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令和３年度採用「那須烏山市職員」募集

特別定額給付金の申請はお済ですか？

【市民のために意欲をもって働く、人間性豊かな人材を求めています】
令和３年４月１日採用那須烏山市職員を募集します。
「人間性豊かな人材」を求め、
『人物重視』の採用試験を行いますの
で、奮ってご応募ください。
◇採用職種等
採用職種
人数
受験資格
昭和６２年４月２日から平成１５年４月
１０名
一般事務
１日までに生まれた人で、高等学校卒業
程度
程度以上の学力を有する人

一般事務
（障がい者対象）

１名

給付金の申請をしていない人は、お早めに申請してください。申請
期限を過ぎると受給することができませんのでご注意ください。
◇申請期限 ８月１７日（月）
※当初予定していた申請期限から変更になっています。
※申請する際は、申請書、添付書類（本人確認書類や振込先の口座確
認書類等）の添付漏れがないか確認をお願いします。
■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２

持続化給付金 申請サポート会場の開設

昭和６２年４月２日から平成１５年４月
１日までに生まれた人で、次のすべての
要件を満たす人
①次に掲げるいずれかの手帳の交付を受
けている人
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
②活字印刷物（文字の大きさは１０ポイ
ント程度）による出題に対応できる人

申請サポートキャラバン隊では、新型コロナウイルス感染症の影響
により、
売上が前年同月比で５０％以上減少している事業者であって、
持続化給付金の電子申請の方法がわからない、または、申請が困難な
人に対して、補助員が電子申請のサポートを行います。
◇期間 ７月１３日（月）～１８日（土）
、２０日（月）
◇時間 午前９時～午後５時（受付は午後４時まで。
）
※最終日は午後３時までです。
（受付は午後２時まで。
）
◇場所 那須烏山商工会館研修室（金井２－５－１１）
◇申込 電話で次のとおり申し込む。
（予約制）
①７月１０日（金）までに申し込む場合
・申込先：那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３
・受付時間：午前８時３０分～午後５時
②７月１３日（月）以降に申し込む場合
・申込先：持続化給付金申請サポートキャラバン隊
☎０８０－４４５４－４８０４
・受付時間：午前９時～午後５時
■問合 持続化給付金コールセンター ☎０１２０－１１５－５７０

※地方公務員法に規定する欠格事項に該当する人は除きます。
◇試験日程
区分
期日
試験会場
１次試験

９月２０日（日）

市保健福祉センター

２次試験

１０月１７日（土）

市保健福祉センター

３次試験

１０月３０日（金）

市役所烏山庁舎

■■■■■■■■■■

◇応募方法 ８月１７日（月）までに「採用試験申込書」等に必要事
項を記入し、
写真を貼り付けのうえ、
下記あて提出する。
※直接持参する場合は平日の午前８時３０分から５時１５分まで、郵
送の場合は８月１７日（月）必着です。
※「職員採用試験案内」および「採用試験申込書」等は、下記または
市役所南那須庁舎ホールに配置しています。また、市ホームページ
からも取得できます。
※受験資格、試験内容、提出書類等詳細は、
「職員採用試験案内」でご
確認ください。
■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７
〒３２１－０６９２ 中央１－１－１

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。
）

安心な暮らしをサポート！
三井住友海上代理店

(有)しおや保険事務所
◇損害保険：自動車・自賠責・火災（地震）
◇生命保険：新総合収入保障・新医療・積立
◆お問合せ 〒321－0526 那須烏山市田野倉３８３
ＴＥＬ：０２８７－８８－９８７０
ＦＡＸ：０２８７－８８－０２３４
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新型コロナウイルス感染症の影響による
中止または延期となるイベント等情報
日付

イベント等名称

区分

■成人式
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

令和３年成人式

問合先

7月1日

第３回スローピッチ
ソフトボール大会

烏山ソフトボール協会
中止
(村上) ☎0287-84-3672

7月6日

公民館講座
季節の食を楽しもう

中止

7月6日

南那須ソフトボール協会
文月ソフトボール大会 中止
(佐藤) ☎090-7007-7460

7 月 11 日

第１５回
市体協野球部
延期
市民ナイター野球大会
(大山) ☎0287-84-2725

7 月 16 日

ソフトボール協会
リーグ戦第２部

新型コロナウイルス感染症対策のため、換気を十分に行い、式典の
内容を縮小する等、国のガイドラインに沿って開催します。なお、本
年は、南那須地区・烏山地区ごとに時間帯を分けて開催します。

