令和元年１０月１日 Ｎｏ．３３７

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/

■市表彰式

こども課嘱託職員募集（調理員・調理補助）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

◇任用期間 採用日～令和２年３月３１日
◇募集内容

令和元年度那須烏山市表彰式

【調理員】
人数

各分野で、多年にわたり市の発展や地域活性化のために尽力された
個人や団体を顕彰するために、那須烏山市表彰式を開催します。
どなたでも入場できますので、ぜひ、ご来場ください。
◇日時 １０月２０日（日）午前１０時～
◇場所 烏山公民館２階研修室
◇内容 令和元年度那須烏山市表彰式
・特別功労表彰
・市政功労表彰
・まちづくり貢献賞ほか
※当日は隣接する烏山体育館で、
那須烏山市文化祭も開催しています。
■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７

業務内容

市立保育園の給食の調理

勤務時間

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

勤務地
賃金
応募要件
人数
業務内容
勤務時間
勤務地

■■■■■■■■■■

賃金
応募要件

こども課嘱託職員募集（保健師・看護師）
【保健師または看護師】
１名

業務内容

母子保健事業に関すること

勤務時間

月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分

勤務地
賃金
応募要件

時給９００円
調理師免許
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
※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８６０円
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 １０月１１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１０月１１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

◇任用期間 １１月１日～令和２年３月３１日
◇募集内容
人数

にこにこ保育園（岩子１５２-１）

【調理補助】

■雇用・就職等
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１名

こども課（保健福祉センター）
日額９，６００円
保健師または看護師、普通自動車運転免許

◇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 １０月１５日（火）午後５時までに履歴書（写真貼付、
白黒可）および資格証・免許状等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１０月１５日（火）消印有効です。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６
〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１

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」
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

http://www.petreien-nasukarasuyama.com/
広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

まるごとケアの家 あいさん家
―看護小規模多機能型居宅介護施設 内覧会のご案内―
（令和１年１１月１日開設予定）

♡日程：令和１年１０月２５日（金）～２６日（土）
♡時間：１０：００～１７：００
♡場所：那須烏山市神長４２２－１
（烏山教習所北側）
♡問合：訪問看護ステーションあい
📞０２８７－８３－８０３５
-1-

■マイナンバーカード
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■防災関連
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

マイナンバーカード申請支援

新たな防災情報伝達システムが始まります

インターネットを利用したオンライン申請をお手伝いします。
カードの受け取りは約 1 か月後で、市役所に申請者本人が受け取り
に行くことになりますのでご了承ください。
また、すでにマイナンバーカードをお持ちの人であれば、マイキー
ＩＤの設定支援も実施します。
◇日時 １０月１９日（土）午前９時～正午
◇場所 保健福祉センター（健康福祉まつり会場）
◇内容 ・写真撮影
・カード作成の申請支援
・マイキーＩＤ設定支援
◇対象 どなたでも
◇費用 無料
◇持物 個人番号カード交付申請書（通知カードと同封されていたも
のです。紛失している場合は、市民課窓口（烏山庁舎・南那
須庁舎）で再発行できますので、事前に取得してください。
）
■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２

１０月１日から新たな防災・行政情報の配信サービスを開始します。
スマートフォンで下記のＱＲコードを読み取り、登録してください。
なお、フィーチャーフォン（ガラケー）等の場合は、これまでどお
りメール配信も並行して行われますので、引き続きご利用ください。
◇登録用ＱＲコード等
スマートフォン
（新システム）

Google Play 用

ＵＲＬ：bousai.nasukara-city
@raiden3.ktaiwork.jp

※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
※App StoreまたはGoogle Playで
してください。
「info canal」と検索しても登録
できます。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

■■■■■■■■■■

令和２年度有効入札参加資格申請受付
市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタントおよび物品販売・
役務の提供等の受注を希望する業者（個人事業主を含む）は、下記に
より申請をお願いします。
◇受付期間 １０月１日（火）～３１日（木）
受付時間：午前９時～正午、午後１時～５時
（土・日曜日および祝日を除く。
）
◇受付業種 ・建設工事
・測量・建設コンサルタント等
・物品販売・役務の提供等
◇受付方法 持参または郵送
◇申請資格等 詳細は、各業種の提出要領をご確認ください。
◇確認方法等 各業種の提出要領、申請様式等は市ホームページから
取得するか、もしくは総務課窓口（烏山庁舎２階）で
お受け取りください。
◇有効期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日（１年間）
※少額の随意契約を希望する場合も登録が必要です。
※昨年（平成３０年）中に２か年有効分の申請をした場合は、今回の
申請は不要です。
■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７

ミュージックチャイムの時間変更
１０月１日から市防災行政無線「ぼうさいなすからすやま」のミュ
ージックチャイムの放送時間を下記のとおり変更します。
期間

時間

冬期（１０月～３月）

午前７時
正
午
午後５時

曲名
牧場の朝
那須烏山市民の歌
夕焼け小焼け

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

■環境
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

祝日に伴うごみの収集日にご注意ください
１０月１４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１０月１５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

■まちづくり
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

フィーチャーフォン等
（現行システム）

App Store 用

■入札
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

宇都宮トレインフェスタに
アキュムに乗って遊びに行こう！

機械式生ごみ処理機購入費補助
ごみ減量化の一環として、家庭の生ごみを自家処理する機械式生ご
み処理機購入費の一部を補助します。
◇対象機種 分解方式（バイオ式）または乾燥方式の機械式生ごみ処
理機
◇補助金額 購入費の２分の１（２５，０００円限度）
◇補助対象 市に住所があり、かつ、居住している人で、堆肥化され
たごみを自家処理できる人（１世帯１台）
※この補助制度を活用する場合は、購入する前に下記あてお問い合わ
せください。
※申請前に購入したものは、補助の対象になりませんのでご注意くだ
さい。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

