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■上下水道

■雇用・就職等

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

消費税改正に伴う上下水道料金の取り扱い

令和元年度こども課嘱託職員の募集

１０月１日からの消費税改正に伴い、上下水道料金についても１０
月以降の利用分は改正後の消費税率１０％が適用されます。
１０月定期検針分については、８月から９月の利用分となりますの
で、消費税率８％が適用されます。
消費税率１０％が適用されるのは、１２月定期検針分（１２月定期
検針前に利用中止した場合は、その精算分）からとなります。
なお、水道検針時に交付している「上下水道使用水量のお知らせ」
は、年度分を一括印刷しているため、裏面には消費税率８％で水道料
金等の計算方法が記載されていますが、１２月定期検針以降は下記料
金表に読み替えてご確認ください。
◇水道料金表（２カ月分）
（消費税込）
超過料金（１㎥ につき）
（円）
メーター
基本
の口径
1 ㎥ ～ 21 ㎥ ～ 41 ㎥ ～ 61 ㎥ ～ 101 ㎥
料金
（mm）
20 ㎥
40 ㎥
60 ㎥
100 ㎥
以上
１３
1,980
74.8
２０
3,344
２５
5,720
３０
9,240
220
231
253
264
４０
11,880
0
５０
20,240
７５
27,720
◇下水道料金表（２カ月分）
（消費税込）
基本料金
超過料金（１㎥ につき）
（円）
21 ㎥ ～
41 ㎥ ～
61 ㎥ ～
20 ㎥ まで
40 ㎥
60 ㎥
2,750

143

154

■■■■■■■■■■

◇任用期間 採用日～令和２年３月３１日
◇募集内容

【調理員】
人数
業務内容
勤務時間
勤務地
賃金
応募要件

１名
市立保育園の給食の調理
月～金曜日 午前８時～午後３時３０分
※上記時間内で４～６時間勤務
にこにこ保育園（岩子１５２-１）
時給９００円
調理師免許

【調理補助】
人数
業務内容

１名
市立保育園の給食の調理補助
月～金曜日 午前８時～午後３時３０分
勤務時間
※上記時間内で４～６時間勤務
勤務地
にこにこ保育園（岩子１５２-１）
賃金
時給８３０円 ※１０月１日以降改訂予定
応募要件 なし
◇勤務条件 自宅から勤務地までの通勤距離が片道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（日程等の詳細は、別途通知します。
）
◇応募方法 ９月１３日（金）までに履歴書（写真貼付、白黒可）に
希望する職種を明記し、資格証明書等の写しを添付のう
え、下記あて持参または郵送する。
※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９月１３日（金）消印有効です。
■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６
〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１
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■問合 上下水道課 ☎０２８７－８４－０４１１

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。
）

「ペット霊園那須烏山」

まるごとケアの家 あいさん家

緑に囲まれた墓地公園・広々とした安らぎの園
○火葬（最新ペット専用火葬炉）完備
◎年中無休
○合同墓地・個別墓地・納骨堂完備
◎予 約 制
※小動物から超大型犬（40kg 以上）
※福岡交差点左折（真岡方面）1km 先に看板
〒321-0526 田野倉６６０－１
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－８２－３３９１

新規介護事業案内ならびに電話相談を開始します。
お気軽にご相談下さい。 （代表）８３－８０３５
事業名：看護小規模多機能型居宅介護
開設予定日：令和１年１１月１日
開設事業者：訪問看護ステーションあい
対応時間：平日９：３０～１７：３０（担当：横山、龍福）

http://www.petreien-nasukarasuyama.com/
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■市営住宅
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

烏山線利用向上
ＪＲ烏山線沿線ウォーク開催！

■■■■■■■■■■

自分のペースで歩いて、秋のＪＲ烏山線沿線の良さを見つけてみま
せんか。参加者には記念品をプレゼントします。
◇日時 ９月２３日（月・祝）受付：午前９時～１０時
◇受付場所 ＪＲ宝積寺駅東口ちょっ蔵広場
◇コース ＪＲ宝積寺駅からＪＲ烏山駅（２２．６㎞）
◇費用 ３００円（保険代）※当日徴収します。
◇持物 昼食、飲物、雨具、帽子
◇申込 当日、受付場所で直接申し込む。
■問合 ＪＲ烏山線沿線ウォーク実行委員会（清水）
☎０９０－４９２２－９０１５

市営住宅入居者募集
【神長住宅（神長７５２－１）
】
①神長住宅５０１号室 1 戸
・間取り 和室２間、台所、浴室（浴槽）要持込、汲み取り式トイレ
・家賃 月額５，１００円以上
②神長住宅９０１号室 １戸
・間取り 和室２間、台所、浴室（浴槽）要持込、汲み取り式トイレ
・家賃 月額４，２００円以上
◇入居資格
・市内在住または在勤で、同居する親族がいる人
（６０歳以上または身体障がい者は単身入居できる場合あり）
・収入が基準額以下で、現に住宅に困窮している人
・入居者および同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律第２条第６号」に規定する「暴力団員」でない人
・原則、市内在住者の連帯保証人がいること
◇敷金 決定家賃の３か月分
◇募集期間 ９月２日（月）～１７日（火）
◇受付場所 都市建設課（南那須庁舎）
※最短の場合、１１月 1 日頃に入居可能です。
■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８

住宅の耐震診断・改修等の補助制度
市では、耐震性の不足している木造住宅の耐震強化を進めるため、
耐震診断および耐震改修、耐震建替えに係る費用の一部を補助してい
ます。令和２年度に補助を受けたい場合は、事前にご相談ください。
◇対象住宅 昭和５６年５月以前の基準で建てられた住宅
◇補助限度額 ・耐震診断 ２万円（費用の３分の２以内）
・補強計画策定 ８万円（費用の３分の２以内）
・耐震改修、耐震建替 ８０万円（費用の２分の１以内）
※補助限度額は、令和元年８月時点のものです。
◇対象者 昭和５６年５月以前の基準で建てられた市内の木造住宅を
所有する市内在住者で、令和２年度に耐震診断等を実施予
定の人
※この相談により、補助を確約するものではありません。
■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８