烏山公民館
☎0287-83-1412

【成人式概要】
◇日程 令和３年１月１０日（日）
◇時間 ・南那須地区在住または出身の人 受付：午前９時３０分～
・烏山地区在住または出身の人 受付：午後１時～
◇場所 南那須公民館（岩子６－１）

【案内状】
案内状は、令和２年１０月１日現在で市内に住民登録がある人へ
１０月下旬に送付します。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１２年４月２日～平成１３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。
※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。
■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

南那須ソフトボール協会
中止
(佐藤) ☎090-7007-7460

※イベント等の詳細は、上記の各問合先にお問い合わせください。
■問合 那須烏山市新型コロナ感染症対策本部（総務課）
☎０２８７－８３－１１１７

■市営住宅・住宅再建
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

市営住宅入居者募集
◇神長住宅（神長７５２－１）
和室２間、台所、浴室（浴槽は要持込）
、
間取り
水洗トイレ
３０１号室
（１戸）
家賃
月額５，２００円以上
４０５号室
（１戸）

間取り
家賃

■■■■■■■■■■

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、記念誌の編集、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

和室２間、台所、浴室（浴槽は要持込）
、
水洗トイレ
月額５，２００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
身体障がい者の人は単身入居できる場合あり。
）
・収入が基準額以下、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 ７月１日（水）～１５日（水）
◇受付場所 都市建設課（南那須庁舎）
※最短の場合、９月 1 日頃入居可能です。
■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８

■商工
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

「中退共」の退職金制度
「中退共」は国がサポートする中小企業のための退職金制度です。
中退共制度を利用すると、安全・確実・有利で、管理が簡単な退職金
制度が手軽に作れます。
事業主の皆様、従業員の確かな安心・活気・やる気のために、退職
金のことを考えてみませんか。
◇メリット
・掛金の一部を国が助成します。
・掛金は全額非課税で節税になり、手数料も不要です。
・社外積立型なので手間がかからず管理が簡単です。
・パートタイマー、家族従業員も加入できます。
◇制度のしくみ
・事業主が中退共と「退職金共済契約」を結び、従業員ごとに共済
手帳が送付されます。
・毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は事業主負担です。
・退職した従業員の請求に基づき、中退共から退職金が直接支払わ
れます。
※詳細は、機構ホームページ（http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）を
ご覧ください。
■問合 勤労者退職金共済機構 ☎０３－６９０７－１２３４

令和元年東日本台風（台風１９号）による
住宅再建に係る借入れ支援
市では、令和元年東日本台風により被災した住宅を補修または市内
において新たに住宅を建設・購入するために必要な資金を借入れた人
を支援します。
◇対象 ①被災した住宅の補修または市内において被災者が居住する
ための住宅の新築・購入のための借入れであること
②市長が認める金融機関等からの借入金の額が１００万円以
上であること
◇対象者 再建等資金を借入れた被災者または親族等
◇内容 借入金のうち１，０００万円までの部分に係る年２％までの
利子を対象とし、利子補給金の交付の決定があった日以降最
初に到来する借入金に係る利子の支払日の属する月から起算
して５年間を限度とする。
◇申請期限 令和４年３月３１日
■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８
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■国保・年金
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

八溝そば畑作推進交付金
■■■■■■■■■■

「八溝そば」の安定供給やブランド力向上を図るため、生産者の畑
地におけるそば作付面積の拡大に応じて交付金を交付します。
◇補助対象 そばを生産する市内認定農業者、集落営農、認定新規就
農者
◇対象農地 市内の現況地目が畑で、かつ、過去３年間に交付申請者
によるそばの作付けがされていない農地
※作業履歴は、利用権、作業受委託契約、畑作物の直接支払交付金の
申請等により判断します。
◇補助金額 １０ａあたり１０，０００円（１，０００円未満切捨）
■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７

