助
日額７，２００円
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 おおむね
午前８時～午後４時４０分です。
（７時間４５分）
（児童の冬休み期間等、一部休業期間があります。
）
自宅から勤務地まで通勤距離が片道２０ｋｍ以上の場合
は、上記賃金に通勤費相当分を上乗せ支給します。
◇試験方法 面接・適性試験（詳細は、募集期間終了後に通知します。
）
◇応募方法 ７月３１日（水）までに、履歴書（写真貼付、白黒可）
に免許証の写しを添付のうえ、下記あて提出する。
※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７月３１日（水）必着です。
■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２
〒３２１－０５９５ 大金２４０

７月２６日（金）～２８日（日）の３日間にわたり、山あげ祭が開
催されます。祭期間中は交通渋滞の発生など大変に混み合います。お
出かけの際には、烏山小学校の校庭（臨時駐車場）への駐車にご協力
ください。臨時駐車場からはシャトルバスを運行します。
◇臨時駐車場（開放期日）
７月２６日（金）～２８日（日）午前９時～午後１０時
◇シャトルバス（運行期日）
７月２６日（金）～２８日（日）午前１０時～午後１０時
※詳細は、市役所および観光施設等に備え付けの「山あげ祭チラシ」
または「山あげ祭まるわかりサイト（ＵＲＬ：http://yamaage.3g
-kizuna.jp/）
」をご覧ください。
■問合 山あげ祭実行委員会事務局（商工観光課内）
☎０２８７－８３－１１１５

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

市営バス・コミュニティバスの迂回

♪那須烏山市観光協会推薦曲♪

７月２５日（木）夕方便～２８日（日）は、山あげ祭による交通規
制のため迂回します。詳細は、バス車内と停留所に記載しますので、
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

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

７月２６日（金）烏山Ａ地区「燃やすごみ」
の収集時間を２時間早めます

お聴きください！

７月２６日（金）は、山あげ祭開催に伴う交通規制のため、烏山Ａ
地区のみ、ごみの収集を通常より２時間早い午前６時３０分から開始
します。ごみの早朝出しに、ご理解ご協力をお願いします。
※山あげ祭会場区域内を優先して収集し、その後順次収集します。
◇変更日時 ７月２６日（金）午前６時３０分から収集開始
◇対象地区 烏山Ａ地区（あたご・金井・金三・南・高峰パークタウ
ン・仲町・泉町・鍛冶町・日野町・元田町・屋敷町・城
東・野上台・野上第四・宮原・滝田本郷）
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

健康教室クラブオープン
～ 会員さん募集 ～
○時間の過ごし方（午後１：３０～４：００）
参加者の方と軽い運動・歌・健康についてのお話し合いなど
○毎週 火・木・土曜日
○会員さん１回のご利用７００円（飲み物付）

まちい衣裳店
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那須烏山市上境３４７
☎０２８７－８４－０６４１
📱０９０－４２０７－０６４１

令和２年４月採用
「南那須地区広域行政事務組合職員」募集
◇採用職種等
採用職種

■診療所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

熊田診療所の７月臨時休診

人数

受験資格（職務内容等）
・昭和５９年４月２日～平成１４年４月１日
に生まれた人
・自力により通勤することができ、介助者な
しに職務の遂行が可能な人
・活字印刷文による出題に対応できる人
・通常の勤務時間（原則として、週３８時間
４５分）に対応できる人
一般行政事務職
１名 ・身体障害者手帳の交付を受けている人、都
(障がい者対象)
道府県知事または政令指定都市市長が発行
する療育手帳の交付を受けている人、精神
障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
で、令和２年４月１日時点で各手帳の交付
期限が有効な人
・聴覚機能障害においては、補正器具等の使
用により通常の電話や窓口対応ができる人
・平成７年４月２日から平成１４年４月１日
までに生まれた人
消防職
若干名 ・市民・町民の生命・身体・財産を火災等の
災害から守るため、火災の予防・警戒・鎮
圧並びに救急等の業務に従事します。
※受験資格には、その他欠格事項があります。また、応募に際し必要
書類がありますので、詳細は下記あてお問い合わせください。
◇試験日程 １次試験：９月２２日（日）受付：午前８時３０分～９時
※試験方法および内容等は下記あてお問い合わせください。
※２次試験は１０月中旬に行います。詳細は、１次試験合格者に別途
通知します。
◇場所 矢板東高等学校（矢板市東町４－８）
◇応募方法 ７月２２日（月）～８月８日（木）に申込書（下記備付）
および受験票（下記備付）に必要事項を記入し、写真を
貼り付けのうえ、下記あて提出する。
※返信用封筒（長形３号）に８２円切手を貼り付けし、返信先を明記
のうえ、同封してください。
※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から正午、午後 1 時か
ら午後５時までです。郵送の場合は８月８日（木）必着です。
■問合 南那須地区広域行政事務組合総務課総務係
☎０２８７－８３－００２１
〒３２１－０６０２ 大桶８７２
ＵＲＬ：http://www.Minaminasukouiki.jp