■観光
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

インスタグラム「＃まちなか那須烏山」に
投稿しよう♪

屋外広告物適正化旬間

那須烏山市の魅力を多くの人に知ってもらうため、インスタグラム
で旬な情報を発信しています。お気に入りの「場所」
「お店」
「食べ物」
やあまり知られていない隠れ情報等「＃まちなか那須烏山」のハッシ
ュタグを付けて投稿してください。
投稿された内容は、まちなか観光案内サイト（ＵＲＬ：http://
yamaage.3g-kizuna.jp/machinaka/）で見ることができます。皆さんの
ご協力をお願いします。
■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

９月１日～１０日は「屋外広告物適正化旬間」です。
広告物の安全性を確保し、危険な事故を防ぐため、適正な管理と点
検をお願いします。また、１０月１日から、広告物の更新または変更
の許可申請時に提出する書類が変わります。
※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。
■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８
県県土整備部都市計画課 ☎０２８－６２３－２４６３

■まちづくり

■環境

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

祝日に伴うごみの収集日にご注意ください

令和２年度コミュニティ助成事業募集

９月１６日（月・祝）および９月２３日（月・祝）は、祝日のため
ごみの収集を実施しません。
「燃やすごみの収集」は、それぞれ翌日の
９月１７日（火）および９月２４日（火）となります。
※詳細は、平成３１年度（２０１９年度）家庭ごみ収集カレンダーを
ご確認ください。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業とし
て、宝くじの受託事業収入でコミュニティ活動に必要な備品や集会施
設の整備を助成する制度です。
◇助成対象団体 コミュニティ組織（自治会等）
◇助成の種類・助成金額
①一般コミュニティ助成事業
助成限度額：１００万円～２５０万円
事業例：お囃子太鼓、半てん、エアコン、テーブル等の備品
②コミュニティセンター助成事業（対象事業費の５分の３以内）
助成限度額：１，５００万円
事業例：コミュニティセンターの建設、大規模改修等
◇必要書類 申請希望書（下記備付）
、事業実施主体の規約、令和元年
度事業計画、予算書、見積書、カタログのコピー等
※コミュニティセンター建設の場合は、建物図面や住民総意の分かる
総会資料および議事録、通帳等も添付してください。
◇申込 １０月４日
（金）
までに必要書類を添えて下記あて申し込む。
※事前に相談が必要となりますので下記までお問い合わせください。
■問合 まちづくり課地域づくりグループ
☎０２８７－８３－１１５１

ハチの駆除・ハチの巣の撤去
市では、ハチの駆除や巣の撤去は行っていません。私有地内では、
土地・建物の所有者または管理者の責任で対応をお願いします。
なお、スズメバチ等の大型のハチは、大変危険ですので無理に自分
で行わず専門業者に依頼することをお勧めします。
◇専門業者
那須南森林組合 ☎０２８７－９２－２００７
衛生害虫防除等相談室（栃木県ペストコントロール協会内）
☎０２８－６２５－０６０６
※有料になりますので、事前にご確認ください。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０
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■交通安全
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■診療所
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

安全運転サポート車体験参加者募集

熊田診療所の９月臨時休診

全国的に高齢者ドライバーによるアクセル踏み間違いの交通事故が
多く発生しています。秋の交通安全県民総ぐるみ運動期間中に那須烏
山警察署・烏山自動車学校の協力により、サポート車の性能体験を実
施しますので、ぜひ、ご参加ください。
◇日時 ９月２３日（祝・月）午前１０時～正午
◇場所 烏山自動車学校（神長４１４－１）
◇内容 ・サポート車による自動ブレーキ体験
・シミュレータによるサポート車の安全機能（ふらつき防止
等）体験
◇対象 １８歳以上で普通自動車免許を所有している人
◇定員 先着５０名
◇費用 無料
◇申込 ９月１３日（金）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

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 ９月１７日（火）
、２１日（土）
■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

災害時要援護者支援台帳作成のお願い
市民生委員児童委員協議会では、災害時の支援活動や緊急時の迅速
な救助活動に活用するため、
「災害時要援護者支援台帳」
の整備に取り
組んでいます。
対象となる人の自宅に民生委員が訪問し、台帳の作成を依頼します
のでご協力をお願いします。
◇期間 ９月中旬～１０月
◇対象 高齢者世帯、ひとり暮らし世帯（６５歳以上の世帯員のみで
構成される世帯）
、その他災害時に支援が必要と思われる人
※台帳は、担当地区民生委員、行政区長（自治会長）
、健康福祉課、消
防署、市社会福祉協議会で共有します。台帳から知り得た情報は、
目的以外に使用することはありません。
■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５

優良運転者「地区表彰」申請受付
那須烏山警察署と那須烏山交通安全協会では、優良運転者を表彰す
ることで、
「優良運転者であること」の自覚をさらに高め、交通安全に
寄与していただくことを目的に該当者の申請を受け付けます。
◇地区表彰区分
１５年表彰：平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの
間に運転免許証を取得した人
１０年表彰：平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの
間に運転免許証を取得した人
５年表彰：平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの
間に運転免許証を取得した人
◇対象 ・平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に
自己責任による交通事故歴がなく、交通違反点数が３点以
内の人
・期間の計算は、現在所持している運転免許証で最古の免許
証取得年月日が起算日です。
（普通免許・原付免許等のうち、
最初に取得した免許の取得日が起算日）
◇申込 １０月７日（月）までに運転免許証、印かん、６３０円（運
転記録証明書交付手数料）を持参し、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 那須烏山交通安全協会事務局（那須烏山警察署内）
☎０２８７－８３－１６０１

ストマ用装具（後期分１０月～３月分）
を給付します
◇対象 「直腸・ぼうこう」の障がいで身体障害者手帳を所持し、ス
トマ用装具（蓄便袋・蓄尿袋）の給付を希望する人
◇申請に必要なもの 身体障害者手帳、印かん
◇申請方法 ９月１８日（水）までに下記申請窓口あて申請する。
◇申請窓口 健康福祉課（保健福祉センター）
■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５

オレンジクラブ（家族介護教室）
毎日の介護、先の見えない介護で行き詰まることはありませんか？
そんな時にはオレンジクラブに参加してはいかがでしょうか！
◇日時 ９月１９日（木）午前１０時～１１時３０分
◇場所 保健福祉センター小会議室
◇内容 手ぬぐいを使って帽子をつくろう！
◇対象 介護者、介護経験者等
◇持物 手ぬぐい、裁縫道具（針・糸等）
◇申込 ９月１３日（金）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