◇日時 １０月５日（土）午前１０時～午後３時 ※雨天決行
（最終入場は午後２時３０分）
◇場所 ＪＲ東日本宇都宮運転所構内（ＪＲ宇都宮駅東口より徒歩５
分）
◇内容 車両展示、ミニ新幹線運行、工事用車両実演・乗車体験、車
内放送体験、Ｎゲージ展示、鉄道グッズや弁当の販売
◇特典 当日ＪＲ烏山線（アキュム）でご来場いただいた人は、那須
烏山市ブースでノベルティをプレゼント！
※会場に駐車場がないため、アキュムに乗って遊びに来てください。
■問合 ＪＲ東日本大宮支社 ☎０４８－６４２－７４２０
（市窓口）まちづくり課 ☎０２８７－８３－１１５１
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食品ロス削減月間

■商工
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１０月は、食品ロス削減推進法で定める「食品ロス削減月間」です。
食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食
品のことで、
発生要因ごとに
「直接廃棄
（手付かず食品）
」
、
「過剰除去」
、
「食べ残し」の３つに分類されます。
市民の皆さんに広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めても
らうため、市ホームページに国、県の取り組みのサイトのリンクを作
成しましたのでご利用ください。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

■■■■■■■■■■

那須烏山市プレミアム付商品券の休日販売
１０月１日から市内７か所の郵便局で販売を行っていますが、購入
対象者の利便性の向上を図るため、下記のとおり販売を行います。
◇日時 １０月６日（日）午前９時～午後３時
◇場所 市役所烏山庁舎市民室
◇対象 市から購入引換券が送られた人
◇持物 ・購入対象者本人が購入する場合
購入引換券、購入代金、身分証明書（運転免許証、健康保
険証等）
・購入対象者が別の人に委任する場合
購入引換券、購入代金、委任状、委任された人の身分証明
書（運転免許証、健康保険証等）
※購入引換券の再発行はできませんので、紛失しないようご注意くだ
さい。
※例年、那須烏山商工会で実施していた「わくわく商品券」事業は、
今年度は実施しません。
■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

マイバッグ・マイカゴ・キャンペーン！
～環境にやさしい買い物をしましょう～
１０月は３Ｒ「リデュース（減らす）
、リユース（再び使う）
、リサ
イクル（再資源化）
」推進月間です。買い物のときは買い物袋（マイバ
ッグ）を持参して、レジ袋の利用を少なくし、過剰な包装は辞退する
等、ごみを減らしましょう。このキャンペーンをきっかけに、環境に
やさしいライフスタイルについて考えてみませんか。
◇マイバッグ・マイカゴ・キャンペーン期間 通年
◇強化月間 １０月３１日（木）まで
◇マイバッグ使用のマナー
・買い物中は折りたたんでおきましょう。
・買う物は、お店に備え付けの買い物かごに入れましょう。
・レジを通ってからマイバッグを使いましょう。
・お店の買い物かごは決められた場所に戻しましょう。
■問合 県地球温暖化対策課 ☎０２８－６２３－３２６２

確認しましょう「栃木県の最低賃金」
１０月１日から栃木県最低賃金が「時間額８５３円」に改正されま
す。現行の最低賃金に比し、２７円の引き上げとなります。
栃木県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者とその使用
者に適用されます。一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイ
ト等にも適用されます。なお、特定の産業には特定最低賃金が定めら
れています。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 栃木労働局労働基準部賃金室 ☎０２８－６３４－９１０９

野良猫一斉不妊手術を実施します
ＮＰＯ法人犬猫みなしご救援隊により野良猫を対象とした不妊手術
を実施します。
※猫は１頭につき、１つのキャリー（かご・バック・捕獲器）に入れ
てください。キャリーがない場合は貸与しますので、下記（手術・
キャリーの貸し出しの申込先）あてお問い合わせください。
◇日時 １１月３日（日・祝）午前９時～午後３時（予定）
◇場所 旧向田小学校（向田２１８７）
◇内容 不妊手術、ワクチン接種、ノミ・マダニ駆除、耳先カット（不
妊手術をした印としての処置）
不妊手術を行うことによって以下の効果が期待できます。
・望まない繁殖の防止、野良猫増加の防止
・生殖器系・ホルモン系の病気の予防
・糞尿の臭いが和らぎます。
・性質がおとなしくなり、行動範囲が縮小し、発情期の鳴き
声や、マーキングも抑えられます。
◇費用 有料
※費用は必ず事前に下記（手術・キャリー貸し出しの申込先）あてお
問い合わせください。
◇実施頭数 ５０頭
※完全予約制とし、申し込みが上限頭数に達した時点で、締め切らせ
ていただきますので、ご了承ください。
◇申込 １１月２日（土）までに、次の①～③の手順でお申し込みく
ださい。
①電話で下記（手術・キャリー貸し出しの申込先）あて予約
の申し込みをする。
②予約後、下記（申込書の配付窓口）で申込書を受け取る。
③申込書に必要事項を記入し、手術当日に持参する。
※事前に申込書を受け取りに行けない場合は、手術当日に会場で申込
書を記入していただきますが、当日、受け付けの混雑を避けるため
にも、事前の受け取りにご協力をお願いします。
■問合 （手術・キャリー貸し出しの申込先）
那須烏山市ＴＮＲ実行委員会（堀江）
☎０９０－２１６８－６６０３
（申込書の配付窓口）まちづくり課環境グループ
☎０２８７－８３－１１２０

■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

とりたて野菜直売所
リニューアル 1 周年イベント
◇日時
◇場所
◇内容
■問合

１０月１２日（土）午前８時３０分～午後１時３０分
とりたて野菜直売所（初音７－５）
農産物の販売、米のつかみ取り、抽選会等
とりたて野菜直売所 ☎０２８７－８４－０７３１