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２３日（火）
、２４日（水）の２日間
■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６

■国保等
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

国民健康保険証の更新
国民健康保険証は毎年８月１日に更新となります。新しい保険証は
７月２４日に世帯主あてに家族分をまとめて発送しますので、記載内
容をご確認ください。
◇新保険証について
・新保険証はうぐいす色です。紙製のため、水濡れ等にご注意くだ
さい。
・新保険証は台紙に貼り付けてありますので、はがしてご使用くだ
さい。
・保険証のカバー、臓器提供の意思表示シールが必要な場合は、市
民課（烏山庁舎）または市民課南那須分室（南那須庁舎）で取得
してください。
※新保険証について、
送付先や保険資格の変更等があった場合は１週
間程度発送が遅れる場合がありますのでご了承ください。
※古い保険証（ふじ色）は市民課（烏山庁舎）または市民課南那須分
室（南那須庁舎）へ返却してください。
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

国民健康保険高齢受給者証の更新
高齢受給者証の新規および更新対象者は下記のとおりです。
なお、昨年度の国民健康保険制度の改正により、被保険者証と高齢
受給者証が一体化され、医療機関等への保険証の提示は１枚になりま
すのでご注意ください。
◇対象 国民健康保険に加入している昭和１９年８月２日～昭和２４
年７月１日生まれの人（７０歳から７４歳まで）
また、今回新規対象（昭和２４年７月２日～８月１日生まれ）
の人についても郵送します。
※今回送付する被保険者証兼高齢受給者証は、令和元年８月１日から
ご使用ください。
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

■選挙
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

国民健康保険限度額適用認定証等の更新

７月２１日（日）は
参議院議員通常選挙の投票日です！

国民健康保険の加入者で下記の対象者は、外来診療や入院等により
医療費の自己負担額が高額になった場合、国民健康保険証と共に限度
額認定証を医療機関窓口に提示すると、窓口負担が限度額までとなり
ます。
現在交付している認定証の有効期限は、令和元年（平成３１年）７
月３１日までとなっていますので、引き続き認定証が必要な場合は窓
口で再申請をしてください。
◇対象 認定証が交付されている人で、
保険税の支払いに滞納がなく、
負担区分が判定（世帯加入者全員の収入が確認）できる人
◇申請日 ７月２４日（水）から随時
◇申請窓口 ・市民課（烏山庁舎）
・市民課南那須分室（南那須庁舎）
◇申請に必要なもの
・保険証、印かん、個人番号カード（通知カードの場合は運転免許
証等の本人確認書類も必要です。
）
・委任状（本人または同一世帯の家族以外の人が申請の場合）
※上記のほか、入院日数９０日以上の長期該当者は、確認ができる領
収書をご持参ください。
内容を審査のうえ、
後日郵送で交付します。
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

あなたの一票は、これからの国の行方を左右する大切な一票です。
投票日当日に予定がある人は、期日前投票をご利用ください。

【選挙日程】
◇選挙期日 ７月２１日（日）
◇投票所 市内１２箇所の投票所
※本年４月より２４投票区から１２投票区に再編しています。
◇投票時間 午前７時～午後６時
※投票日当日の投票時間は、午後６時までとなります。
◇投票の種類 ・参議院栃木県選出議員選挙
・参議院比例代表選出議員選挙

【期日前投票】
◇開設期間 ７月５日（金）～７月２０日（土）
◇投票時間 午前８時３０分～午後８時
◇開設場所 ・市役所烏山庁舎１階市民室
・市役所南那須庁舎１階市民ホール
■問合 選挙管理委員会（総務課内）☎０２８７－８３－１１１７
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国民健康保険特定疾病の認定

那珂川・荒川の水質状況

国民健康保険の加入者で下記対象の疾病に該当し、特定疾病の認定
を受けると、その治療に係る１か月の自己負担限度額が１万円もしく
は２万円となります。現在認定を受けている人の国民健康保険特定疾
病療養受療証の有効期限は、令和元年（平成３１年）７月３１日まで
となっていますので、８月１日から使用する受療証を７月下旬に郵送
します。また、新たに認定を希望する人は、随時申請できますので、
下記あてお問い合わせください。
◇対象 人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病
血液凝固因子製剤の投与によるＨＩＶ感染症
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

市では、快適な環境で川の水に触れられるよう、那珂川３箇所、荒
川２箇所について水質検査を行いましたので、その結果をお知らせし
ます。両河川の水質区分の値は、水遊びや飲水等で若干の注意が必要
となりますが、これらの数値は、河川の水量等で毎日変化するため、
安全性については、おおよその目安としてご活用ください。
なお、詳細は、環境省が定める「水浴場水質判定基準（ＵＲＬ：
https://www.env.go.jp/press/files/jp/4745.pdf)」をご参照ください。
（採水日：令和元年６月１７日）
ふん便性 ＣＯＤ(化学的
油膜の 水質
採取場所 大腸菌群数 酸素要求量) 透視度
有無 区分
個/100m ℓ
mg/ℓ
那珂川
４８
２．１
1ｍ以上
無
可(B)
（谷浅見地内）