■統計調査
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

２０１９年全国家計構造調査
総務省では、
１０月１日～１１月３０日の２か月間、
「２０１９年全
国家計構造調査」を実施します。この調査は、我が国の家計の現状と
推移を消費・所得・資産および負債の実態を総合的に把握し、国およ
び地方公共団体の行う社会・経済等の行政の企画・立案に欠くことの
できない大切な基礎資料を得るための重要な調査です。
９月から該当世帯に対して、調査員による訪問により、調査票およ
び家計簿等を配布します。
（インターネットによる回答も可能です。
）
調査票および家計簿には、世帯の状況やその月の収支を記入してい
ただきます。記入された内容は、統計以外の目的（例：税関係等）に
使用することは絶対にありませんので、安心して調査にご協力くださ
いますようお願いします。
◇対象地区 下境地区、小木須地区、三箇地区、藤田・下川井地区
◇全国家計構造調査
ＵＲＬ：https://www.stat.go.jp/data/zenkokukakei/2019/
■問合 県統計課生活統計担当 ☎０２８－６２３－２２４５
総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２

献血（全血）にご協力を
２０～３０歳代の献血者が減少しています。
ぜひ、
ご協力ください。
◇日時 ９月２６日（木）
・烏山庁舎：午前１０時～正午
・南那須庁舎：午後１時３０分～４時
※当日、直接会場へお越しください。
※全血は、２００mℓ ・４００mℓ となります。
※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

休日当番医の変更
９月２２日（日）飯塚医院が「烏山台病院」に変更、９月２３日（月・
祝）烏山台病院が「飯塚医院」に変更になります。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５
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女性のための健康講座

結核予防週間（９月２４日～３０日）

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 ９月２９日（日）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 ＺＵＭＢＡ（ズンバ）＆ストレッチ
◇講師 Ｋ＠Ｄａｎｃｅ－ＥＸインストラクター 影山靖代 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 ９月３日（火）～１７日（火）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

結核は過去の病気と思っていませんか？医療や生活水準の向上によ
り、薬を飲めば治る時代になりましたが、過去の病気と思ったら大間
違いです。現在でも１日に５０人の新しい患者が発生し、そのうち
５人が命を落としている日本の重大な感染症です。
結核の早期発見には、本人の重症化を防ぐだけでなく、大切な家族
や職場等への感染の拡大を防ぐためにも、
レントゲン検査が有効です。
職場や市の検診（肺がん検診）等を利用して、年に１回は胸部レン
トゲン検査を受けましょう。
◇初期症状 風邪とよく似ています。２週間以上咳が続くときは、医
療機関で胸部レントゲン検査を受けましょう。
※特に高齢者は、体のだるさや微熱が続いたり、急に体重が減ってき
たりしたら、早めに医療機関で受診しましょう。
■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９

■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の助成

幼児教育・保育無償化には手続きが必要です
（認可外保育施設等利用者）

◇対象 市に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、これまでに
助成を受けたことがない人
・６５歳以上の人
・６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有
する人（身体障害者手帳１級相当）
※年齢基準日は令和２年３月３１日
◇助成金額 上限４，０００円
◇接種券申請窓口
健康福祉課（保健福祉センター）または市民課（烏山庁舎）
◇申請に必要なもの 印かん、健康保険証
※接種券の申請後、
かかりつけ医等に予約し接種してください。
（有効
期限の切れた接種券は使用できません。改めて申請ください。
）
※市外医療機関で接種する人は事前に下記あてお問い合わせください。
※接種費用を全額支払った場合の助成金申請は、
「領収書、印かん、予
診票、振込先の口座番号等が分かるもの」を下記あて持参し、接種
日から１か月以内に申請してください。
（期限を過ぎた場合、
助成対
象とならない場合があります。
）
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

１０月１日より始まる幼児教育・保育の無償化について、以下の条
件に該当し、対象施設（事業）を利用している子どもの保護者は手続
きが必要になります。
◇対象 次の①～④の全てに該当し、かつ、
（ア）または（イ）のいず
れかに該当する子どもの保護者
①本市に住所がある。
②保育の必要性がある。
③以下の対象施設を利用している。
④幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は企業主導
型保育事業所に在園していない。
（ア）３～５歳児クラスの子ども
（イ）市民税非課税世帯の０～２歳児クラスの子ども
◇対象施設および事業（市内・市外問わず）
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
※１０月１日より無償化の対象となるためには、９月３０日（月）ま
でに保育の必要性の認定申請が必要となります。
※本市に住所があり、市外の新制度未移行幼稚園（私学助成幼稚園）
に通園している子どもの保護者も手続きが必要となります。
※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

健康料理講習会
主に高血圧などの生活習慣病予防を目的とした減塩バランス食の料
理講習会を開催します。
健康に関する豆知識をゲット！料理のレパートリーも増えること間
違いなし！ぜひ、気軽にご参加ください。
◇日程等（秋メニュー）
期日

場所

不妊治療費の一部助成

募集人数

１０月５日（土）

七合公民館

１０名

１０月７日（月）

保健福祉センター

２０名

１０月１２日（土）

保健福祉センター

１０名

１０月１７日（木）

烏山公民館

８名

１０月２６日（土）

境公民館

７名

■■■■■■■■■■

市では、国内医療機関で保険適用外の不妊治療（人工授精・体外受
精・顕微授精）を受けた夫婦に対し、治療費の一部を助成しています。
◇対象 下記のすべてに該当する人
・法律上婚姻をしている夫婦で、医師による不妊治療を受けている
こと
・市内に１年以上前から住民登録していること
・健康保険等の医療保険に加入していること
・国および県の制度、加入健康保険組合等からの給付を受けること
ができる場合には、当該給付の決定を受けていること
・市税・上下水道料等を滞納していないこと
・治療を受けた日の妻の年齢が４３歳未満であること
◇助成内容 治療費の２分の１以内で、１年度あたり上限２０万円、
通算５年まで助成します。
※国・県・医療保険から不妊治療費の助成がある場合は、その額を控
除した額となります。
※原則、補助対象不妊治療費が属する年度内に申請してください。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

※時間はすべて午前１０時～午後１時です。
◇内容 健康講話（保健師・栄養士）
、調理実習
※講話は夏メニューと同じ内容です。
◇対象 市内在住の人
◇費用 １回：５００円（食材料費）
◇申込 ９月１８日
（水）
までに電話等で下記あて申し込む。
（先着順）
※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 那須烏山市食生活改善推進員協議会事務局
（健康福祉課健康増進グループ）☎０２８７－８８－７１１５
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乳幼児健診・相談