国民健康保険証の窓口交付
国民健康保険証は８月１日に更新となります。新しい保険証は７月
下旬から世帯全員分を世帯主あてに郵送する予定ですが、窓口での交
付を希望する場合は、事前に下記あてお申し込みください。
◇交付期間 ７月２２日（水）～３１日（金）
◇交付場所 ・市民課国保医療グループ（烏山庁舎）
・市民課南那須分室（南那須庁舎）
◇申込 ７月１７日（金）までに電話で下記あて申し込むか、上記交
付場所窓口で直接申し込む。
※交付の際には、窓口に来る人の本人確認書類（運転免許証等）が必
要です。なお、世帯主または同一世帯の家族以外の人が代理で保険
証を受け取る場合には委任状も必要となります。
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

降雨期における
ＷＣＳ（ホールクロップサイレージ）の適正管理
昨年の台風１９号により、河川沿いの水路に大量のＷＣＳ（ホール
クロップサイレージ）が流れ込み、現在も放置されたままの場所があ
ります。撤去するには高額な費用がかかるため、水稲の営農再開に向
けて大きな問題となっています。
これから降雨期を迎えるにあたり、ＷＣＳは、浸水の恐れのある農
地等ではなく、高台等での保管をお願いします。
■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７

国民年金保険料の免除申請受付
今年度分（令和２年７月～令和３年６月）の受け付けを７月から開
始します。また、免除の申請は、過去２年（申請月の２年１か月前の
月分）までさかのぼって申請することができます。

【申請免除】
失業等の経済的理由で保険料の納付が困難な場合は、本人からの申
請後に承認されると、保険料の全額または一部（４分の３、半額、
４分の１）の納付が免除される制度です。
（本人、配偶者、世帯主の所
得基準あり。
）なお、年金額は免除の種類に基づき減額となります。

令和２年度栃木県海外派遣農業研修生募集

【納付猶予】

海外農業先進諸国における農業実習と学課研修を通じて、国際関係
等に精通した将来の栃木県の農業を担う優れた人材を育成するための
研修です。

５０歳未満の人で、
本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、
本人からの申請後に承認されると、保険料の納付が猶予されます。
※平成２８年６月までは３０歳未満、平成２８年７月からは５０歳未
満が納付猶予制度の対象となりました。

◇業種 酪農、肉牛、養豚、養鶏、野菜、花き、造園、果樹等
◇研修費 １，２８０，０００円
◇期間 約１８か月（令和３年３月下旬～令和４年８月下旬）

【海外農業研修（アメリカ）
】

【海外農業研修（オーストラリア）
】

【学生納付特例】

◇業種 野菜、マンゴー等
◇研修費 １，４８０，０００円
◇期間 約１２か月（令和３年３月下旬～令和４年３月上旬）

学生を対象とした納付特例制度で、１０年以内に追納すれば将来の
年金額に反映されます。
◇申請に必要なもの 印かん、年金手帳
※失業の際は、雇用保険被保険者離職票等の写し
※学生の場合は、学生証（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載
がある場合は裏面も含む。
）の写しまたは在学証明書（在学期間が分
かるもの。
）
◇申請窓口 ・市民課市民窓口グループ（烏山庁舎）
・市民課南那須分室（南那須庁舎）
※申請時の前年分の所得の申告をしてあることが必要です。
※前年度に全額免除・納付猶予の承認を受けた人で継続審査を希望し
た人は、新たに申請する必要はありません。なお、継続審査を希望
しなかった人や失業等を理由として承認された人、４分の３・半額・
４分の１の各免除の承認を受けた人は、毎年度申請が必要です。
■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６
市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０
宇都宮東年金事務所 ☎０２８－６８３－３２１１

【共通事項】
◇対象 高等学校卒業または同等以上の学力を有し、農業の基礎知識
や経験がある平成３年４月２日から平成１４年４月１日の間
に生まれた日本国籍を持つ独身男女
◇募集人員 若干名
◇申込 （公社）国際農業者交流協会ホームページ（https://www.jae
c.org/）でプレエントリーして申込書を入手し、必要事項
を記入のうえ、８月２８日（金）までに（公社）国際農業
者交流協会あて申し込む。
■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７