後期高齢者医療被保険者証の更新
後期高齢者医療被保険者証は毎年８月１日に更新となります。
８月から使用する保険証は、縦長大判の封筒（茶色）に入れて７月
下旬に郵送しますので、内容等の確認をお願いします。
８月１日以降は、今回お送りする新しい保険証を医療機関等の窓口
に提示してください。
現在交付している保険証の有効期限は令和元年（平成３１年）７月
３１日）となっていますので、８月１日以降に市民課（烏山庁舎）ま
たは市民課南那須分室（南那須庁舎）に返却してください。
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

那珂川
（宮原地内）

１４０

１．８

1ｍ以上

無

可(B)

那珂川
（下境地内）

１７０

２．２

1ｍ以上

無

可(B)

荒川
（三箇地内）

５００

２．２

1ｍ以上

無

可(C)

荒川
（岩子地内）

２９０

２．２

1ｍ以上

無

可(B)

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

後期高齢者医療限度額適用認定証等

■商工

世帯全員が住民税非課税の場合は、
「限度額適用・標準負担額減額認
定証」
を医療機関に提示することで、
医療費の支払いが一定額になり、
さらに入院時の食事代も減額になります。
また、所得区分が現役並所得者ⅠまたはⅡに該当する人は「限度額
適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いが一定額
になります。該当する人で申請をしたことがない場合は、下記窓口で
申請してください。
なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度
額適用認定証」の申請をし、交付を受けたことがある人で、令和元年
度の所得区分が引き続き認定証の交付対象になる人については、８月
からの新しい認定証を７月下旬に郵送する保険証に同封します。
◇所得区分等
区分
住民税課税所得
１４５万円以上３８０万円未満の被保険者
現役並所得者Ⅰ
（同一世帯の被保険者も含む。
）
３８０万円以上６９０万円未満の被保険者
現役並所得者Ⅱ
（同一世帯の被保険者も含む。
）
◇申請窓口 ・市民課（烏山庁舎）
・市民課南那須分室（南那須庁舎）
◇申請に必要なもの
・保険証、印かん、個人番号カード（通知カードの場合は運転免許
証等の本人確認書類等が必要です。
）
・委任状（本人または同一世帯の家族以外の人が申請の場合）
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

工場用地や空き工場の情報を募集しています
市では、企業立地を推進するため、市内で工場用地や工場として売
買（賃貸）できる物件を募集しています。応募いただいた情報は登録
後、市ホームページ等に公開します。
※市は情報提供のみで物件の仲介・斡旋等をするものではありません。
◇要件 ・土地の場合は、面積１，０００㎡以上（地続き）
、建物の場
合は、床面積５００㎡以上の物件
・所有権以外の権利が設定されていないこと（抹消可能な場
合を除く。
）
・境界や所有権に争いがないこと
・所有者と登記名義人が同一であること（共有の場合は全員
の同意が必要）
・公道に接面または接続できること
※法律等の規制により、土地利用が制限されている地域については、
登録できない場合がありますのでご了承ください。
◇登録方法 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて提出
してください。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

不審な電話に注意してください
最近、社会福祉協議会の名前をかたる電話が全国各地で、相次いで
発生しています。
◇電話の内容例
・困りごとや心配なことはないかと聞いてくる。
・家族構成を教えてほしいと言われる。
◇注意事項
社会福祉協議会の職員が、突然電話で家族構成等を問い合わせる
ことはありません。もし、そのような電話がかかってきた場合や不
審な情報等がありましたらすぐに下記までご相談ください。
■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１
社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４
市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４
※土・日曜日および祝日の相談は、消費者ホットライン「１８８（局
番なし）
」へ

■環境
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

ごみ処理施設を見学してみよう
県では、
「ごみ処理施設見学コンシェルジュ事業」として、ごみ処理
施設の見学を希望する人に合わせて、見学先の提案、エスコート等を
行っています。施設見学をとおして、ごみ処理やリサイクルについて
考えてみませんか。
◇対象 小学４年生以上の県民および県内に所在する事業所・団体等
※小学生には引率者が必要です。
※詳細は、県ホームページ（ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05
/houdou/concierge-3008.html）をご覧ください。
■問合 県廃棄物対策課 ☎０２８－６２３－３２２８
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ケロちゃんスタンプ券 ２倍以上セール

農作業中の熱中症対策

烏山スタンプ会では、今年もケロちゃんスタンプ券２倍以上セール
を実施します。
この機会に、ぜひ、烏山スタンプ会加盟店をご利用ください。
◇実施期間 ７月２１日（日）～２８日（日）
※のぼり旗が目印です。
■問合 那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３

