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■文化
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

栃木県立博物館市町連携事業
ジオパーク構想教室参加者募集

■■■■■■■■■■

【縄文時代のくらし、縄文時代のまつりについて】

那須烏山市文化祭

◇日時 １１月１６日（土）午前１０時～正午
受付：午前９時３０分～
◇場所 南那須公民館
◇内容 縄文土器の拓本のしおりづくりや、土偶のオーナメントづく
りといった体験型ワークショップを実施します。
◇講師 栃木県立博物館 馬籠和哉 氏
◇対象 どなたでも（４年生以下は保護者同伴）
◇定員 先着２０名
◇費用 無料
◇持物 汚れてもよい服装、飲物等
◇申込 １１月１１日（月）までに電話等で下記あて申し込む。
※ジオパークとは、大地の歴史を物語る市内の地形や地質を守りなが
ら、観光や学習に活用できる場所です。
■問合 生涯学習課ジオパーク推進室 ☎０２８７－８８－６２２３

期間中は様々なイベントが行われますので、
ぜひ、
お越しください。
◇内容等
内容
作品展・化石展
書道

日時
１０月１９日（土）午前９時～午後５時
１０月２０日（日）午前９時～午後３時
１０月１９日（土）午前１０時～午後３時

ク ラ フ ト １０月１９日（土）午前１０時～正午
※先着２５名
無 バンド
料
１０月２０日（日）午前１０時～午後２時
押し花
体
※先着１００名
験 デ ィ ン プ １０月２０日（日）午前１０時～午後２時
ルアート

場所

烏山体育館

※先着１００名

ミ ニ く す １０月２０日（日）午前１０時～午後２時
玉作り
※材料がなくなり次第終了
芸能大会

■雇用・就職等
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

１０月１９日（土）午前１０時～

税務課臨時的任用職員募集
茶会

１０月２０日（日）午前１０時～午後３時

烏山公民館

◇任用期間 令和２年１月１日（水・祝）～３月３１日（火）
※ただし、勤務は令和２年１月６日（月）からになります。
◇募集内容

囲碁のつどい １１月３日（日・祝）午前８時４０分～

採用職種

山野草展 １０月１９日（土）
、２０日（日）

事務補助員

烏山体育館
園
芸
展

盆栽展

１０月１９日（土）
、２０日（日）

盆栽展

１０月１９日（土）
、２０日（日）

人数
南那須公民館

市役所南那須
菊花展 １１月５日（火）～１２日（火）
庁舎正面玄関
フロア
■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

業務内容

税務課業務の事務補助

勤務時間

平日の午前８時３０分～午後５時１５分
※上記時間内で７時間４５分勤務

勤務地
賃金

ジオパーク講演会ｉｎ那須烏山
◇日時 １０月１９日（土）午前９時３０分～１１時４０分
◇場所 南那須公民館２階
◇内容 ・講演：
「古代の栃木県の姿 海だった大河だった時代」
講師：栃木県立博物館名誉学芸員 青島睦治 氏
・講演：
「那須地域の東山道～地形との関連を中心に～」
講師：宇都宮大学名誉教授 酒井豊三郎 氏
◇対象 どなたでも
◇費用 無料
※事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
※ジオパークとは、大地の歴史を物語る市内の地形や地質を守りなが
ら、観光や学習に活用できる場所です。
■問合 生涯学習課ジオパーク推進室 ☎０２８７－８８－６２２３

２名

応募要件

税務課（市役所烏山庁舎）
日額７，２００円
※健康保険・厚生年金・雇用保険加入
パソコン操作（ワード・エクセル等）ができる人

◇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。
◇採用試験 １１月３０日（土）
※日程等の詳細は、応募者に別途通知します。
◇応募方法 １１月２０日（水）までに履歴書（写真貼付）に必要事
項等を記入し、下記あて郵送または持参する。
※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、１１月２０日（水）必着です。
■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４
〒３２１－０６９２ 中央１－１－１
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■市議会
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■農林業
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