農地の利用状況調査（農地パトロール）
を実施します
食糧の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図るため、
また、遊休農地の発生防止・解消対策のための実態調査です。ご協力
をお願いします。
◇調査期間 ７月２０日（月）～８月７日（金）
◇調査地区 市内全域
◇調査方法 農業委員および農地利用最適化推進委員が担当地区ごと
に目視で調査します。
※調査日までに、農地の草刈を行う等、適正な管理をお願いします。
※調査結果において、遊休農地（耕作放棄地等）であった場合、農地
中間管理事業の意向調査の対象となる場合があります。また、違反
転用等が見つかった場合は是正の対象となり、所有者（耕作者）に
指導・勧告等が行われます。
■問合 農業委員会事務局（農政課内）
☎０２８７－８８－７１１７

■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

新害虫クビアカツヤカミキリに注意！
幼虫がモモ・ウメ・サクラ等の樹木内部を食い荒らし、樹木を衰弱・
枯死させるクビアカツヤカミキリによる被害が拡大・深刻化していま
す。被害拡大防止のため、こちらの害虫を発見した場合は速やかに防
除するとともに、下記のいずれかにご連絡ください。
※インターネットで「栃木県 クビアカ」と検索すると、詳細を確認
できます。
■問合 塩谷南那須農業振興事務所 ☎０２８７－４３－２３１８
県農業環境指導センター ☎０２８－６２６－３０８６
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■税務

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

新築・増築した家屋の評価

２０歳のピロリ菌検査（成人のお祝い）

１月２日以降に新築・増築した家屋の「家屋評価」を実施していま
す。対象者には個別に通知しますが、希望日時がある人、建築確認申
請が不要な地域（境地区・興野地区）に家屋を新築・増築した人は、
下記あてご連絡ください。
■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４

ピロリ菌の有無を確認できる絶好の機会です。健康づくりのため、
ぜひ、検査を受けましょう。
◇対象 平成１２年４月２日～平成１３年４月１日生まれ
※令和２年６月１５日現在で市内に住民登録のある人には通知しま
したので、検査を希望する人は、返信用封筒でご返信ください。
※現在市外に住民登録をしているが、過去に本市に住民登録があり、
かつ、本市の成人式に参加の意思がある人で検査を希望する人は、
電話等で下記あて申し込みください。
◇助成金額 ６，０００円（検査費用）
◇申込期限 令和３年１月１３日（水）
◇実施期間 ７月１日（水）～令和３年２月２７日（土）
（医療機関の診療日に限ります。
）
◇検査方法等 次の①～⑥の手順で受診してください。
①返信用の封筒等で健康福祉課に申し込む。
②健康福祉課から受診票が届く。
③下記医療機関を参考に電話等で予約する。
④予約日に受診し検査をする。
⑤検査結果の説明を受ける。
（⑤まで助成します。
）
⑥陽性の場合は、胃の内視鏡検査を受け除菌治療を行う。
※⑥の除菌治療等は保険診療で自己負担となります。

■防災
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」
戸別受信機を無償貸与します
戸別受信機の貸与対象者について、これまで世帯員全員が固定電話
以外の携帯電話を持っていない世帯の世帯主としていましたが、今後
は、要配慮者（高齢者・障がい者・乳幼児等）がいる世帯の世帯主に
も貸与します。防災に関する情報や行政情報を音声案内により確認で
きますので、ぜひ、ご利用ください。
◇申込 申込書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて提出する。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７
健康福祉課高齢いきがいグループ
☎０２８７－８８－７１１５

【医療機関】
◇検査ができる医療機関（５０音順）
医療機関

栃木県自主防災組織リーダー育成研修会
県では、地域における自主防災組織活性化のために活躍できる「人」
および「組織」づくりを積極的に推進できる人の養成を目的に、研修
会を開催します。
◇日程 ①県央地区：９月２９日（火）
、３０日（水）
②県南地区：１０月８日（木）
、９日（金）
③県北地区：１０月１５日（木）
、１６日（金）
※受講地区を選択できます。
◇場所 ①県央地区：県庁北別館（宇都宮市戸祭元町１－２５）
②県南地区：佐野市勤労者会館（佐野市浅沼町７９６）
③県北地区：喜連川公民館（さくら市喜連川４３９７）
◇対象 ・今後自主防災組織を結成しようとする地域の構成員
・自主防災組織の指導的立場またはその補佐的立場にある人
※各回２日とも参加でき、本研修会を未受講の人に限ります。
※上記対象のほか、希望する人は受講できます。
◇定員 各回５０名
※申込者多数の場合、県により調整となります。
◇費用 無料（参加に係る交通費等は受講者負担になります。
）
◇申込 ８月５日（水）までに下記あて申し込む。
※お知らせ版５月１日号で募集した「とちぎ地域防災アドバイザー防
災士養成講座」とは別の研修会になります。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、研修会の実施方法等が変
更となる場合があります。
詳細は、
下記あてお問い合わせください。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