毎年、７月から８月にかけて農作業中の熱中症による死亡事故が多
発しています。
特に７０代から８０代の人に集中して発生していますので、夏場の
暑い環境で農作業をする際には、次のことに注意しましょう。
◇注意事項
・日中の気温の高い時間帯を外して作業を行うこと。
・こまめな休憩、水分補給を行うこと。
・帽子の着用や、汗を発散しやすい服装をすること。
・作業は２人以上で行うこと。
・ハウス等の施設内では、風通しをよくし、室内の換気をすること。
・体調不良の症状がみられたら、すぐに作業を中断し、涼しい場所
に避難すること。
■問合 農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７

外国人材受け入れ・雇用セミナー参加者募集
県では、今年４月から施行された新しい在留資格「特定技能」と外
国人材の受け入れについて、制度の理解促進のためのセミナーを開催
します。
◇日時 ７月２２日（月）午後１時３０分～４時１０分
◇内容 ・第１部：基調講演「特定技能とは？」
講師：国際行政書士 天谷雅隆 氏
・第２部：基調講演「特定技能外国人の雇用と登録支援機関
の役割」
講師：国際行政書士 福田智一 氏
・個別相談会：随時受付
◇場所 とちぎ産業交流センター第２、３会議室
◇定員 ５０名
◇費用 無料
◇申込 事前に参加申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまたはＥメー
ルで下記あて申し込む。
※参加申込書は、センターホームページからダウンロードできます。
■問合 （公財）栃木県産業振興センター栃木県よろず支援拠点
☎０２８－６７０－２６１８
ＦＡＸ０２８－６７０－２６１１
Ｅメール：yorozu@tochigi-iin.or.jp
ＵＲＬ：http://www.tochigi-iin.or.jp/

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

８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 大金温泉（大金グランドホテル）の入浴料が２００円割引さ
れます。
◇対象 市内在住で７０歳以上になる人
（昭和２４年８月３１日以前生まれの人）
※昭和２４年７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

第４回 脳元気教室

■交通安全
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

認知症に関する情報の普及啓発および早期発見や予防活動に関し、
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 ８月１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体操とフォークダンス
◇対象 おおむね６５歳以上の市民
◇費用 無料
◇持物 飲物
◇申込 初めて参加する人は、７月２９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

夏の交通安全運動
子どもと高齢者の交通事故防止に向け、
交通安全運動を実施します。
交通ルール、マナーを守り交通事故防止に努めましょう。
◇運動期間 ７月１７日（水）～１９日（金）
◇基本目標 ・子どもと高齢者の交通事故防止
・子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動の推進
（ＳＥＥ）発見する・見る、
（ＳＬＯＷ）減速する、
（Ｓ
ＴＯＰ）停止する
・全ての座席でのシートベルト・チャイルドシートの正
しい着用の徹底
・自転車の安全利用の推進
・飲酒運転の根絶
・横断歩道における歩行者優先の徹底
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

シルバー人材センター 入会希望者相談会
本市では現在１６０人余りの会員が活躍しています。あなたの経験
や豊かな知識を地域社会に活かしましょう。
市内に居住する、
健康で働く意欲のある、
６０歳以上の人であれば、
どなたでも会員になることができます。
入会希望者相談会を下記のとおり開催しますので、気軽にご来場く
ださい。
◇日時等

■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

新規就農相談会ｉｎとちぎ

月日

◇日時 ７月２８日（日）午前１０時～午後３時
◇場所 とちぎアグリプラザ（宇都宮市一の沢２－２－１３）
◇内容 新規就農希望者への個別面談、農業研修受講相談、農業法人
等への就職相談、
震災被災者への就農相談、
「農業次世代人材
投資事業（就農前の研修及び就農初期の青年就農者に対する
交付金）
」の説明会および相談
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。
◇主催 （公財）栃木県農業振興公社、
（一社）栃木県農業会議
■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５

時間

場所

７月２９日（月） 午前１０時～午後３時 南那須公民館第１会議室
８月１日（木）

午前１０時～午後３時 烏山公民館１０４会議室

※当日都合のつかない場合は、随時相談を受け付けますので、下記あ
てご連絡ください。
■問合 （公社）那須烏山市シルバー人材センター
☎０２８７－８８－７７３１
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特定健診・がん検診等日程（女性限定）

そーいんぐ教室

◇日時 ８月５日（月）受付：午前８時３０分～１０時３０分
※番号札は、受付開始時間３０分前から配布します。
◇場所 保健福祉センター
※女性の日（女性限定）です。
※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。
※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、
特定健診受診券を持参してください。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

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
園・学校で使うグッズ（スタイ、コップ入れ、シューズ入れ等）の手
作りを応援します。お気に入りの生地やご家庭にあるタオル等を使っ
て、自分だけのオリジナルグッズを作ってみませんか。
◇日時 ８月７日（水）
、１０月２日（水）
、１１月６日（水）
午前９時３０分～２時間程度
※１１月以降は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
◇対象 市内在住の人 先着５名
◇内容 ミシン等を使って製作します。
◇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