議会報告会

八溝そば街道スタンプラリー開催中！

那須烏山市議会が主催する議会報告会を開催します。
市民の皆様への報告および意見交換として、２部構成で実施します
ので、ぜひ、ご参加ください。
◇日時 １０月２７日（日）午後４時～
◇場所 烏山公民館
◇内容 １部：報告会「議会活動報告」
２部：意見交換会「グループに分かれてのフリートーク」
◇対象 どなたでも
※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 議会事務局庶務議事グループ ☎０２８７－８８－７１１４

◇期間 １２月３１日（火）まで
◇内容 スタンプラリー参加店で５００円以上の食事、買い物をする
と、台紙に１個（１回の会計で１個）スタンプを押します。
異なる店舗のスタンプを３個集めて応募すると、抽選で八溝
そば街道参加市町の特産品詰め合わせ等をプレゼント！
※同じ店舗のスタンプ押印は１つとカウントします。
※スタンプ台紙（チラシ）は、下記の参加店にあります。
◇参加店 田舎そば処長山、花町そば店、松月、そば処石川屋、そば
処つねや、手打ちそばはん田、はなわ食堂、そば処もり食
堂、梁山泊、蕎川庵高瀬、興野農産物直売所、島崎酒造、
山あげ会館、パン職人いっぴ（ふじた体験むら）
、とりたて
野菜直売所
※ 那珂川町、茂木町、市貝町の一部店舗でも実施しています。
◇主催 八溝そば街道推進協議会
■問合 八溝そば街道推進協議会（農政課内）
☎０２８７－８８－７１１７

■環境
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

１０月は「正しい犬の飼い方強調月間」です
犬の「ふん被害」、「放し飼い」および野犬の目撃情報が多数あり、
対応を求める声が相次いでいます。
１０月は「正しい犬の飼い方強調月間」です。ペットの飼い方につ
いて見つめ直し、マナー順守を心掛けましょう。
◇放し飼いの禁止
・犬はつないで飼いましょう。
・散歩の時にも、引き綱をつけましょう。
◇登録と狂犬病予防注射
・犬は必ず登録しましょう。また、登録した飼い犬が死亡した場合、
市役所まちづくり課（烏山庁舎）に必ず連絡をしましょう。
・狂犬病予防注射は毎年１回必ず受けましょう。
◇飼い主明示
・首輪に名札（飼い主の名前や連絡先等）を付け、迷子になった時
のために備えましょう。また、犬鑑札、狂犬病予防注射済票が、
飼い主を探す手掛かりとなります。必ず装着しましょう。
◇ふんの後始末
・散歩中にふんをした時は、必ず持ち帰りましょう。
・道路や公園等公共の場所を汚さないようにしましょう。
◇飼育頭数のコントロール
・ペットの繁殖を望まないのであれば、オス・メスを問わず早期
の去勢・避妊手術をしましょう。
◇無責任な餌やりの禁止
・野犬に無責任にエサを与える行為はやめましょう。エサがあると
野犬が増加し、地域内でのトラブルに発展する可能性があります。
エサをあげるならば、責任をもって犬を飼いましょう。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０
栃木県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８

興野直売所イベント「感謝祭」
◇日時 １０月２７日（日）午前９時～ ※小雨決行、荒天中止
◇場所 興野農産物直売所（興野４１９－３）
◇内容 けんちん汁（１杯１００円）
、けんちんそば（１杯３００円）
、
そばだんご（１本１００円）
、手打ち生そば、加工品の販売
■問合 興野農産物直売所 ☎０２８７－８４－３３４８

１０月は「とちぎ食育推進月間」です
第３期栃木県食育推進計画「とちぎ食育元気プラン２０２０」に基
づき、実りの秋である１０月を「食育推進月間」としています。
今年度は「野菜・果物を食べよう！」を重点テーマに、積極的な野
菜や果物の摂取を推進します。健康な生活を送るために、栄養バラン
スのとれた食事を心がけましょう。
また、１０月２０日（第３日曜日：家庭の日）を「家族で食育の日」
としていますので、ぜひ、家族そろって楽しい食卓を囲みましょう。
■問合 県農政課 ☎０２８－６２３－２２８８