フレッシュファーマーズマルシェ２０１９
「令和もがんばっぺ！栃木の若手農家大集合！」をテーマに、
「フレ
ッシュファーマーズマルシェ２０１９」を開催します。
次代を担う農業青年が直接出店者として、地産地消やとちぎの農産
物のすばらしさ、農業青年（４Ｈクラブ）の活動を広くＰＲします。
◇日時 １０月１９日（土）午前１０時～午後３時頃
◇場所 みぶハイウェーパーク（壬生町大字国谷１８７０－２）
※当日は県内各地の農産物を多数用意します。
■問合 県経営技術課技術指導班 ☎０２８－６２３－２３２２

■診療所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

診療所の１０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。
◇七合診療所休診日 １０月１２日（土）
◇熊田診療所休診日 １０月１２日（土）
■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１
熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６
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■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

とちぎ難病相談支援センター医療相談
■■■■■■■■■■

【皮膚・結合組織疾患】
◇日時 １０月３１日（木）午後１時～４時
◇場所 県立リハビリテーションセンター１階障害者総合相談所相談
室（宇都宮市駒生町３３３７－１）
◇医師 自治医科大学附属病院医師 佐藤篤子 氏
◇主な疾患 全身性強皮症、混合性結合組織病、天疱瘡、神経線維腫
症、膿疱性乾癬（汎発型）
、表皮水疱症
◇申込 １０月２８日（月）正午までに電話で下記あて申し込む。
※受付時間は月～金曜日：午前１０時～正午、午後１時～４時
■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３

骨密度検診
◇日時 １０月１９日（土）受付：午前９時～１１時３０分
◇場所 保健福祉センター（健康福祉まつり会場）
◇対象 市に住所を有している２０歳～８４歳の人 先着１００名
（今年度に骨密度検診を受けていない人）
◇費用 ５００円（事前申し込みは不要です。
）
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

高齢者インフルエンザ予防接種

■子育て支援

◇対象 市に住所を有する６５歳以上の人および６０歳以上６５歳未
満の人で心臓・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） ※年齢基準日は接種日当日
◇実施期間 １０月１日（火）～令和２年２月２９日（土）
※有効性を高めるため、１２月末頃までに接種することをお勧めします。
◇実施機関 市内および那珂川町の医療機関または栃木県定期予防接
種の相互乗り入れ事業協力医療機関
◇費用 ３，５００円を上限に助成（助成回数は１回のみ）
※３，５００円を超える分は自己負担となります。
※市外の栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外
で接種した場合、窓口負担を助成します。
（３，５００円上限）
◇接種方法 対象者への個別通知はありません。予診票は医療機関に
請求するか、健康福祉課（保健福祉センター）または市
民課（烏山庁舎）で取得のうえ、必要事項を記入し、医
療機関に提出してください。
※栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外で接種し
た場合は、接種日からおおむね１か月以内に「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まで持参し、請求
してください。
（期間を過ぎた場合、
助成対象にならないことがあり
ます。
）
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

「こども医療費受給資格証」は
１０月からこども課で交付します
窓口業務の見直しにより、１０月１日から市民課（烏山庁舎）で受
け付けしたこども医療費助成制度の「こども医療費受給資格証」は、
こども課で発行し、後日、ご自宅へ郵送します。
なお、こども課（保健福祉センター）では従来どおり、原則として、
即日交付しますので、
お急ぎの場合は、
こども課でお手続きください。
■問合 こども課こそだて支援グループ
☎０２８７－８８－７１１６

こどもインフルエンザ予防接種
◇対象 市に住所を有する１歳～中学３年生
※年齢基準日は接種日当日
◇接種期間 １０月１日（火）～令和２年２月２９日（土）
※有効性を高めるため、１２月末頃までに接種することをお勧めします。
◇助成申請期間 １０月１日（火）～令和２年３月２７日（金）
※申請書は、原則、助成申請時に記入していただきますが、事前に記
入したい場合は、下記または市民課（烏山庁舎）で受け取るか、市
ホームページからダウンロードしてください。
※同一家族に接種を受けた子どもが複数いる場合は、まとめて申請し
てください。
◇助成申請場所 こども課（保健福祉センター）
◇持物
・領収書（原本）
・接種した子どもの保護者の金融機関の口座情報（通帳のコピー可）
・接種した子どもの健康保険証または母子健康手帳
・印かん
◇助成金額 １回１，０００円
※１３歳未満が２回接種する場合は、２回分助成します。
◇注意事項
・望ましい接種回数は、１３歳未満は２回、１３歳以上は１回です。
・事前に医療機関で予約し、相談のうえ、接種してください。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

緊急通報装置設置事業（高齢者）
自宅で急に体調が悪くなったり、
緊急の事態が発生したりした時に、
通報装置のボタンを押すことで、緊急事態への対応はもちろん、健康
や介護に関する相談、必要に応じて協力員や駆けつけ員の駆けつけ依
頼等を２４時間３６５日行うことができるサービスです。
◇対象 下記のすべての条件を満たす人
・市県民税非課税の人
・独居または高齢者のみの世帯で、緊急性の高い心臓病や喘
息等の慢性疾患を持っている人
・一日をとおして他の家族や親族と接する機会の少ない人
◇費用 無料
◇申込 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて提出する。
（提出の際は、必ず印かんをご持参ください。
）
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

離乳食相談

「赤い羽根共同募金運動」にご協力ください

「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 １０月２４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その保護者
◇内容 栄養士・保健師による個別相談
◇申込 １０月１７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

皆様からの寄付金は、都道府県ごとに地域福祉活動、社会福祉団体
の事業、民間社会福祉施設の増改築や修繕などに配分されます。赤い
羽根共同募金運動の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
◇期間 １０月１日（火）～令和２年３月３１日（火）
◇内容 一戸あたり１，０００円を目安としています。
（無理のない範囲でお願いします。
）
◇寄付方法 南那須地区は自治会単位、烏山地区は自治会または班単
位でとりまとめ、金融機関で振り込むか下記へご持参く
ださい。法人・職域・学校募金は別途依頼します。
■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
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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 １０月９日（水）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。
※９日（水）以外の内容は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 １０月２９日（火）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 令和元（２０１９）年６月生まれの乳児