歯周病検診
歯周病は、放っておくと全身に影響を及ぼす恐ろしい病気です。
この機会に、ぜひ、受診してみませんか？詳しくは５月上旬に対象
者あて郵送した通知をご覧ください。
◇対象者 ４０歳（昭和５３年４月２日～昭和５４年４月１日）
５０歳（昭和４３年４月２日～昭和４４年４月１日）
６０歳（昭和３３年４月２日～昭和３４年４月１日）
７０歳（昭和２３年４月２日～昭和２４年４月１日）
◇実施期間 １２月３１日まで ※休診日を除く。
◇医療機関
医療機関（５０音順）
住所
電話番号
浅倉歯科医院
谷浅見９８６－１
８４－１１８０
石川歯科医院
金井１－８－４
８２－２４６２
石川歯科医院
金井２－９－６
８４－１８１８
石倉歯科医院
鴻野山２０９－７
８８－０６３３
岡林歯科医院
初音６－６
８２－２６４６
スマイル歯科
藤田１４７７
８８－５５０５
福澤歯科医院
大金１８１
８８－２０４６
藤井歯科医院
中央３－３－５
８４－１９２１
みどり歯科
南大和久４５１－２
８８－５１５５
若林歯科医院
中央１－１８－３２
８２－２４２２
◇申込 電話等で下記あて申し込み、受診票を取得してください。
※医療機関（要予約）で受診票等を記入し、受診してください。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

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（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

子育て支援センター きらきら
■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【水遊びを楽しもう】
◇日時 ８月６日（火）
、７日（水）
※時間はすべて午前１０時３０分～１１時３０分です。
◇内容 水遊び、ポコポコボトルづくり、さかなつり等
◇場所 子育て支援センター
◇対象 未就園児と保護者（事前申込不要）
◇持物 飲物、着替え
※月齢に応じた、しかけ絵本、紙芝居、布おもちゃ等を新しくしまし
た。また、育児雑誌もありますので、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

■■■■■■■■■■

こども館の催し物
【ディンプルアートを体験しよう】
那須烏山市で生まれた塗り絵感覚のステンドグラス風アートです。
◇日時 ８月２日（金）午前１０時～１１時３０分
◇対象 小学生以下とその保護者等
◇定員 先着１５組
◇講師 ディンプルアートインストラクター 荒井栄子 氏
◇費用 １個５００円
◇申込 ７月２６日（金）までに電話等で下記あて申し込む。

ひとり親家庭のためのパソコン研修受講生募集

【管理栄養士によるお話】

◇期間 ９月７日～１１月３０日の土曜日 午後１時３０分～４時
（全９回）
◇場所 高根沢会場：システムソリューションセンターとちぎ
（高根沢町宝積寺２０３４－１４）
◇内容 ワード・エクセルの基礎講座（８回）
、就職支援（１回）
◇対象 ひとり親家庭の母・父、寡婦で、パソコン入力ができる人
◇定員 １５名
◇費用 受講料無料（ただし、教材費は自己負担です。
）
◇託児 有り（予約制・無料） ※飲み物・おやつ各自持参
◇申込 ８月１６日（金）までに申込用紙（こども課備付）に必要事
項を記入し、ひとり親家庭と分かる書類等を添付して、
（公財）栃木
県ひとり親家庭福祉連合会（〒３２０－００７１宇都宮市野沢４－
１パルティ ☎０２８－６６５－７８０１）に直接申し込む。
■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６

◇日時 ８月６日（火）午前１１時～１１時２０分
◇対象 子育て中の保護者および子育て支援スタッフとして活動して
いる人や希望する人
◇内容 非常食、８月行事食、旬の食べ物
◇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。

【親子体操でスキンシップ】
◇日時 ８月９日（金）午前１０時３０分～１１時３０分
◇講師 日本３Ｂ体操協会公認指導者 佐藤明美 氏
◇対象 １歳６か月以上の幼児とその保護者等
◇定員 先着１５組
◇申込 ８月７日（水）までに電話等で下記あて申し込む。
※場所はすべてこども館です。月曜日・祝日は休館です。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１
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■成人式

第１４回 自治会対抗親善野球大会

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

◇期日 ８月１８日（日）
、２５日（日）
◇場所 大桶運動公園、烏山野球場、緑地運動公園
◇対象 市内自治会単位または隣接の自治会合同チーム
◇費用 １チーム６，０００円（申し込みの際にご持参ください。
）
◇申込 ７月２９日（月）までに下記あて申し込む。
※組み合わせは、事務局で代理抽選を実施し、後日代表者へ通知します。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

令和２年 成人式
案内状は、令和元年１０月１日現在で市内に住民登録がある人へ送
付します。市外在住の参加希望者は下記あて申し込みください。
◇対象 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれ
※現住所、出身地、出身校等を問わず参加できます。
◇申込 下記事項を明記した封書、ハガキ、メールまたは電話で下記
あて申し込む。①氏名（ふりがな）
、②性別、③案内状送付先
の郵便番号・住所・世帯主氏名、④生年月日、⑤電話番号、
⑥出身中学校、⑦市内の連絡先
※①～⑥は必須、⑦は有する場合のみ実家等住所と世帯主を明記。
※Ｅメールで申し込む場合は、件名に「成人式申込」等を必ず記載。