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

特定健診・がん検診等日程
◇日程
期日

場所

保健福祉センター
１１月 ８日（金） （田野倉８５－１）
◎婦人検診のみ（女性の日）

旧烏山高等産業技術学校跡地からの残土搬出
現在、那珂川町和見地内において県営処分場に係る搬入道路工事を行
っています。搬入道路工事で必要となる土量約１６，５００㎥ を旧烏山
高等産業技術学校跡地から下記のとおり搬出します。今回の搬出で、仮
置きしていた残土を全量搬出する予定となっています。
搬出期間中は運搬車両の通行等により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 栃木県
◇施工業者 荒川・佐藤・舘林特定建設工事共同企業体
◇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 １０月１５日（火）～１２月上旬
◇搬出ルート 国道２９４号（野上交差点経由）→八溝大橋→県道那
須黒羽茂木線→県営処分場
■問合 県烏山土木事務所整備部 ☎０２８７－８３－１３１５
県営処分場整備室 ☎０２８７－９２－１４１１

保健福祉センター
１１月１０日（日） （田野倉８５－１）
◎婦人検診等あり（予約者の日）
烏山体育館
１１月１８日（月） （中央２－１３－１２）
◎婦人検診等あり（予約者の日）

受付時間
午後６時
～７時３０分

午前８時３０分
～１０時３０分

※番号札は受付開始時間の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
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県北産業技術専門校訓練生募集

こども館の催し物
【管理栄養士によるお話】

栃木県立県北産業技術専門校では、障がいのある人を対象に、就職
に必要な知識や技能を習得するため、訓練生を募集します。
◇募集期間 １１月６日（水）まで
◇募集コース 事務パソコン基礎科
◇対象 身体・知的または精神障がい者で、ハローワークに求職登録
している人
◇定員 ５名
◇入校選考 １１月１４日（木）午前１０時～
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 県立県北産業技術専門校 ☎０２８７－６４－４０００

◇日時 １１月１日（金）午前１０時～１１時３０分
◇内容 子どもが喜ぶおやつ作り
◇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
◇定員 先着１０組
◇持物 飲物、エプロン、三角巾、手ふきタオル
◇申込 １０月２５日（金）までに電話等で下記あて申し込む。

【親子で楽しくヨガ教室】
◇日時 １１月８日（金）午前１０時３０分～１１時３０分
◇講師 満田美佐子 氏
◇対象 未就園児と保護者等
◇持物 ヨガマットまたはバスタオル
◇定員 先着１５組
◇申込 １１月６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

■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

令和２年度 放課後児童クラブ利用者募集
年度途中からの利用もできますが、定員になり次第、募集を締め切
りますので、お早めにお申し込みください。
◇名称（設置場所）
・定員
名称（設置場所）

そーいんぐ教室

定員

烏山放課後児童クラブ（烏山小学校内）

１１８名

七合放課後児童クラブ（七合小学校内）

４０名

境放課後児童クラブ（境小学校内）

４０名

荒川放課後児童クラブ（荒川小学校内）

８０名

江川放課後児童クラブ（江川小学校内）

８０名

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 １１月６日（水）
、１２月４日（水）
、令和２年１月１５日（水）
午前９時３０分～２時間程度
※１月以降はお知らせ版にて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

◇対象 小学校１年生～６年生の児童
◇利用時間
・月曜～金曜：下校時から午後６時３０分まで
・土曜日、長期休業中（春・夏・冬休み）および学校行事の振替休
日等：午前７時３０分から午後６時３０分まで
・延長時間：午後６時３０分から午後７時まで
◇利用料
・通常利用料：６，０００円／月
・長期休業中 春休み（学年末）利用料：２，０００円／期間中
春休み（学年始）利用料：２，０００円／期間中
夏休み利用料：１６，０００円／期間中
冬休み利用料：４，０００円／期間中
・一時利用 学校の登校日：６００円／日
・土曜日、登校日以外の日：１，２００円／日
・延長利用料：３００円／回
◇おやつ代
・通常利用：３，０００円／月
・長期休業中 春休み（学年末）
：５００円／期間中
春休み（学年始）
：５００円／期間中
夏休み：４，０００円／期間中
冬休み：１，０００円／期間中
・一時利用 学校の登校日：１５０円／日
・土曜日、登校日以外の日：３００円／日
◇申込 １０月２９日（火）～１１月２９日（金）に利用申込書に必
要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、各放課後児童クラ
ブまたはこども館あて申し込む。
※申込用紙等は、各放課後児童クラブまたはこども館（月曜・祝日は
休館）で１０月１６日（水）から配布します。また、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
※利用申込書は、令和２年４月１日現在で記入してください。
◇利用決定時期 令和２年１月下旬から可否決定通知をします。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