【８か月児健診】
◇日時 １０月３０日（水）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成３１（２０１９）年２月生まれの乳児

【１歳児相談】
◇日時 １０月２８日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成３０（２０１８）年９月生まれの幼児

【親子体操でスキンシップ】
◇日時
◇講師
◇対象
◇定員
◇申込

【１歳６か月児健診】
◇日時 １０月２８日（月）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成３０（２０１８）年３月生まれの幼児

【２歳児相談】
◇日時 １０月２５日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２９（２０１７）年９月生まれの幼児

１０月１１日（金）午前１０時３０分～１１時３０分
日本３Ｂ体操協会公認指導者 佐藤明美 氏
１歳６か月以上の幼児と保護者等
先着１５組
１０月９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 １０月１５日（火）午前１１時～１１時２０分
◇内容 １０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
いる人や希望している人
◇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。

【２歳６か月児相談】
◇日時 １０月２９日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２９（２０１７）年３月生まれの幼児

【３歳児健診】
◇日時 １０月２５日（金）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成２８（２０１６）年９月生まれの幼児

【音を鳴らしてあそぼう】
◇日時
◇講師
◇対象
◇定員
◇申込

【５歳児相談】
◇日時 １０月３０日（水）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２６（２０１４）年１０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

１０月１８日（金）午前１０時３０分～１１時３０分
黒須千鶴 氏
未就園児と保護者等
先着２０組
１０月１６日（水）までに電話等で下記あて申し込む。

【なのはなリサイクル】
「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 １０月１９日（土）午前１０時～午後１時

お芋堀りに行こう！
◇日時 １０月２１日（月）午前９時５０分現地集合 ※雨天中止
◇場所 森田圃場（場所の詳細は、下記あてお問い合わせください。
）
※集合後に森田圃場近くの芋畑へ歩いて移動します。
◇内容 さつまいもの苗を育てていただいた那須烏山市青少年クラブ
協議会の皆さんと一緒にお芋堀りを楽しみます。
◇対象 １歳以上の未就園児と保護者１０組程度
◇費用 無料
◇持物 汚れてもよい服装、長靴、おしぼり、軍手、飲物
◇申込 １０月１５日（火）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

認定こども園 烏山みどり幼稚園
みどり未就園児教室

子育て支援「１０月の移動出前サロン」

◇日時 １０月３０日（水）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 ミニミニ運動会
◇対象 未就園児（１歳６か月～）と保護者
◇費用 無料
◇持物 動きやすい服装、ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用）
◇申込 １０月２３日（水）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～午後５時です。
■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９

◇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。
）
※１０月１０日（木）の「お楽しみタイム」は午前１１時から管理栄養士
による野菜の名前当てゲーム、野菜スタンプあそびを行います。
◇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

烏山保育園 新園舎内覧会

ひまわりきっず「お花を植えよう」

烏山保育園の新園舎・園庭が完成しましたので、内覧会を開催しま
す。どなたでも自由にご参加ください。
◇日時 １０月２６日（土）午前１０時～正午
（最終受付：午前１１時３０分）
◇場所 烏山保育園（中央２－３－２５）
◇内容 園舎内の自由観覧
◇費用 無料
※車でお越しの際は、烏山保育園駐車場または慈願寺北駐車場をご利
用ください。
※当日、受け付けの際に記名していただきます。
■問合 社会福祉法人烏山保育園 ☎０２８７－８２－３３７２

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 １０月２４日（木）午前１０時～１１時３０分
受付：午前９時４５分
◇場所 こども館
◇内容 みんなで一緒にお花を植えよう
◇対象 未就園児と保護者等
◇定員 先着１５組
◇費用 １組１００円（保険料等）
◇申込 １０月８日（火）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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■スポーツ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第１４回 那須烏山市秋季市民ソフトテニス大会
参加者募集

■■■■■■■■■■

◇日時 １０月２７日（日） ※雨天中止
受付：午前８時、開会式：午前８時４５分
◇場所 緑地運動公園
◇競技種目 ・一般の部（男子・女子）
・シニアの部（男性６０才以上、女性５０才以上）
・グランドシニアの部（男性７０才以上、女性６０才以上）
◇参加資格 市内・那珂川町在住の人、または、市内に勤務する人お
よび市内ソフトテニス部に所属する人
◇費用 １チーム１，０００円
◇申込 当日、会場で受け付けします。
（２人で１ペア）
■問合 市体育協会ソフトテニス部
部長（木下）☎０９０－７４１５－７３５７
事務局（矢口）☎０９０－５４２９－７７９１

第１５回 那須烏山マラソン大会参加者募集
那須烏山マラソン大会の締め切りが迫っています。郵便振替とイン
ターネット申し込みで締切日が異なりますのでご注意ください。
多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
◇日時 １２月１日（日） ※雨天決行
競技開始：午前９時１０分～（開会式は行いません。
）
◇場所 保健福祉センター駐車場
◇受付 前日および当日の受け付けは行いません。ナンバーカード、
計測用チップ等は事前に送付します。
◇種目
種目