こども館の催し物
【ぴよぴよ広場】

お子さんの健康のために、
各種健診・相談には必ずお越しください。

【４か月児健診】

◇日時 毎週水曜日・日曜日 午前１０時３０分～１１時３０分
◇内容 市ホームページまたはこども館「なのはなだより」でご確認
ください。
◇対象 未就園児とその保護者等
◇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。

◇日時 ９月２４日（火）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 令和元年（２０１９）年５月生まれの乳児

【８か月児健診】
◇日時 ９月２５日（水）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成３１（２０１９）年１月生まれの乳児

【親子で楽しくヨガ教室】

【１歳児相談】

◇日時
◇講師
◇対象
◇定員
◇持物
◇申込

◇日時 ９月３０日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成３０（２０１８）年８月生まれの幼児

【１歳６か月児健診】
◇日時 ９月３０日（月）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成３０（２０１８）年２月生まれの幼児

【２歳児相談】

９月１３日（金）午前１０時３０分～１１時３０分
満田美佐子 氏
未就園児とその保護者等
先着１５組
ヨガマットまたはバスタオル
９月１１日（水）までに電話等で下記あて申し込む。

【管理栄養士によるお話】

◇日時 ９月２７日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２９（２０１７）年８月生まれの幼児

◇日時 ９月１７日（火）午前１１時～１１時２０分
◇内容 節句、９月行事食、旬の食べ物
◇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
◇申込 事前申込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。

【２歳６か月児相談】
◇日時 ９月２４日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２９（２０１７）年２月生まれの幼児

【３歳児健診】

【なのはなリサイクル】

◇日時 ９月２７日（金）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成２８（２０１６）年８月生まれの幼児

「子育て応援リサイクル事業」で譲っていただいた子ども用品等を
無料でお譲りします。
（エコバッグ等を持参してください。
）
◇日時 ９月２１日（土）午前１０時～午後１時

【５歳児相談】
◇日時 ９月２５日（水）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２６（２０１４）年９月生まれの幼児
※場所はすべて保健福祉センターです。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

【子育て応援リサイクル事業】
市では、家庭で不要となった子ども用品等を譲り受け、毎月１回「な
のはなリサイクル」で希望する人に配布しています。
家庭で不要となった子ども用品等を無料で譲りたい人は、こども館
で随時受け付けていますので、ご持参ください。
※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

離乳食相談
「離乳食の始め方を確認したい」
「ちょうど良いかたさや量がわか
らない」
「食材の増やし方やレパートリーを知りたい」等、毎日の食事
（離乳食）で気になることはありませんか？
日々の悩みにじっくり向き合います。ぜひ、一緒に解決していきま
しょう！
◇日時 ９月２６日（木）午前９時～正午の予約制
◇場所 保健福祉センター
◇対象 離乳食期の子どもと保護者
◇内容 栄養士・保健師による個別相談
◇申込 ９月１９日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
※電話での相談も受け付けています。気軽にご相談ください。
■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
【にこにこ保育園運動会に参加しよう】
◇日時 １０月５日（土）※雨天時は６日（日）に順延
受付：９時３０分～（プログラム予定時間午前１０時～）
◇場所 南那須運動場（にこにこ保育園南側）
◇内容 運動会プログラム「未就園児かけっこ」
（参加賞あり。
）
※保護者と一緒に走ります。乳児を抱っこしての参加も大歓迎です。
◇対象 未就園児と保護者２０組程度（参加費無料）
◇申込 ９月２０日（金）までに電話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「９月の移動出前サロン」

令和２年度私立認定こども園（幼稚園部分）
園児募集

◇日時 毎週木曜日 午前９時～午後２時
◇場所 三箇公民館（三箇１２５８）
◇内容 手遊び、親子体操、お楽しみタイム等で子育て支援員と一緒
に遊びましょう！（市ホームページでも確認できます。
）
※９月１９日（木）は午前１１時からボランティアグループ「パネル
シアターしゃぼんだま」による上演があります。
◇対象 未就園児と保護者等
◇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。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

９月２日（月）から願書の配布・受け付けを行います。
※保育園部分の募集については別途周知します。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９
烏山聖マリア幼稚園 ☎０２８７－８２－３３５７

認定こども園 烏山みどり幼稚園
みどり未就園児教室

ひまわりきっず「親子で楽しく遊ぼう」

◇日時 ９月１０日（火）午前１０時１５分～１１時４５分
◇場所 認定こども園 烏山みどり幼稚園（金井１－５－１６）
◇内容 リトミック、パネルシアター、おやつ
◇対象 １歳半からの就園前の幼児と保護者
◇費用 無料
◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用）
◇申込 ９月９日（月）までに電話等で下記あて申し込む。
※受付は平日の午前９時から午後５時まで。
■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９

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 ９月１１日（水）午前１０時～ 受付：午前９時４５分～
◇場所 こども館
◇内容 親子で体を動かそう他
◇対象 未就園児とその保護者等 先着１５組
◇費用 １組１００円（保険料等）
◇申込 ９月６日（金）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１
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とちぎ子ども救急電話相談

市指定民俗文化財 宮原八幡宮太々神楽

お子さんが急な病気やけがで心配なとき、医療機関で受診するか迷
った場合に、電話相談できる窓口があります。家庭での対処方法等、
経験豊富な看護師からアドバイスが受けられます。
◇相談時間 ・月～土曜日 午後６時～翌朝８時
・日曜日、祝日 ２４時間（午前８時～翌朝８時）
◇電話番号 ☎＃８０００または☎０２８－６００－００９９
※この電話相談は電話でのアドバイスを行うものです。診断等の医療
行為は受けられません。
※緊急、重症の場合は、迷わず１１９番をご利用ください。
■問合 県医療政策課 ☎０２８－６２３－３１５７

郷土に伝承された民俗芸能を、ぜひ、ご覧ください。
◇日時 ９月２２日（日）午前１０時３０分～正午
◇場所 落石釣堀（宮原２５４）
■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３

■成人式
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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、Ｅ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。