幼児フッ素塗布
◇日時 １１月１２日（火）受付：午後１時～１時３０分
※今回は１日のみ実施します。
◇場所 保健福祉センター
※駐車場が混雑するため、図書館寄りの駐車場をご利用ください。
◇対象 市内に在住する２歳以上の未就学児
※２歳以上３歳未満児は、綿棒で歯に直接フッ素を塗ります。
◇費用 ５００円（おつりのないようにお願いします。
）
◇持物 フェイスタオル（診察・塗布時のスタイとして使います。
）
◇申込 １１月５日（火）までに電話等で下記あて申し込む。
※保育園等を通して申し込みされた場合、個別申し込みは不要です。
※当日は、事前に歯をよく磨いてきてください。
※フッ素の効果は、約６か月です。
※来所したお子さんにはプレゼントがあります。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

人形劇を楽しもう
◇日時 １１月１１日（月）午前１０時～１０時５０分
◇場所 にこにこ保育園ホール
◇内容 「こぎつねコンとこだぬきポン」と「名探偵モン吉」の人形
劇を保育園のお友達と一緒に楽しむ。
◇対象 未就園児と保護者２０組程度
◇申込 １１月１日（金）までに電話で下記あて申し込む。
※１０月中旬頃からハロウィンの飾りや衣装を用意してあります。ま
た、ハロウィンの折り紙遊びもできます。
■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１
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■診療所

南那須図書館の催し物（ミニ図書館まつり）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

◇日時 １０月１９日（土）午前９時３０分～午後３時
◇内容等

診療所の１０月・１１月の臨時休診

イベント名

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
◇境診療所休診日 １０月２９日（火）
◇熊田診療所休診日 １０月２３日（水）
◇七合診療所休診日 １１月２日（土）
■問合 境診療所 ☎０２８７－８２－２２９２
熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６
七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１