スタート時間 クラス
１

小学４・５・６年男子

２

小学４・５・６年女子

１０：０５

３

親子（幼児～２年生）

１０：０３

４

親子（３・４年生）

５

中学生女子

６

一般女子（高校生以上）

７

男子全般
（小学生以下を除く。
）

８

中学生男子

９

一般男子３９歳以下
（高校生以上）

１０

一般男子４０歳以上

１１

一般女子３９歳以下
（高校生以上）

１２

一般女子４０歳以上

１３

一般女子高校生以上

１４

一般男子高校生～３９歳

１５

一般男子４０歳～４９歳

１６

一般男子５０歳～５９歳

１７

一般男子６０歳以上

１０：００
２ｋｍ

３ｋｍ

５ｋｍ

９：３０

９：２０

ハーフ
（２１.０９７５㎞）
９：１０
・制限時間
２時間３０分

区分

第７回 市民ソフトボールフェスティバル
参加チーム募集
スローピッチ投法により、どなたでも気軽に楽しめる企画です。
ソフトボールをやったことのない人も、ぜひ、ご参加ください。
◇日時 １１月１６日（土）午前９時～ ※雨天時は２３日（土・祝）
◇場所 緑地運動公園
◇参加資格 市内に在住する中学生以上または、勤務する満１８歳以
上（男女不問）で編成したチーム
※学生または実業団の野球チームおよびソフトボールチームに所属す
る人を除く。また、全日本・県ソフトボール協会に登録されたクラ
ブチームを主体とするチームの参加も不可とする。
◇費用 １チーム３，０００円
◇申込 １０月２１日（月）までに電話で下記あて申し込む。
■問合 南那須ソフトボール協会事務局（君島）
☎０９０－２４１７－２６３２

■人権・文化
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

なすから人権フォーラムに参加しませんか

ウォーキング
９：２５
１８ 男女年齢制限なし
（４.５㎞）
◇定員 先着２，０００名（定員になり次第締め切り。
）
◇費用 一般２，５００円、親子２，０００円、小・中・高校生
１，０００円、ウォーキング１，０００円
◇表彰 各クラス１位～６位まで表彰（ウォーキングを除く。
）
◇お楽しみ賞 各クラス抽選で賞品をプレゼントします。
◇参加賞 当日、参加者全員に記念品をプレゼントします。
※ナンバーカードを提示してください。
※レース後は、参加者全員にとん汁を無料で配付します。
◇申込方法
・インターネットによる申し込み
１０月１４日（月・祝）までに申し込み専用サイト
（ＵＲＬ：http://runnet.jp/または右記ＱＲコード）
にアクセスし、必要事項を入力して申し込む。
・郵便振替用紙による申し込み
１０月４日（金）までに郵便振替用紙（下記または烏山庁舎正面
玄関フロア、烏山公民館正面玄関フロア備付）に必要事項を記入
し、参加費を添えてゆうちょ銀行、郵便局窓口、ＡＴＭで申し込
む。
（払込手数料：窓口２００円、ＡＴＭ１５０円は自己負担）
◇注意事項
・１１月中旬にナンバーカード、計測用チップ等を発送しますので、
当日、忘れずにお持ちください。
・原則、市役所各庁舎では申し込みできません。
・申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。また、大会当
日の申し込みはできません。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

市教育委員会では、人権に関する様々な課題について、正しい理解
と認識を深めることを目的として人権フォーラムを開催します。
今年度は、
全盲のパラアスリートを講師に迎え講演会を開催します。
「パラリンピック」をもっと知って、来年の東京パラリンピックを
応援しませんか。
◇日時 １１月２１日（木）午後１時３０分～３時３０分
（受付：午後１時～）
◇場所 南那須公民館２階研修室
◇内容 講演：
「エンジョイライフ！楽しく生きやな、そん」
講師：パラアスリート、シドニーパラリンピック柔道銅メダル
松本義和 氏
パラリンピックスポーツ疑似体験
◇対象 市内在住の人
◇費用 無料
◇申込 １１月５日（火）までに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

映画「二宮金次郎」上映会
◇日時 １０月２０日（日）
・第１回上映：午後１時３０分～３時３０分頃
・第２回上映：午後４時３０分～６時３０分頃
◇場所 烏山公民館２階研修室
◇定員 各回２４０名（事前申し込み不要）
◇費用 無料
※当日の正午～午後４時に会場で整理券を配布します。
■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３
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市指定無形民俗文化財
熊田太々神楽・興野ささら獅子舞

公民館講座
「地酒講座」参加者募集

郷土に伝承されている民俗芸能を、ぜひ、ご覧ください。

◇日時 １１月２１日（木）午前１０時～正午
◇場所 酒蔵「島崎酒造」
※駐車場は、島崎酒造または山あげ会館駐車場をご利用ください。
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１５名
◇内容 地酒醸造の工夫や努力と、日本酒の楽しみ方を知る。
◇講師 ㈱島崎酒造 島崎健一 氏
◇費用 試飲・試食代１，５００円（試食代のみ５００円）
◇持物 筆記用具
◇申込 １０月５日（土）～１９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。
※試飲する人は、飲酒運転防止のため、帰宅方法を確認します。
※当日の朝は、納豆やヨーグルトの飲食と化粧は控えてください。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２

【熊田太々神楽】
◇日時 １０月１４日（月・祝）午後２時～
◇場所 熊田西自治会公民館（熊田５９３）

【興野ささら獅子舞】
◇日程 １０月２０日（日）
◇場所・時間
・興野集会所（興野９６５） 午前９時～、午後２時～、午後３時～
・日枝神社境内 午前１１時～、午後０時３０分～
■問合 生涯学習課文化財グループ ☎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
「味噌づくり教室」参加者募集

公民館講座
「二宮尊徳を学ぼう」講座参加者募集

◇日時
◇場所
◇対象
◇内容

１２月６日（金）午前９時３０分～午後０時３０分
南那須公民館調理室
市内在住または在勤の人 先着２５名
みその材料を混ぜ、樽に入れて持ち帰ります。
（１樽約８kg、一人２樽まで）
◇講師 秋葉糀味噌醸造㈱ 秋葉節夫 氏
◇持物 エプロン、三角巾、タオル、新聞紙（１日分程度）
◇費用 １樽４，５００円（材料費・樽代３００円を含む。国産大豆・
天日塩使用 ※樽を持参した人には、樽代は返金します。
）
◇申込 １０月５日（土）～１９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。
※仕込み済み味噌の注文は受け付けません。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２