とちぎ保育士・保育所支援センター
【保育士就職準備金貸付事業】
◇対象 平成３１年４月１日以降に就労を開始した保育士のうち、次
の①②両方の条件に該当する人に限り、下記のとおり申請期
限を延長して受け付けます。
①平成３１年４月１日以降、新たに県内の保育所等に就職した人の
うち、保育士等として週２０時間以上勤務している人
②「保育士登録後１年以上経過又は保育士登録が行われてから１年
未満の人のうち、養成施設の卒業若しくは保育士試験合格から１
年以上経過」または「対象施設離職後１年以上経過」の要件に該
当しなかったため、申請できなかった人
◇対象施設等 ・保育所（含保育所型認定こども園）
・幼保連携型認定こども園
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・幼稚園
※ただし、すでに本貸付、保育士修学資金の就職準備金加算貸付およ
び国庫補助による貸付制度等を利用した人は貸付対象となりません。
◇申請期限 令和２年２月２８日（金）
◇貸付額 １人１回：４０万円以内
※県内の保育所等で保育士として週２０時間以上、２年間引き続き勤
務したときは、返還が免除されます。
◇注意事項 次に該当する場合は返還が必要となります。
・貸付契約が解除された場合
・県内の保育所等において保育業務に従事しなくなった場合
・業務外の事由により死亡し、または心身の故障により業務に従事
できなくなった場合
※通常の保育士就職準備金の貸付に関しては、就労日を含む月の翌々
月末までに申請が必要です。
※詳細は、センターホームページでご確認ください。
■問合 とちぎ保育士・保育所支援センター（とちぎ福祉プラザ内）
☎０２８－３０７－４１９４
〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１－１０－６
ＵＲＬ：https://www.tochigi-hoikushi-center.org/

【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

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、平日の午後６時～８時頃に実施予定。
◇活動期間 令和２年成人式終了まで
◇活動場所 市役所南那須庁舎２階会議室
◇募集人数 ５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
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

※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
「手打ち麺とコンニャク作り教室」参加者募集

■文化
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

うどん、そば、コンニャクを自分で作ってみませんか。
◇日時 ①１０月１０日（木）午前９時３０分～正午
②１０月２４日（木）午前９時３０分～正午
③１１月２８日（木）午前９時３０分～正午
◇場所 南那須公民館調理室
◇内容 ①手打ちうどん、②手打ちそば、③コンニャク
◇講師 ①・②鈴木初男 氏、③奥畑庄太郎 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名
◇費用 ①５００円程度（材料費実費）
②６００円程度（材料費実費）
③５００円程度（材料費実費）
◇持物 エプロン、三角巾、持ち帰り用容器
◇申込 ９月７日（土）～２１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

■■■■■■■■■■

文化芸術による子供の育成事業（巡回公演）
文化庁では、一流の文化芸術団体による巡回公演を通して、文化の
担い手となる子どもたちの発想力やコミュニケーション能力の育成と、
芸術鑑賞の向上をつなげることを目的とした「文化芸術による子供の
育成事業」を行っています。一般公開もしますので、参加希望の人は、
お申し込みください。
◇日時 ９月２６日（木）午後１時３０分開演
◇場所 烏山中学校体育館
◇内容 落語、代表生徒の発表（落語）
、色物（紙切りや太神楽曲芸）
◇申込 ９月２０日（金）までに電話で下記あて申し込む。
※受付時間は、平日の午前８時３０分～午後４時３０分です。
■問合 烏山中学校 ☎０２８７－８２－２２２９
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那須烏山市文化祭「芸能大会」参加者募集

■学校教育・スポーツ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

◇日時 １０月１９日（土）午前１０時～
◇場所 烏山公民館２階
◇募集内容
種目

■■■■■■■■■■

烏山高校公開授業（授業参観）

参加基準等

◇日時 ９月２５日（水）午後１時１０分～２時５０分（第５、６時限）
受付：午後０時４０分～
◇場所 県立烏山高等学校（校内の案内表示に従ってください。
）
◇対象 地域住民、教育関係および本校関係者
◇申込 ９月１９日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
※上履き（スリッパ等）をご持参ください。
■問合 県立烏山高等学校 ☎０２８７－８３－２０７５

合唱
・市内に在住または在勤・在学する人
合奏
（ただし、個人出演は市民に限る）
民謡
・個人または団体での出演
舞踊
・個人の出演回数は２回、組踊りの出演回数は３回まで
吟剣詩舞
（最大５回）
郷土芸能
・伴奏者の出演回数は制限なし
歌謡曲
・１曲５分以内（合奏の場合はメドレー３曲まで）
その他
・歌謡曲はフルコーラス以内
※フラダンスやフォークダンス等、広く出演を募集しています。
◇申込 ９月３日（火）～２７日（金）に参加申込書（烏山公民館お
よび生涯学習課（南那須庁舎）備付）に必要事項を記入し、
郵送またはＦＡＸ等で下記あて申し込む。
※参加申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。

第４２回 市民ソフトボール選手権大会
◇日時 １０月２日（水）～２５日（金）午後７時３０分～
毎週水・木・金曜日
◇場所 烏山運動公園
※すでに申し込みをしているチームで、参加できない場合は９月１３
日（金）までに電話等で下記あてご連絡ください。
■問合 市体協ソフトボール部烏山支部事務局（吉原）
☎０２８７－８４－３３６４

【プログラム編成会議】
参加する個人または団体の代表者は、プログラム編成会議に必ず出
席してください。
（代理出席も可能です。
）
◇日時 １０月３日（木）午後２時～
◇場所 烏山公民館１０４会議室
■問合 那須烏山市文化祭運営委員会事務局（烏山公民館内）
☎０２８７－８３－１４１２
ＦＡＸ０２８７－８３－２７６０
〒３２１－０６２１ 中央２－１３－８