ふれあい動物
コーナー

おはなし会＆
かんたん工作

■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

秋の読書週間イベント

人形劇

本を借りた人を対象に読書週間のイベントを行います。
◇日程等
イベント名
オリジナル缶バ
ッジプレゼント

内容等
期間

１０月２７日（日）～※無くなり次第終了

場所

南那須図書館、烏山図書館

おたのしみ抽選 期間
会＆ガチャポン
（１人１日１回） 場所

落語会

おはなし会

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による落語会

定員

先着３０名
（事前に電話またはカウンターで申し込む。
）

日時

１１月２日（土）午前１０時３０分～１１時

場所

南那須図書館おはなしのへや

内容

絵本の読み聞かせ等
（スタンプカードがＷスタンプになります。
）

期間
おたのしみガチ
ャポン
場所
（１人１日１回）
対象

１０月２７日（日）～１１月２日（土）

日程

１０月３１日（木）※無くなり次第終了

場所

烏山図書館

ハロウィンおか
しプレゼント

おはなし会

内容等

烏山図書館児童コーナー

出演

図書館ボランティア「たんぽぽ」

内容

ハロウィンにちなんだ読み聞かせ等

日時

１０月２６日（土）午後２時～２時３０分

場所

烏山図書館児童コーナー

内容

絵本の読み聞かせ等

時間

午前１０時３０分～１１時３０分

場所

南那須図書館おはなしのへや

出演

図書館ボランティア

内容

絵本の読み聞かせ、かんたん工作

時間

午後１時～２時

場所

南那須図書館多目的ホール

出演

劇団グーチョキパー

内容

三匹のこぶた、ねずみのすもう、かんたん工作

■■■■■■■■■■

体育・スポーツの指導と行政上の基礎資料を得ることを目的として、
下記の日程で、体力・運動能力調査を実施します。
体力に自信のある・なしに関わらず、奮ってご参加ください。
◇日時 １０月３１日（木）
・１部 受付：午前８時４５分～、開始：午前９時～
・２部 受付：午前１０時４５分～、開始：午前１１時～
※所要時間は１時間前後です。
※参加人数により、調査時間を調整します。
◇場所 南那須公民館１階多目的室
◇内容 ・２０歳～６４歳 握力、上体起こし、長座体前屈、反復横
跳び、２０ｍシャトルラン、立ち幅跳び
・６５歳～７９歳 握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片
足立ち、１０ｍ障害物歩行、６分間歩行
◇対象 ２０歳から７９歳までの市内在住の人
◇費用 無料
◇持物 動きやすい服装、体育館シューズ、タオル、飲物等
◇申込 １０月２５日（金）午後５時までに電話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

◇日程等

場所

動物たちとふれあいましょう

令和元年度 体力・運動能力調査
にご協力ください

烏山図書館の催し物

図書館まつり
おたのしみ会

内容

◇対象 運動施設または学校開放施設の年間利用を希望する団体等お
よび各種大会等を開催予定の団体
◇期間 令和２年４月 1 日～令和３年３月３１日
※一般の人は３か月前から予約受け付けします。ただし、令和２年４
月の予約は２月１日から受け付けします。
※今年度登録している定期利用団体・大会主催団体には、別途代表者
あてに通知します。
※新規で定期利用を希望する場合や大会等で施設利用を希望する団体
は、事前に提出する書類（１１月１５日提出締切）がありますので
下記あてご連絡ください。
※今後発生する事業・工事等で、施設の利用を制限する場合がありま
すので、ご理解ご協力をお願いします。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

期間中に本を借りたお子さん

１０月１９日（土）午後２時～３時

南那須図書館南側芝生エリア

令和２年度 運動施設等の利用希望調査
（各種大会・定期利用）

烏山図書館

日時

場所

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

※上記イベントはすべて無料です。
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

イベント名

午前１０時～午後３時

■スポーツ

南那須図書館
１１月２日（土）午後２時～３時３０分

時間

※上記イベントはすべて無料です。また、本のリサイクルも行います。
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

１０月２７日（日）～※賞品が無くなり次第
終了（中学生まではガチャポンができます。
）

日時

内容等

※上記イベントはすべて無料です。
■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２
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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

いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会
開催３年前イベント

競技の円滑な運営および安全を確保するため、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。
◇日時 １０月２７日（日）午前８時～午後４時
◇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
◇大会名 栃木県アーチェリー協会１０月記録会
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

栃木県主催により、下記のとおり開催されます。皆さんお誘い合わ
せのうえ、ぜひ、ご来場ください！
◇日時 １１月４日（月・振休）午前１０時～午後３時
◇場所 宇都宮市オリオンスクエア市民広場、オリオン通り
◇内容 アスリートトークショー、各種体験コーナー、飲食販売、大
会ＰＲラッピングカー展示、市町・競技団体ＰＲブースほか
■問合 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局
☎０２８－６２３－３８４５

市民フットサル大会参加チーム募集
◇日時 １１月３日～２４日（毎週日曜日） 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 １０月２４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。

■その他
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

河川内の樹木を伐採していただける人
を募集します
栃木県では、河川内に繁茂している樹木について、民間と協働した
樹木伐採を実施します。
個人・団体を問わず、本人が伐採し無償で持ち帰っていただける人
を募集します。
◇募集期間 １０月２５日（金）～１１月８日（金）
◇応募方法 県または烏山土木事務所のホームページをご覧になり、
所定の様式に必要事項を記入のうえ、ご応募ください。
■問合 県河川課 ☎０２８－６２３－２４４４
烏山土木事務所 ☎０２８７－８３－１３１６