歴史を学び見分を広げる歴史講座です。
◇日時 ①１０月２７日（日）午前１０時～１１時３０分
②１１月２日（土）午後１時３０分～３時
③１１月３０日（土）午前８時３０分～午後４時
④１２月１４日（土）午後１時３０分～３時
◇場所 ①②④烏山公民館１０４会議室
③真岡市で二宮尊徳に関わる現地研修（烏山公民館集合）
◇内容 二宮尊徳の報徳仕法と烏山藩との関わり。
◇講師 那須烏山市報徳会会長 大金正 氏
真岡市報徳会顧問 渋井休耕 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 先着２５名
◇費用 現地研修時負担あり（昼食代）
◇持物 ③現地研修時 飲物、タオル、動きやすい服装
◇申込 １０月５日（土）～１９日（土）の午前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

那須烏山市文化祭「囲碁のつどい」参加者募集
◇日時 １１月３日（日・祝）午前８時４０分受付、午前９時開始
◇場所 烏山公民館１０４会議室
◇費用 １人５００円（昼食代含む。
）
◇申込 １０月２５日（金）までに電話で下記あて申し込む。
※棋力により４階級で行いますので、受け付けの際に出場する階級を
ご確認ください。なお、当日に飛入り参加する場合は、直接会場で
お問い合わせください。
■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

公民館講座
「アロマ講座」参加者募集
アロマを使った入浴法や、保湿系クリームの制作、花粉症や風邪の
予防について学びます。
◇日時 ①１１月１６日、②１２月１４日、③令和２年１月１８日
※すべて土曜日の開催で、時間は午前１０時～１１時３０分です。
◇場所 烏山公民館１０４会議室
◇内容 ①アロマを使った入浴法、②ゆずを使った保湿系クリーム等
の制作、③花粉症や呼吸系の病気（風邪）の予防とケア
◇講師 セラピスト 大野薫 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１２名
◇費用 各回５００円程度（材料費実費）
◇持物 タオル
◇申込 １０月５日（土）～１９日（土）の午前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

■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

南那須図書館閉館時間変更
市民秋まつり花火大会開催のため、南那須図書館の閉館時間が変更
になります。
◇日時 １０月１９日（土）午前９時３０分～午後５時
※雨天の場合は２０日（日）も同様の閉館時間になります。
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

南那須図書館ミニ図書館まつり

広告掲載募集中！

◇日時 １０月１９日（土）午前９時３０分～午後３時
◇場所 南那須図書館
◇内容 本のリサイクル、おはなし会＆かんたん工作、ふれあい動物
コーナー、劇団グーチョキパーの人形劇「三匹のこぶた」
「ね
ずみのすもう」
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

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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烏山図書館まつり

１０月は土地月間です

◇日時 １０月１９日（土）午前９時３０分～午後３時３０分
◇場所 烏山図書館
◇内容 本のリサイクルや抽選会、子ども向けのスーパーボールすく
い・千本つり大会、ブックコート掛け体験、ハロウィン仕様
のおたのしみ会やクレープ屋さんの出店もあります。
■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

国土交通省では、毎年１０月を「土地月間」
、１０月１日を「土地の
日」として定め、土地に関する基本理念の普及・啓発活動を地方公共
団体、関係機関と共に展開しています。
適正な土地取引、土地利用を図り、豊かで安心できる住みよい社会
づくりを推進しましょう。
また、大規模な土地取引については、国土利用計画法に基づき、そ
の利用目的などについて以下のとおり届出が必要です。
◇届出の必要な面積 ・都市計画区域内 ５，０００㎡以上
・都市計画区域外 １０，０００㎡以上
※個々の面積は小さいが、取得する土地の合計が上記の面積以上とな
る場合（一団の土地）には個々の契約ごとに届け出が必要です。
◇届出の必要な取引 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡
担保、権利金の一時金を伴う地上権、賃借権の
設定、譲渡等
◇届出者 権利取得者（土地売買の場合は買主）
◇届出期限 契約日から２週間以内（契約日を含む。
）
◇届出書類 土地売買等届出書１部
※土地売買等届出書は、市ホームページからもダウンロードできます。
■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２

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

１０月５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】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容
■問合

１０月１２日（土）午後２時～３時
南那須図書館多目的ホール
おはなし冒険団
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

不動産無料相談会

１０月５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

１０月の「土地月間」の関係行事として、県民を対象とした不動産
に関する無料相談会を実施します。
◇日程等
場所

スワッグ講座
◇日時
◇場所
◇内容
◇講師
◇対象
◇費用
◇申込

１１月２日（土）午前１０時～正午
烏山図書館団体活動室
素敵な季節の壁飾りを作る
髙野生花店 髙野莉愛 氏
大人 先着１０名
２，５００円
事前に申込用紙（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて
申し込む。
※受け付けは、１０月１日（火）からになります。
※「スワッグ」とは、ドイツ語で「壁飾り」のことをいいます。
■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

宇都宮市役所１４Ｂ会議室

１０月１日（火）

栃木市役所本庁３階正庁ＡＢ

１０月３日（木）

鹿沼市役所１階ロビー

１０月１日（火）

真岡市青年婦人会館２階会議室

１０月４日（金）

大田原市総合文化会館１階会議室

１０月１日（火）

※時間はすべて午前１０時～午後３時です。
◇内容 不動産（土地・建物）の価格、地代、家賃、借地権の価格等
◇相談員 下記協会所属の不動産鑑定士
■問合 （公社）栃木県不動産鑑定士協会
☎０２８－６３９－９４１１

労働相談会

落語会観覧募集

◇日時 １０月２２日（火）午前１１時～午後５時
１０月２３日（水）午後１時～７時
◇場所 オリオンＡＣぷらざ
（宇都宮市江野町３－１０竹川ビル１Ｆ）
◇内容 労使関係のトラブル
◇対応者 県労働委員会委員（弁護士等）
◇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。
）
■問合 県労働委員会事務局 ☎０２８－６２３－３３３７