住所

電話番号

烏山台病院

滝田１８６８－１８

０２８７－８２－２７３９

佐野医院

中央２－１１－１７

０２８７－８４－１６１６

山野クリニック

中央２－４－３

０２８７－８４－３８５０

◇検査と除菌治療ができる医療機関（５０音順）
医療機関

住所

電話番号

阿久津クリニック

金井２－１－６

０２８７－８３－２０２１

塩谷医院

田野倉１８３

０２８７－８８－２０５５

滝田内科医院

金井１－１３－５

０２８７－８２－２５４４

那須南病院

中央３－２－１３

０２８７－８４－３９１１

林田医院

大金２１２－４

０２８７－８８－２０５６

水沼医院

金井１－１４－８

０２８７－８４－０００１

※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

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

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

生年月日

４０歳

昭和５４(1979)年４月２日～昭和５５(1980)年４月１日

４５歳

昭和４９(1974)年４月２日～昭和５０(1975)年４月１日

５０歳

昭和４４(1969)年４月２日～昭和４５(1970)年４月１日

５５歳

昭和３９(1964)年４月２日～昭和４０(1965)年４月１日

６０歳

昭和３４(1959)年４月２日～昭和３５(1960)年４月１日

６５歳

昭和２９(1954)年４月２日～昭和３０(1955)年４月１日

７０歳

昭和２４(1949)年４月２日～昭和２５(1950)年４月１日

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５
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「新しい生活様式」における熱中症予防

緊急通報装置設置事業（高齢者）

高齢者や子ども、障がい者は熱中症になりやすいので、十分注意し
ましょう。
７月１日（水）から環境省と気象庁より、関東甲信地方で熱中症の
危険性が極めて高い場合に「熱中症警戒アラート」が発信されます。
また、例年の熱中症対策に加え、新型コロナウイルス感染症対策の
ため、身体的距離の確保やマスクの着用、手洗い、３密（密集、密接、
密閉）を避ける等の「新しい生活様式」を取り入れましょう。

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
・１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
◇申請 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

【熱中症予防の５つのポイント】
◇暑さを避ける
・エアコンを利用する等、部屋の温度をこまめに調整しましょう。ま
た、感染症対策のため、換気扇をつけたり窓を開けたりして換気を
しましょう。
・涼しい服装を心がけ、暑いときは無理をしないようにしましょう。
◇適宜マスクをはずす
・気温や湿度が高い中でのマスク着用は注意が必要です。マスク着用
時は、負荷のかかる作業や運動を避けましょう。
・屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）を確保できる場合は、マスクを
はずしましょう。
◇こまめに水分補給
・のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給をしましょう。水分
補給量の目安は、１日あたり１．２Ｌです。
◇日頃からの健康管理
・体温測定する等、日頃から健康状態を確認し、体調が悪いと感じた
時は無理をせず自宅で静養しましょう。
・睡眠は十分にとって、節酒や禁煙を心がけましょう。
◇暑さに備えた体づくり
・暑くなりはじめの時期から適度に運動をしましょう。
・運動は「やや暑い環境」
「ややきついと感じる強度」で毎日３０分程
度を目安に、水分補給をしながら無理のない範囲で行いましょう。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

離乳食相談
「離乳食の始め方」
「ちょうど良いかたさや量」
「食材の増やし方や
レパートリー」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 ７月２１日（火）午前９時～正午（予約制）
◇場所 保健福祉センター
◇内容 栄養士・保健師による個別相談
◇対象 乳幼児とその保護者
◇持物 申し込み時にお伝えします。
◇申込 ７月１６日（木）までに電話等で下記あて申し込む
※電話での相談も可能です。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