【代表者会議】
◇日時 １０月２４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

秋季男女混合バレーボール大会
◇期間 １１月５日（火）～８日（金）午後７時３０分～
◇場所 烏山体育館、南那須中学校体育館
◇参加資格 市内在住または通勤、通学している中学生以上の男女で
編成されたチーム
◇費用 １チーム１，０００円
◇申込 代表者会議に出席することで申し込みとします。

第１１回 きつれがわ矯正展
◇日時 １０月２６日（土）午前９時３０分～午後３時 ※雨天決行
◇場所 道の駅きつれがわ（さくら市喜連川４１４５－１０）
◇内容 シャトルバス運行による施設内見学、刑務所作業製品の展示
即売、各種イベント（地元アイドルのミニライブ、歌とアン
サンブル、地元幼稚園による鼓笛隊演奏、地元中学校による
吹奏楽演奏等）
、各種広報、模擬店
※入場無料、駐車場あり。
■問合 喜連川社会復帰促進センター作業部門（杉山）
☎０２８－６８６－３１１１

【代表者会議】
◇日時 １０月２８日（月）午後７時３０分～
◇場所 烏山公民館２階研修室
■問合 市体協バレー部長（塩田）☎０９０－４６０２―２６６７

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。
◇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

三士会法の日無料相談会
◇日時 １１月３日（日・祝）午前１０時～午後３時
◇場所 県北会場：大田原市総合文化会館（大田原市本町１－３－３）
県央会場：ベルモール（宇都宮市陽東６－２－１）
県南会場：イオン栃木店（栃木市箱森町３７－９）
◇内容 司法書士・行政書士・土地家屋調査士の業務に関する相談
◇費用 無料
※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 栃木県司法書士会 ☎０２８－６１４－１１２２
栃木県行政書士会 ☎０２８－６３５－１４１１
栃木県土地家屋調査士会 ☎０２８－６２１－４７３４

第１５回 那須烏山市民親善交流
グラウンド・ゴルフ大会参加者募集

第８回 大和久福祉会祭
◇日時 １１月２日（土）午前１０時～午後２時 ※雨天中止
◇場所 大和久福祉会（南大和久９５６－２）
※駐車場は、大和久福祉会園庭をご利用ください。
◇内容 ・倉沢大樹コンサート
・山口のり子コンサート
・シルバー大学アフリカンダンス
・各種模擬店（焼きそば、うどん、からあげ、カレー、クレ
ープ、いっぴパン等）
※入場無料です。ぜひ、ご来場ください。
■問合 （社福）大和久福祉会 ☎０２８７－８８－２０４１

◇日時 １１月９日（土）午前９時～ ※予備日１０日（日）
受付：午前８時３０分～
◇場所 烏山運動公園
◇対象 市内在住者
◇費用 １人５００円
◇申込 １０月３１日（木）までにハガキまたはＦＡＸで下記あて申
し込む。
■問合 グラウンド・ゴルフ協会（永山）
☎０２８７－８２－３１８９（ＦＡＸ兼用）
〒３２１－０６２８ 金井２－２１－７
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南那須の自然と文化を考える会
ブラリなすから・なすからサロン

行政相談所
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「心配ごと相談」で実施している定例相談のほか、
下記により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 １０月２３日（水）午前９時～正午
◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室
※事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２

【ブラリなすから】
郷土の自然条件、そこに維持されてきた田園風景、歴史、民俗、文
化等について、散策を楽しみませんか。
◇日時 １１月２日（土）午前９時３０分集合
◇集合場所 八溝県民休養公園駐車場（南那須少年自然の家跡近く）
◇散策コース 三箇コース（歩行７ｋｍ）
四季の森 → 遊歩道 → 南那須少年自然の家跡 →
林道 → 三箇松原寺 → 四季の森
◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員、理学博士 青島睦治 氏
◇費用 無料
◇持物 動きやすい服装、飲物等
※事前申し込みは不要です。直接集合場所にお越しください。
■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本）
☎０８０－６５１２－０１６８

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

１０月下半期の行事予定

【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 １１月１７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９回講座「アタラクシア（心の平静）を求めてーヘレニズ
ムの哲学―」
◇講師 法政大学非常勤講師、文学博士 滝口清榮 氏（専門：近代哲学）
◇対象 どなたでも
◇定員 先着５０名
◇費用 無料
※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 南那須の自然と文化を考える会（上野）
☎０２８７－８８－８８３７