第１４回 市民射撃大会
◇日時 ８月４日（日）午前９時開始（午前８時３０分集合）
◇場所 那須国際射撃場（那須町高久甲３９００）
◇種目 クレー射撃（トラップ２５撃×２ラウンド、スキート２５撃
×２ラウンド）
◇費用 会場で各自お支払いください。
■問合 市体育協会射撃部長（阿久津）☎０９０－１６６０－７９０７

【成人式開催概要】
◇日時 令和２年１月１２日（日）午前１０時開式
受付：午前９時～９時４５分
◇場所 凮月カントリー倶楽部クラブハウス内（城山２６４１）
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３
〒３２１－０５９５ 大金２４０
Ｅメール：shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp

■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。

成人式実行委員募集
◇対象 市内在住または在学・在勤の１８歳～２２歳位の人
◇内容 記念行事の企画、成人式前日および当日の運営等
※会議は月１～２回程度、平日午後６～８時頃に実施予定。
◇活動期間 ８月頃から成人式終了まで
◇活動場所 市役所南那須庁舎２階会議室
◇募集人数 １０名程度
◇申込 電話等で下記あて申し込む。
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３

公民館講座
「自分磨き講座」
（女性限定）参加者募集
電気の灯りを落としたゆったりとした雰囲気の中で、自分自身を癒
す方法（セルフケア）について学び、骨格診断（セルフチェック）か
らわかる骨格タイプで、自分に合ったおしゃれの方法を学びます。
◇日時 ①９月７日（土）午後６時３０分～８時３０分
②１０月５日（土）午後６時３０分～８時３０分
③１１月９日（土）午前１０時～１１時３０分
④１２月７日（土）午前１０時～１１時３０分
◇場所 ①②境公民館（上境２９０－１）
③④南那須公民館（岩子６－１）
◇内容 ①お好みの精油でのマッサージオイル作りおよび膝下のマッ
サージ、②デコルテ・肩・首のリンパマッサージ、③骨格診
断（セルフチェック）
、④自分の骨格タイプに合わせたおしゃ
れについて
◇講師 ①②セラピスト 大野薫 氏
③④骨格診断アナリスト 大橋尚子 氏
◇対象 市内在住または在勤の女性 先着１５人
◇費用 ①②各回５００円程度（材料費実費）
、③④無料
◇持物 ①②オイルがついてもよいバスタオル、①膝が出せるような
短パン、②卓上鏡、④スカーフ、指輪
◇申込 ７月２０日（土）～８月３日（土）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

■スポーツ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

第１４回 那須烏山市水泳大会参加者募集
◇日時 ９月７日（土）受付：午前８時～、開会：午前９時～
◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター（岩子１７０）
◇対象 どなたでも
◇定員 定員１５０名
◇費用 小・中学生：１００円、高校一般：２００円
※ただし、市外の人は上記金額にプラス１００円です。
◇種目
バタ
ビート
種目
自由形
平泳ぎ
背泳ぎ
フライ
板
小学
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
４年生以下
５０ｍ
５０ｍ
５０ｍ
５０ｍ
小学
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
５・６年生
５０ｍ
５０ｍ
５０ｍ
５０ｍ
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
区
中学生
５０ｍ
５０ｍ
５０ｍ
５０ｍ
分
１００ｍ １００ｍ １００ｍ １００ｍ
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
２５ｍ
高校・一般
５０ｍ
５０ｍ
５０ｍ
５０ｍ
１００ｍ １００ｍ １００ｍ １００ｍ
小５～一般

■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

南那須図書館
夏休みＤＶＤ上映会＆水風船釣り
◇日時 ７月２５日（木）午前１０時３０分～１１時３０分
◇場所 南那須図書館多目的ホール
◇上映作品 おしりたんてい
「ププッ とこやさんにうかぶゆうれい」
（３０分）
※参加したお子さんは、上映会後に水風船釣り・スーパーボールすく
いができます。
◇費用 無料（事前申込不要）
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

１００ｍ個人メドレー（オープン競技）

◇申込 ８月１４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。
※定員になり次第締め切ります。１人２種目まで出場可能です。
※南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター
（プール）
では申し込みできませんので、
ご注意ください。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３
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南那須図書館「夏休み臨時学習室」開設

「河川愛護月間」絵手紙募集

夏休み期間中、団体活動室を「臨時学習室」として開放します。
◇期間 ７月２０日（土）～８月３１日（土）
※飲食は禁止です。セルフコーナーをご利用ください。
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