◇日時 １１月２日（土）午後２時～３時３０分
◇場所 南那須図書館多目的ホール
◇内容 冗談法人 真岡落語研究会の会員による落語会
◇対象 どなたでも 先着３０名
◇費用 無料
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。
※受け付けは、１０月１日（火）からになります。
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

■その他
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

開催日

県立聾学校 学校公開

■■■■■■■■■■

◇日時 １１月８日（金）午前１０時～午後０時３０分
受付：午前９時４０分～１０時
◇場所 県立聾学校（宇都宮市若草２－３－４８）
◇内容 ・学校概要の説明
・授業参観および施設設備等自由見学
◇対象 どなたでも
◇申込 １０月２３日（水）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 県立聾学校 ☎０２８－６２２－３９１０
ＦＡＸ０２８－６２４－６８８７
Ｅメール：rogakko@tochigi-edu.ed.jp

里親になりませんか？
様々な事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。
彼らを自分の家に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解でその成長を
サポートする人が「里親」です。
子どもたちの健全な成長のため、そして明るい未来のために、あな
たにもできることがあるかもしれません。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 県北児童相談所 ☎０２８７－３６－１０５８
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喜連川社会復帰促進センター施設参観

みんなで歌おう！
「那須烏山歌声広場」に来てみませんか？

◇日時 １１月２１日（木）午後１時３０分～３時（予定）
◇場所 喜連川社会復帰促進センター（さくら市喜連川５５４７）
◇募集人数 ７０名（応募者多数の場合は抽選）
◇申込 １１月８日（金）までに、はがきに次の事項を明記のうえ、
下記あて申し込む。
（８日必着）
・代表者の郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
・参観を希望する人全員の氏名、年齢
※参観者が決まりましたら、代表者あて案内状を送付します。
■問合 喜連川社会復帰促進センター庶務課
☎０２８－６８６－３１１１
〒３２９－１４９３ さくら市喜連川５５４７

◇日時 第９回：１０月５日（土）午後２時～４時
第１０回：１１月２日（土）午後２時～４時
◇場所 フナヤ道場（熊田４９７）
◇内容 ギター、ピアノの伴奏で懐かしの昭和の名曲、フォークソン
グ等をみんなで一緒に歌いましょう！
◇対象 どなたでも
◇費用 １，０００円（飲物付）
■問合 音の旅人 くみ∞せい ☎０９０－９００３－１３３８

壽亀山神社例大祭

保育のお仕事エリア別就職フェア（県北）

◇日時 １０月６日（日）午前１０時～
◇場所 壽亀山神社（中央３－７ 烏山城三の丸の一部）
※神事の後には、婦人部、育成部を中心に、輪投げや焼きそば等のお
子さんに楽しんでもらえる催しも企画しています。
■問合 壽亀山神社講（綱川）☎０９０－２４９２－６００４

◇日時 １１月１６日（土）午後１時～３時３０分
◇場所 矢板市文化会館（矢板市矢板１０３－１）
◇内容 ・合同相談会（求人事業所の採用担当者との個別面談）
・保育士、保育所支援センター相談コーナー
※フェア開催時間に合わせて託児を実施します。
（５名程度）
◇対象 保育職を希望する人または興味・関心のある人
◇費用 無料
◇申込 事前申し込みは必要ありません。
※託児希望の場合は、
開催日の７日前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
ＦＡＸ０２８－６２３－４９６３

社会貢献活動講演会
◇日時 １０月１７日（木）午後５時３０分～７時
◇場所 烏山公民館
◇内容 演題：
「出会いを生かせば道は開ける」
講師：㈲クロフネカンパニー代表取締役社長 中村文昭 氏
◇費用 無料
◇主催 （公社）氏家法人会 烏山支部、那珂川支部、高根沢支部
◇協賛 ガールスカウト栃木県第１４団
◇後援 那須烏山商工会、那須烏山経友会、那珂川経友会、高根沢経
友会
※事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
■問合（公社）氏家法人会那須烏山支部 ☎０２８７－８２－２３２３

１０月は全国不正軽油撲滅強化月間です
不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、軽油の代替燃料として
灯油や重油を混和する等して使用するものです。
知事の承認を受けずに自動車の燃料として灯油や重油などを使用す
ると、罰則の適用を受けることがあります。
※不正軽油に関わった人はすべて罰則の対象になります。
※不正軽油に関する情報は、下記あてご連絡ください。
■問合 栃木県税事務所軽油引取税調査担当（不正軽油１１０番）
☎０２８２－２３－３８６２

手話サークル紙ふうせん ワークショップ
「手話で詩を詠む」参加者募集
宮沢賢治が頑張って病床でつづった
「雨ニモマケズ」
。
自然の美しさ、
さびしさのこもった有名な詩（メモ）です。作家の心の声を手話、身
体を使い、自分以外の誰かの気持ちになって表現してみると、今まで
とは違った世界に会えるかも。
「ひょっこりひょうたん島」
派生の人形
劇団で、人形の実演もあります。
◇日時 1０月２３日（水）午後６時３０分～７時３０分
◇場所 社会福祉協議会烏山支所２階会議室
◇内容 手話で詩を詠む
～自分以外の何かの気持ちになって表現を遊ぼう～
◇講師 デフ・パペットシアター・ひとみ（人形劇団）
◇費用 １，０００円（協力金）
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。
◇後援 那須烏山市社会福祉協議会、ガールスカウト栃木県第１４団
■問合 手話サークル紙ふうせん（黒川）
☎０９０－５２０７－３８２６