■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

図書館の催し物
【南那須図書館 おはなし会】

那須烏山市文化祭「作品展」出品者募集

◇日時
◇場所
◇出演
◇内容

◇展示期間 １０月１９日（土）
、２０日（日）
◇展示場所 烏山体育館
◇募集作品（１人２作品まで）

９月７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 おたのしみ会】

種目
作品規格等
詩・作文
枚数制限なし
文
短歌・俳句・川柳 短冊を使用
芸
歴史・文学
申し込みの際、事務局と調整
①縦１３５ｃｍ×横３５ｃｍ以内で表装または
仮巻仕上げ
書
書
②縦５０ｃｍ×横１４０ｃｍ以内で額装仕上げ
道
③５０ｃｍ×９０ｃｍ以内で縦横自由
刻字
１０号（５３ｃｍ×４５．５ｃｍ）以内
押し花
４０ｃｍ×４０ｃｍ以内
美 切り絵・押し花
１０号（５３ｃｍ×４５．５ｃｍ）以内で額装
術 墨絵・ちぎり絵
またはパネル仕上げ
絵画・その他
①奥９０ｃｍ×横１６０ｃｍ以内で、転倒の恐
工
日光彫・陶芸
れがある作品は、出品者が台座を用意
芸 木工芸・その他 ②展示パネルを使用する場合は、１０号（５３
ｃｍ×４５．５ｃｍ）以内
写
全紙（４５．７ｃｍ×５６ｃｍ）以内で額装ま
カラー・白黒
真
たはパネル仕上げ
華
個人出品は長机に展示できる大きさのもの
生け花
道
１団体３作品まで
※額装やパネル等で出品する場合、ガラスは使用しないでください。
◇申込 ９月３日（火）～２７日（金）に参加申込書（下記備付）に
必要事項を記入し、
郵送またはＦＡＸ等で下記あて申し込む。
※参加申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。
◇搬入日時 １０月１８日（金）午後２時～５時
◇搬出日時 １０月２０日（日）午後３時３０分～６時
※作品の紛失や破損を防ぐため、出品者（団体）自身での搬入搬出を
お願いします。
■問合 那須烏山市文化祭運営委員会事務局（烏山公民館内）
☎０２８７－８３－１４１２
ＦＡＸ０２８７－８３－２７６０
〒３２１－０６２１ 中央２－１３－８

◇日時
◇場所
◇出演
◇内容
■問合

９月１４日（土）午後２時～３時
南那須図書館多目的ホール
みなと座
絵本の読み聞かせ、かんたん工作等
南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

【烏山図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容
■問合

９月７日（土）午後２時～２時３０分
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」
絵本の読み聞かせ等
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

■その他
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

危険物取扱者試験
◇日時 １１月１０日（日）午前９時３０分～
◇試験内容 甲種、乙種（第１類から第６類まで）
、丙種
◇申込 ９月９日（月）～２０日（金）までに消防本部予防課あて申
し込む。
（土・日曜日および祝日を除く。
）
■問合 消防本部予防課 ☎０２８７－８３－８８０２
〒３２１－０６３２ 神長８８０－１
那須烏山消防署 ☎０２８７－８２－２００９

自殺予防いのちの電話
◇日時 毎月１０日の午前８時～１１日の午前８時の２４時間
◇相談番号 ☎０１２０－７８３－５５６（フリーダイヤル）
◇相談内容 自殺予防相談（死にたい、死のうと思っている、生きて
いる意味がない等）
■問合 栃木いのちの電話事務局 ☎０２８－６２２－７９７０
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法の日 司法書士法律相談

全国一斉！「子どもの人権１１０番」電話相談

◇司法書士事務所 １０月１日（火）～７日（月）※土・日曜日は除く。
宇都宮市、鹿沼市、日光市、
さくら市、那須烏山市、 午前１０時～午後３時
予約不要
上三川町、高根沢町
真岡市、益子町、市貝町、 午前１０時～正午
芳賀町、茂木町
午後１時～４時

要予約

栃木市、足利市、佐野市、
午前９時～午後５時
壬生町

要予約

小山市、下野市、野木町

子どもに対するいじめ、いやがらせ、強制・強要、暴行・虐待等様々
な相談について、電話で対応します。
◇日時 ９月４日（水）まで 午前８時３０分～午後７時
（土・日曜日は、午前１０時～午後５時です。
）
◇内容 電話相談
◇電話番号 ☎０１２０－００７－１１０
■問合 宇都宮地方法務局人権擁護課 ☎０２８－６２３－０９２５

全国一斉！法務局休日相談所

午前９時～午後４時

予約不要

大田原市、那須塩原市、
午前９時～午後５時
矢板市、那須町、那珂川町

予約不要

◇日時 １０月６日（日）午前１０時～午後３時
◇場所 宇都宮地方法務局（宇都宮市小幡２－１－１１）
◇内容 登記、戸籍、供託、人権等の相談および「相続」をテーマに
した講演会
◇対象 どなたでも
◇費用 無料
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。
（当日参加も可能ですが、
予約者優先となります。
）
※庁舎工事中のため、施設外の来庁者専用駐車場をご利用ください。
■問合 宇都宮地方法務局総務課 ☎０２８－６２３－６３３３

◇特設会場
宇都宮市

１０月１日（火） 宇都宮市役所市民相談コーナー
１０月２日（水） （宇都宮市旭１－１－５）

小山市

１０月６日（日）

小山市城南市民交流センター
（小山市東城南４－１－１２）

※時間はすべて午前１０時～午後３時です。
◇内容 司法書士の業務に関する相談（不動産登記（相続・贈与・売
買等）
、商業登記（会社設立・役員変更等）
、成年後見（高齢
者の財産管理）
、供託、訴訟、多重債務等）
◇相談員 司法書士
※相談については、お近くの司法書士事務所に直接ご連絡ください。
■問合 栃木県司法書士会 ☎０２８－６１４－１１２２

建設業退職金共済制度
建設業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場
労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立
された退職金制度です。
◇加入できる事業主 建設業を営む人
◇対象となる労働者 建設業の現場で働く人
◇掛金 日額：３１０円
◇特徴 ・国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。
・経営事項審査で加点評価の対象となります。
・掛金の一部を国が助成します。
・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必
要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。
・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算します。
※地震等により災害救助法が適用された皆さんに対し、各種手続の特
例措置を実施しています。
※共済証紙は、労働者の就労日数に応じ適正に貼付してください。
※「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引
退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。
※詳細は、機構ホームページをご覧ください。
■問合 （独）勤労者退職金共済機構 ☎０３－６７３１－２８６７
ＵＲＬ：http://kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

「動物愛護ふれあい作品展」作品募集
「人と動物の心温まるふれあいの光景」をテーマに作品を募集します。
◇展示期間 １０月２４日（木）～１２月１５日（日）
◇展示場所 栃木県動物愛護指導センター愛護館
◇募集内容 ・絵画部門（小学生対象）
・ポスター部門（中・高生対象）
・写真部門（一般県民対象）
◇応募期限 ９月３０日（月）必着
※募集内容等詳細は、下記あて問い合わせるか、センターホームペー
ジ（ＵＲＬ：https://www.tochigi-douai.net/）でご確認ください。
■問合 栃木県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８