日 曜日

南那須特別支援学校
交流学習発表会「こぶし祭」
◇日時 １１月１６日（土）午前９時３５分～午後２時２５分
◇場所 栃木県立南那須特別支援学校（藤田１１８１－１５２）
◇内容 ・児童生徒による演技・合唱、合奏等
・中学部、高等部による作業製品の販売
・ＰＴＡによるバザー
・交流校によるイベント
・外部団体による販売等
■問合 栃木県立南那須特別支援学校 ☎０２８７－８８－７５７１

行事予定

１６ 水 心配ごと相談

保健福祉センター

窓口業務延長（～19:00）
１７ 木 向田地区グラウンド・ゴルフ大会
境地区秋季グラウンド・ゴルフ大会
特定健診・がん検診
１８ 金
交通事故相談
那須烏山市民秋まつり
・市文化祭
・健康福祉まつり
１９ 土 ・ミニ図書館まつり
・烏山図書館まつり
・なすから男女共同参画フォーラム
・花火大会
【休日当番医】坂本ｸﾘﾆｯｸ（那珂川町）
那須烏山市民秋まつり
２０ 日 ・映画「二宮金次郎」特別上映会
・市文化祭
市表彰式

烏山庁舎・保健福祉センター
烏山運動公園
烏山野球場
保健福祉センター
県南那須庁舎
烏山体育館ほか
保健福祉センター
南那須図書館
烏山図書館
南那須公民館
保健福祉センター大駐車場
☎0287-92-1166
烏山公民館
烏山体育館ほか
烏山公民館

２１ 月
即位礼正殿の日
２２ 火 【休日当番医】塩谷医院
☎0287-88-2055
市民親善交流グラウンド・ゴルフ大会 大桶運動公園

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
学校祭（八汐祭-やしおさい-）
・学校説明会

２３ 水 行政相談

烏山庁舎

窓口業務延長（～19:00）
離乳食相談（要予約）
２歳児相談受付 9:30～9:45
２５ 金
３歳児健診受付 13:00～13:30

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

２６ 土 おはなし会 14:00～14:30

烏山図書館

２４ 木

◇日時 １１月９日（土）午前１０時～午後３時
◇場所 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校（矢板市冨田７７－６）
◇内容 テーマ「看護学生の１日をモニタリング」
ナース服体験、学生による進路相談会、国家試験対策、学校
生活の展示、健康ストレッチ、フードコート等
※学校説明会を同時開催します。
※キッズルーム、授乳室、おむつ交換室があります。
■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務部
☎０２８７－４４－２３２２

【休日当番医】滝田内科医院
☎0287-82-2544
２７ 日 秋季市民ソフトテニス大会
緑地運動公園
栃木県アーチェリー協会１０月記録会 大桶運動公園
１歳児相談受付 9:30～9:45
保健福祉センター
２８ 月 １歳６か月児健診受付 13:00～13:30 保健福祉センター
南那須いきいきクラブレクリエーション大会（～２９日） 緑地運動公園
２歳６か月児相談受付 9:30～9:45 保健福祉センター
２９ 火
４か月児健診受付 13:00～13:30
保健福祉センター
５歳児相談受付 9:30～9:45
保健福祉センター
３０ 水
８か月児健診受付 13:00～13:30
保健福祉センター
窓口業務延長（～19:00）
烏山庁舎・保健福祉センター
固定資産税第３期、国民健康保険
３１ 木 税第４期、介護保険料第４期、後
期高齢者医療保険料第４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

栃木県立博物館
企画展 昭和ノスタルジー
◇期間 １１月２４日（日）まで
◇場所 栃木県立博物館（宇都宮市睦町２－２）
◇内容 昭和の世界へあなたを誘う！なつかしい栃木の情景を「まつ
り」
「くらし」
「生業」
「娯楽」をテーマに振り返ります。
※開館時間および入館料等詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 栃木県立博物館 ☎０２８－６３４－１３１１
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