「河川愛護月間（７月１日～３１日）
」の広報活動として絵手紙作品
を募集しています。
◇募集テーマ 川遊び～川での思い出・川への思い～
◇募集内容 郵便はがきサイズ（１００ｍｍ×１４８ｍｍ）に川での
思い出や川への思いを文章にし、絵と組み合わせて描いた絵手紙を
募集します。デザイン、彩色、画材は自由ですが、写真は応募でき
ません。
（１人１作品）
◇応募資格 河川愛護月間の趣旨に賛同していただける人
◇応募方法 ９月２７日（金）までに応募作品の裏側に必ず氏名、住
所、電話番号、小・中・高校生は学校名と学年を明記し、下記あて
応募する。
（氏名、住所、学校名にはふりがなを記入してください。
）
〒１００－８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３
国土交通省水管理・国土保全局治水課内
「河川愛護月間」絵手紙募集係
■問合 国土交通省水管理・国土保全局治水課
☎０３－５２５３－８１１１
ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/river/aigo/index.html

図書館の催し物
【南那須図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容
■問合

７月２０日（土）午前１０時３０分～１１時
南那須図書館おはなしのへや
図書館ボランティア
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

７月２０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」
絵本の読み聞かせ・紙芝居、パネルシアター、ゲーム等

【烏山図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇内容
■問合

屋外広告物講習会

７月２７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

県内では、
屋外広告業を営む人は営業所ごとに業務主任者を、
また、
広告物を設置する人は簡易な広告物を除いて管理者を置くことがそれ
ぞれ義務付けられています。
業務主任者と管理者は、講習会を修了していなければなりませんの
で、これから屋外広告業を始める人、広告物の管理者になる人は、必
ず受講してください。
◇日時 ８月３０日（金）午前９時２５分～午後５時
◇場所 宇都宮市役所１４階大会議室（宇都宮市旭１－１－５）
◇定員 先着１００名
◇費用 ３，０００円
◇申込 ７月２６日（金）までに受講申請書（下記備付）に必要事項
を記入し、写真貼付のうえ、持参または郵送で申し込む。
■問合 宇都宮市建築指導課 ☎０２８－６３２－２５７３
〒３２０－８５４０ 宇都宮市旭１－１－５

■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。下記のとおり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 ７月２４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

「相続登記はお済ですか月間」無料相談会
◇期間 ８月１日（木）～３１日（土）
※土・日曜日および祝日、各司法書士事務所の夏季休暇日を除く。
◇場所 県内各司法書士事務所
◇内容 相続に関する事項
◇費用 無料
※相談については、お近くの司法書士事務所にご相談ください。
■問合 栃木県司法書士会 ☎０２８－６１４－１１２２

なすからサロン
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 ８月２４日（土）午後１時３０分～３時
◇場所 南那須公民館第１会議室
◇内容 第６回講座「ジオパークと烏山城」
◇講師 ジオパーク・ガイド 松本将樹 氏（専門：郷土・民俗研究）
◇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

国際医療福祉大学
塩谷看護専門学校看護学生募集
◇試験日 ９月２８日（土）
◇試験会場 本校（塩谷病院敷地内）
◇試験科目 ・高校推薦：一般常識試験、面接
・社会人：小論文、面接
◇募集人数 ４０名（推薦・社会人合わせて募集定員の５割程度）
◇受験資格 ・高校推薦：令和２年３月に高等学校卒業見込で、学科
評定平均３．０以上、合格した場合には必
ず本校に入学できる人
・社会人：高校を卒業し、令和２年４月１日時点で２年
以上経過した人
◇修業年限 ３年（全日制）
◇応募方法 ９月５日（木）～１９日（木）に入学願書を下記あて提
出する。
※入学願書を希望する人は、下記あてお問い合わせください。
■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務部
☎０２８７－４４－２３２２

民話の里めぐり
「むかーし むかーし あったとさ」
那須烏山には、たくさんの民話と伝統行事があります。どうくつで
民話を聞き、下境のささら獅子舞を見学しませんか。
◇日時 ８月２５日（日）午前９時～午後３時 (雨天決行)
◇集合場所 烏山中央公園 (午前８時４５分集合)
◇行程 烏山中央公園→どうくつ酒蔵→境公民館（昼食）→稲積神社
（下境）→烏山中央公園（解散）※バスでの移動となります。
◇定員 市内小学生（親子可）３０名（定員になり次第受付終了）
◇参加費 ５００円（昼食代、保険料）
◇申込 ８月１５日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 烏山語りの会（五月女）☎０９０－１８４１－６５８１
（平成２７年度市まちづくり団体支援事業採択団体）
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じゃがいも掘りイベント

朝市出店者の募集

有機農家のお仕事を体験してみませんか？
第１弾は「じゃがいも掘り」を実施します！
◇日時 ７月２０日（土）午後２時～６時
◇場所 帰農志塾（中山１０４１）
◇内容 皆さんで掘ったじゃがいもをコンテナに入れてトラックに積
み込みます。
（じゃがいも等のお土産あり。
）
◇対象 どなたでも
◇定員 ２０名
◇費用 無料
◇申込 ７月１９日（金）までに電話等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 帰農志塾 ☎０２８７－８３－０９３０
Ｅメール：kinousijyuku@yahoo.co.jp