ノッてる、とちぎ。
オン ｔｈｅ ＴＯＣＨＩＧＩ コンテスト
県では、
「とちぎ発の食ブーム」
につながる提案型の商品開発とプロ
モーションに取り組んでいます。飲食店や物販店など県内各地の多く
の事業者から、とちぎの食材を使用した商品（料理を含む。
）を募集し
ます！
◇募集商品 ・地域産業資源に指定されている農林水産物（栃木県産）
を使用している商品（料理を含む。
）
・
「わざわざ遠くから食べに来たくなる料理」
または 「お
土産にしたくなる商品」
◇コンテスト（４部門） お菓子・スイーツ部門、お食事部門、お土
産部門、グループ部門
◇応募資格 県内の食品関連事業者（フードバレーとちぎ推進協議会
会員）※未入会の場合は入会手続が必要です。
◇応募方法 １０月１０日（木）までに応募用紙（下記備付）に必要
事項を記入し、郵送またはメールで下記あて提出する。
（郵送１０日必着）
※応募用紙は、県ホームページ（ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.
jp/f01/r1notterutochigiboshuu.html）からもダウンロードできます。
※詳細は、県ホームページをご覧ください。
■問合 県産業政策課 ☎０２８－６２３－３２０３
〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０
Ｅメール：food@pref.tochigi.lg.jp

県立がんセンター職員募集
◇採用予定日 令和２年４月１日
◇採用職種等
採用職種

臨床検査技師

管理栄養士

人数

応募要件

昭和５０年４月２日以降に生まれた人
で、臨床検査技師の免許を有する人ま
３名程度
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

若干名

昭和５０年４月２日以降に生まれた人
で、管理栄養士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

◇試験日 ９月２０日（金）
※臨床検査技師のみ２次試験（面接）を１０月７日（月）
、８日（火）
、
１０日（木）のいずれかの日時を指定して実施します。
◇試験内容 書類選考（臨床検査技師のみ）
、筆記、作文、面接等
◇申込 ９月６日（金）までに指定する書類を下記あて提出する。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 県立がんセンター ☎０２８－６５８－５１５１
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とちぎものづくりフェスティバル２０１９
小・中学生ものづくりコンテスト参加者募集

令和２年度 県立衛生福祉大学校学生募集
◇募集学科等（一般入学試験）

◇日時 １１月２日（土）中学生の部
１１月３日（日・祝）小学生の部
◇場所 栃木県立県央産業技術専門校（宇都宮市平出工業団地４８－４）
◇内容 小・中学生を対象にものづくりコンテストを開催します。
◇対象 ・小学生（４～６年生）の部：木製自動車製作 ２０名
・中学生の部：フラワーアレンジメント １０名
※応募者多数の場合は、抽選になります。
◇申込 １０月９日（水）までに申請書（下記備付）に必要事項を記入
し、郵送またはＥメールで下記あて申し込む。
（郵送９日必着）
※申請書は、県ホームページ（「とちぎものづくりフェスティバル
２０１９ コンテスト」で検索）でもダウンロードできます。
※詳細は、県ホームページまたは下記あてお問い合わせください。
■問合 県労働政策課 ☎０２８－６２３－３２３４
〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０
Ｅメール：rousei@pref.tochigi.lg.jp

ハザードマップの再確認をしましょう
ハザードマップで自宅の近くにある「浸水想定区域・土砂災害特別
警戒区域・土砂災害警戒区域」を再確認しましょう。
大切な家庭を守るため、日頃から気象情報に注意し、避難場所を確
認する等、災害に備えましょう。
※ハザードマップは、市ホームページでも確認することができます。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

募集学科

募集人員

修業年限

保健学科

３０名

１年

看護学科本科

８０名

３年

看護学科専科（昼間課程）

４０名

２年

看護学科専科（夜間課程）

４０名

３年

歯科衛生学科

３０名

３年

歯科技工学科

１５名

２年

臨床検査学科

２０名

３年

※募集人員には推薦入学人員が含まれている学科があります。
※各学科の受験資格等詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 県立衛生福祉大学校学生課 ☎０２８－６４５－９２２７

防衛大学校・防衛医科大学校学生募集
次の通り防衛大学校学生等を募集します。

【防衛大学校学生（推薦）
】
◇受付期間
◇試験期日
◇試験場所
◇応募資格

県内の雨量・河川水位情報が確認できます
河川の急な増水や土砂災害には十分ご注意ください。また、国や県
において県内の雨量・河川水位情報や河川監視カメラの画像等を配信
しており、パソコンや携帯電話で確認することができます。
◇サイト名等

９月５日（木）～９日（月）
９月２８日（土）
、２９日（日）
防衛大学校
１８歳以上２１歳未満の者
（応募年齢は令和２年４月１日現在）

【防衛大学校学生（総合選抜）
】
◇受付期間
◇試験期日
◇試験場所
◇応募資格

ＱＲコード

９月５日（木）～９日（月）
１次：９月２８日（土）
防衛大学校
１８歳以上２１歳未満の者
（応募年齢は令和２年４月１日現在）

サイト名

ＵＲＬ

リアルタイム雨量
・河川水位情報

http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/

【防衛大学校学生（一般）
】

河川情報センター
「川の防災情報」

https://www.river.go.jp/

河川情報センター
「川の水位情報」

https://k.river.go.jp

◇受付期間
◇試験期日
◇試験場所
◇応募資格

９月５日（木）～３０日（月）
１次：１１月９日（土）
、１０日（日）
宇都宮市
１８歳以上２１歳未満の者
（応募年齢は令和２年４月１日現在）

【防衛医科大学校学生（医学科・看護学科）
】

■問合 県河川課県土防災対策班 ☎０２８－６２３－２４４５

◇受付期間 ９月５日（木）～３０日（月）
◇試験期日 ・医学科（１次）
：１０月２６日（土）
、２７日（日）
・看護学科（１次）
：１０月１９日（土）
◇試験場所 宇都宮市
◇応募資格 １８歳以上２１歳未満の者
（応募年齢は令和２年４月１日現在）
■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所
☎０２８７－２２－２９４０