国見星望会 秋の天体観望会
月、土星と秋の星雲星団を天体望遠鏡で見てみよう！
◇日時 １０月５日（土）午後６時～８時
◇場所 ＪＲ烏山駅前広場
◇費用 無料
※悪天候時は、６日（日）に開催します。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 国見星望会（阿久津） ☎０８０－５８６４－０４１４

山あげ会館前 朝市
「地元のおいしいを食べよう！」をテーマに、那須烏山市産農産物
やそれらを使用した飲食物等を販売する朝市を開催します。
◇日時 １０月６日（日）午前７時３０分～１０時 ※荒天中止
◇場所 山あげ会館前（金井２－５－２６)
◇内容 地元野菜、唐揚げ、豚汁、手作りパン、野菜カレー、バケッ
トサンド、島田うどん、コーヒー等
※内容は、変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
◇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
◇協賛 那須烏山市
◇協力 金井町連合自治会
■問合 ＮＰＯ法人クロスアクション
フェイスブック（ＵＲＬ：https://www.facebook.com/cross.ac
tion.nasukarasuyama/）
（一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７

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 １０月２７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８回講座「ジャズを楽しむー世界の音楽―」
◇講師 ㈱ジョイトーク名誉会長、ジャズスタジオ「石の蔵」主宰
土谷長男 氏（専門：ジャズ）
◇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
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庁舎整備・防災情報伝達システム
・立地適正化計画策定 住民説明会

弁護士による市民法律相談
◇日時
◇場所
◇内容
◇対象
◇費用
◇申込

１０月１７日（木）午後１時３０分～４時
社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７）
相続、離婚、交通事故、不動産等の問題
市内在住者（申し込み多数の場合は抽選）
無料
１０月１日（火）～７日（月）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。
※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

市では、まちづくりの拠点施設となる「庁舎整備」とともに、
「新
たな防災情報伝達システム」や「都市再生特別措置法に基づく立地適
正化計画」について、下記のとおり住民説明会を開催します。市民で
あれば、対象行政区以外の場所でも参加できますので、多くの市民の
皆さんにご出席いただき、ご意見ご提言等をお寄せください。
◇日程等
日程

対象行政区

場所

田野倉、小倉宇井、大金、東原、 南那須公民館
小河原、高瀬、南部
（２階研修室）
八ヶ代コミュニテ
１０月３日（木） 曲畑、八ヶ代、福岡
ィセンター
１０月２日（水）

１０月４日（金） こぶし台、鴻野山

鴻野山公民館

１０月７日（月） 熊田

熊田西公民館

１０月８日（火） 藤田、南大和久

藤田公民館

１０月９日（水） 三箇、川井、志鳥

江川小学校体育館

危険物取扱者保安講習会
◇日時 １１月１日（金）
・給油取扱所の部：午前９時３０分～
・一般の部：午後１時３０分～
◇場所 保健福祉センター
◇申込 １０月１０日（木）～１８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

仲町、泉町、城東、屋敷、元田
町、鍛冶町、日野町、あたご、 烏山公民館
１０月１０日（木）
金井、金三、南、高峰パークタ （２階研修室）
ウン、宮原、大沢
１０月１６日（水） 上境、下境、小原沢

境公民館

１０月１７日（木） 神長、滝、野上、向田、落合

烏山南公民館

１０月２８日（月） 横枕、小木須、大木須

明和ふれあいガーデン
（旧東小体育館）

１０月３０日（水） 興野

興野集会所

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１０月上半期の行事予定
日 曜日
１

１０月３１日（木） 滝田、中山、谷浅見、大桶白久 七合公民館

■各種相談
■■■■■■■■■■

１０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 １０月２日、１６日 午前９時～正午
◇場所 ・社会福祉協議会烏山支所（２日）
・保健福祉センター（１６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

行事予定

火

心配ごと相談
社会福祉センター
そーいんぐ教室（要予約）受付 9:30～ 保健福祉センター
２ 水
ソフトボール選手権大会（毎週水・木・金～１１日） 烏山運動公園
庁舎整備等住民説明会 19:00～
南那須公民館
窓口業務延長（～19:00）
烏山庁舎・保健福祉センター
３ 木
庁舎整備等住民説明会 19:00～
八ヶ代コミュニティセンター
４ 金 庁舎整備等住民説明会 19:00～
鴻野山公民館
おはなし会 10:30～11:00
南那須図書館
５ 土
おはなし会 14:00～14:30
烏山図書館
【休日当番医】上野医院（那珂川町） ☎0287-96-5151
６ 日
特定健診・がん検診（予約者の日） 保健福祉センター
庁舎整備等住民説明会 19:00～
熊田西公民館
７ 月
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
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
８ 火
庁舎整備等住民説明会 19:00～
藤田公民館
特定健診・がん検診
保健福祉センター
９ 水
庁舎整備等住民説明会 19:00～
江川小学校体育館
窓口業務延長（～19:00）
烏山庁舎・保健福祉センター
１０ 木
庁舎整備等住民説明会 19:00～
烏山公民館
もの忘れ相談
保健福祉センター
１１ 金 特定健診・がん検診（予約者の日） 烏山体育館
烏山地区グラウンド・ゴルフ大会 烏山中央公園
１２ 土 おたのしみ会 14:00～15:00
南那須図書館
【休日当番医】近藤クリニック
☎0287-83-2250
１３ 日
市民運動会
大桶運動公園
体育の日
【休日当番医】佐野医院
☎0287-84-1616
１４ 月
体協向田支部ゲートボール大会
落合ゲートボール場
会長杯混合ソフトボール大会（～１６日） 緑地運動公園
特定健診・がん検診
烏山体育館
１５ 火
秋季婦人バレーボール大会（～１８日） 烏山体育館ほか
※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

※時間はすべて午後７時～おおむね２時間程度です。
■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２
総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７
都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

１０月１１日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間）
保健福祉センター
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

【交通事故巡回相談】
◇日時 １０月１８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

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】
◇日時 １０月７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
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