市内の農産物を集めた朝市を下記日程で開催予定です。
「地元のおいしいを食べよう！」をテーマに、地元野菜の販売や料
理等を提供する出店者を募集中です！興味のある人は、ぜひ、ご参加
ください。
◇日時 ８月４日（日）午前７時～１０時 ※荒天中止
◇場所 山あげ会館前
◇対象 那須烏山市産農産物やそれらを使用した飲食物の販売等
◇費用 ２，０００円（テント、テーブル、イスは持ち込み。
）
※主催者側では、備品等の貸し出しはしません。
◇申込 ７月１９日（金）午後５時までに下記フェイスブックページ
等に申し込む。
◇主催 ＮＰＯ法人 クロスアクション
◇共催 （一社）那須烏山市観光協会
■問合 ＮＰＯ法人 クロスアクション
ＵＲＬ：https://www.facebook.com/cross.action.nasukarasuya
ma/
（一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７

県立がんセンター職員募集
◇採用職種等
採用職種

薬剤師

人数

応募要件

若干名

昭和５０年４月２日以降に生まれた人で、
薬剤師の免許を有する人または令和元年度
に実施される国家試験により免許の取得が
見込まれる人

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

７月下半期の行事予定

◇試験日 申し込み時に別途お知らせします。
◇試験内容 作文、適性検査、面接、書類審査
◇申込 随時受け付けていますので、
下記あてお問い合わせください。
■問合 県立がんセンター ☎０２８－６５８－５７９４

日 曜日
１６ 火

刑務官募集
◇募集内容 刑務Ａ／Ｂ
刑務Ａ（武道）／Ｂ（武道）
刑務Ａ（社会人）／Ｂ（社会人）
◇受付期間 ７月１６日（火）～２５日（木）
◇申込 インターネットをご利用ください。
ＵＲＬ：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
※事前登録だけでは申し込み完了ではありません。余裕を持って手続
きを完了してください。
■問合 法務省矯正局 ☎０３－３５９２－７３６９

１７ 水

１８ 木
１９ 金

２０ 土

令和元年度 行政書士試験
◇試験期日 １１月１０日（日）午後１時～４時
※令和２年１月２９日（水）合格発表
◇試験場所 宇都宮大学峰キャンパス（宇都宮市峰町３５０）
◇費用 ７，０００円

行事予定
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
心配ごと相談
５歳児相談受付 9:30～9:45
８か月児健診受付 13:00～13:30
第１２回ソフトボール協会リーグ戦第２部（～９月２５日）
夏の交通安全運動（～19 日）
窓口業務延長（～19:00）
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
小学校・中学校終業式
交通事故相談
第１４回市民ナイター野球大会（毎週土日～９月１日）
おはなし会 10:30～11:00
おたのしみ会 14:00～15:00
臨時学習室開設（～８月３１日）

２１ 日 【休日当番医】滝田内科医院

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
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
保健福祉センター
県南那須庁舎
緑地運動公園
南那須図書館
烏山図書館
南那須図書館
☎0287-82-2544

２２ 月

【受験申込方法】

２３ 火

◇郵送 ７月２９日（月）から８月３０日（金）までに行政書士試験
研究センター試験課に簡易郵便で申し込む。
（８月３０日
（金）
当日消印有効）
◇インターネット ７月２９日（月）午前９時から８月２７日（火）
午後５時までに行政書士試験研究センターホー
ムページ（ＵＲＬ：https://gyosei-shiken.or.jp）
から申し込む。

２４ 水 行政相談

２７ 土 おはなし会 14:00～14:30

烏山図書館

【願書配布】

２８ 日 【休日当番医】七合診療所

☎0287-82-2781

烏山庁舎

窓口業務延長（～19:00）
烏山庁舎・保健福祉センター
２５ 木 妊婦・産後ママサロン（要予約）受付 9:40～10:00 保健福祉センター
夏休みＤＶＤ上映会 10:30～11:30 南那須図書館
２６ 金 山あげ祭（～28 日）

◇郵送 １４０円分の切手を貼った、返信先明記の返信用封筒（角形
２号）を同封し、下記あて郵送で請求する。
（７月２９日（月）
～８月２３日（金）必着）
〒２５２－０２９９ 日本郵便㈱相模原郵便局留
（一財）行政書士試験研究センター試験課
◇窓口 県経営管理部文書学事課、県民プラザ、県南那須県民相談室
等で配布（７月２９日（月）から８月３０日（金）まで）
■問合（一財）行政書士試験研究センター ☎０３－３２６３－７７００
県文書学事課 ☎０２８－６２３－２０６６

２９ 月 第１１回壮年交流ソフトボール大会（～７月３０日） 烏山運動公園
３０ 火
固定資産税第２期、国民健康保険
税第１期、介護保険料第１期、後
３１ 水
期高齢者医療保険料第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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