栃木県防災メール
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

保育のお仕事スタート講座
◇日時 １０月１５日（火）午前１０時～午後２時３０分
◇場所 大田原西地区公民館（大田原市浅香３－３５７８－７４７）
◇内容 ・施設見学
・幼児音楽講座（歌あそび）
◇対象 保育職を希望する人または興味・関心のある人
◇定員 ２０名程度（定員になり次第締め切り。
）
◇費用 無料
◇申込 電話で下記あて申し込む。
※子育て中の参加者のため、託児を実施しますので、託児を希望する
場合は、１０月８日（火）までに電話で下記あて申し込む。
■問合 栃木県社会福祉協議会とちぎ保育士・保育所支援センター
☎０２８－３０７－４１９４

とちぎテレビのデータ放送をご覧ください
市内の郵便番号を登録した地上デジタル放送対応テレビで、市から
のお知らせ、
イベント情報、
各種事業等の情報を見ることができます。
◇閲覧方法 チャンネルを「とちぎテレビ」に合わせ、リモコンの
「ｄボタン」を押すと情報画面に切り替わります。
※災害発生時にも順次情報が流れますので、災害情報等についてもデ
ータ放送をご覧ください。
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２
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病院ボランティア活動にご協力ください

弁護士による女性の為の法律相談

「南那須地域医療を守る会」では、那須南病院へのボランティア活
動の一環として、毎年病院周辺の草むしり、清掃活動を実施していま
す。一緒に作業のできる人は、ぜひ、ご協力ください。
◇日時 ９月８日（日）午前７時～（１時間程度） ※小雨決行
◇場所 那須南病院正面玄関前集合
◇持物 作業のできる服装、
草刈り鎌等がある場合はご持参ください。
◇申込 事前申し込みは不要です。直接お越しください。
※当会の活動は、会員の会費で支えられています。随時会員を募集し
ていますので、ぜひ、会員になって活動をご支援ください。
（年会費：
１，０００円）
■問合 南那須地域医療を守る会（城所）
☎０９０－３５４４－０４１４

◇日時
◇場所
◇内容
◇対象
◇費用
◇申込

９月１９日（木）午後２時～４時３０分
社会福祉協議会烏山支所２階相談室（初音９－７）
相続、離婚、ＤＶ、交通事故、不動産等の問題
市内在住の女性限定
無料
９月２日（月）～６日（金）午後５時までに受付票（下記備
付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。
※申し込み多数の場合は抽選となります。
※土・日曜日および祝日は受け付けを行いません。
■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４
社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１

不動産無料相談会

まちづくり自主講座
「日光茅ボッチの会の挑戦」参加者募集

◇日時 ９月１２日（木）午後１時３０分～３時３０分
◇場所 烏山庁舎市民室
◇内容 不動産相談（要予約）
◇相談員 県北支部相談担当委員
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。
■問合 （公社）栃木県宅地建物取引業協会県北支部
☎０２８７－６２－６６７７

【茅ボッチとメープルシロップで地域が元気に】
◇日時 ９月１６日（月・祝）午後１時３０分～４時
◇場所 南那須公民館
◇内容 貴重な半自然草原（カッパ）を守るための草刈り、茅ボッチ
づくり、メープルシロップの商品化等様々な活動が日光市土
呂部の戸数約２７戸の集落を元気にしています。何が起こっ
ているのかお聴きします。
◇講師 日光茅ボッチの会代表 飯村孝文 氏
◇対象 どなたでも（事前申込不要）
◇費用 ５００円（講師謝金、資料作成代等）
■問合 まちづくりなすから塾（赤羽）☎０９０－５５５７－０６８７

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

９月上半期の行事予定

２０１９年 虚心会書展

日 曜日

◇日時 ９月１３日（金）～１６日（月・祝）
午前１０時～午後４時３０分
※１３日は午後１時から、１６日は午後４時までとなります。
◇場所 山あげ烏章館
◇課題 万葉仮名
■問合 虚心会事務局 ☎０２８７－８２－２０５４

日 【休日当番医】山野クリニック

２

小学校・中学校始業式
市民ソフトボール大会（～４日） 緑地運動公園
精神障がい者と家族の会交流会・相談会 大金駅前観光交流施設
月 市県民税第２期、国民健康保険税
第２期、介護保険料第２期、後期
高齢者医療保険料第２期納期限・
口座振替日

３

火

４

水

５

木 窓口業務延長（～19:00）

６

金

７

市水泳大会
土 おはなし会 10:30～11:00
おはなし会 14:00～14:30

南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター
南那須図書館
烏山図書館

８

日 【休日当番医】高野病院（那珂川町）

☎0287-92-2520

９

月 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

■■■■■■■■■■

９月の各種相談事業
【心配ごと相談】
◇日時 毎月第１・第３水曜日 ９月４日、１８日 午前９時～正午
◇場所 ・社会福祉協議会烏山支所（４日）
・保健福祉センター（１８日）
■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４
社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１

【もの忘れ相談】
◇日時
◇場所
◇申込
■問合

９月１３日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間）
烏山庁舎
相談日の５日前までに下記あて申し込む。
（予約制）
健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

行事予定

１

■各種相談
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

心配ごと相談
社会福祉センター
市民ナイターソフトボール大会（毎週水・木・金～１３日） 烏山運動公園

１０ 火 七合地区グラウンド・ゴルフ大会

【交通事故巡回相談】
◇日時 ９月２０日（金）午前１０時～正午、午後１時～３時
◇場所 県南那須庁舎１階南那須県民相談室
◇申込 巡回相談日の３日前までに栃木県交通事故相談所（☎０２８
－６２３－２１８８）あて申し込む。
（予約制）
■問合 県くらし安全安心課 ☎０２８－６２３－２１８５

１１ 水

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】
◇日時 ９月２日（月）午前９時～午後６時
◇場所 大金駅前観光交流施設
■問合 栃木県精神保健福祉会（やしお会：植村）
☎０９０－４２４２－０１４７

☎0287-84-3850

烏山庁舎・保健福祉センター

大桶運動公園

特定健診・がん検診（予約者の日） 保健福祉センター
体協向田支部婦人バレーボール大会 烏山体育館

１２ 木 窓口業務延長（～19:00）

烏山庁舎・保健福祉センター

１３ 金 もの忘れ相談

烏山庁舎

１４ 土 おたのしみ会 14:00～15:00

南那須図書館

１５ 日 【休日当番医】南那須青木医院

☎0287-88-6211

※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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