第十一回特別弔慰金の請求手続（予約制）
◇対象 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日（基準日）
において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金等を受ける人
（戦没者等の妻や父母等）
がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族１人に支給
します。
（１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による
弔慰金の受給権を取得した人
（２）戦没者等の子
（３）戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件
により、①～④の順番が入れ替わります。
（４）上記（１）～（３）以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、
姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有し
ていた人に限ります。
◇内容 額面２５万円、５年償還の記名国債
◇請求期限 令和５年３月３１日（金）まで
◇請求窓口 ①健康福祉課（田野倉８５－１）
随時受け付けします。ただし、下記②の期間中は健康
福祉課では受け付けできません。
②市役所烏山庁舎市民室（中央１－１－１）
７月１５日（水）
、１６日（木）
、１７日（金）
※受付時間は、①②ともに午前９時～午後４時です。
※第十回特別弔慰金を受給している人も再度手続きが必要です。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、受付は、①②ともに予約制
で行います。必ず前日までに下記あて予約をしてから来庁してくだ
さい。
※体調に不安のある人は、体調が回復されてからの手続きをお願いし
ます。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ
☎０２８７－８８－７１１５

７月の乳幼児健診・相談
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。
※受付時間帯は、新型コロナウイルス感染症対策のため、時間帯を区
切って案内します。詳細は、個別通知をご確認ください。

【４か月児健診】
◇日時 ７月２８日（火）受付：午後１時～
◇対象 令和２年３月生まれの乳児

【８か月児健診】
◇日時 ７月２９日（水）受付：午後１時～
◇対象 令和元年１１月生まれの乳児

【１歳児相談】
◇日時 ７月２０日（月）受付：午前９時３０分～
◇対象 令和元年６月生まれの幼児

【１歳６か月児健診】
◇日時 ７月２０日（月）受付：午後１時～
◇対象 平成３０年１２月生まれの幼児

【２歳児相談】
◇日時 ７月３１日（金）受付：午前９時３０分～
◇対象 平成３０年６月生まれの幼児

【２歳６か月児相談】
◇日時 ７月２８日（火）受付：午前９時３０分～
◇対象 平成２９年１２月生まれの幼児

【３歳児健診】
◇日時 ７月３１日（金）受付：午後１時～
◇対象 平成２９年６月生まれの幼児

【５歳児相談】
◇日時 ７月２９日（水）受付：午前９時３０分～
◇対象 平成２７年７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
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認定こども園 烏山みどり幼稚園
みどり未就園児教室

■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

◇日時 ７月１６日（木）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
◇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 ７月６日（月）までに電話で下記あて申し込む。
※受付日時は月～金曜日の午前９時から午後５時までです。
■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９

おはなし会・おたのしみ会を中止します
図書館は開館していますが、７月・８月中の南那須図書館および烏
山図書館のおはなし会・おたのしみ会は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため、中止します。
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

アトリエびっき 手作り人形展示
◇日時 ７月２日（木）～１２日（日）正午
◇内容 手作り人形の展示
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、マスクを着用の
うえ、館内の利用時間は３０分程度でお願いします。
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

■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。
※公民館講座に参加する際は検温し、マスクを着用してください。

■その他

公民館講座
「きのこ鑑定教室」参加者募集

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

計量モニター募集

◇日時 ①７月２９日（水）
、②１０月１日（木）
※時間はすべて午前７時３０分～午後４時です。
◇場所 福島県昭和村の山域（公用車で現地に移動します。
）
※集合場所は南那須図書館駐車場です。
◇内容 散策を楽しみながらきのこを採取して、専門家による診断を
受ける。
◇講師 きのこアドバイザー 橘一十三 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名
◇費用 各回５００円程度（施設使用料）
◇持物 昼食、飲物、腰かご、長靴、山歩きできる服装、マスク
◇申込 ７月４日（土）～１８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。
※きのこの生育状況や新型コロナウイルス感染症の状況により、延期
または中止する場合があります。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２

県では、普段皆さんが購入している食料品を一定期間、実際に計量
していただくことを通じて、計量への関心を深めていただくことを目
的に、計量モニター事業を行っています。今年度は本市で実施されま
すので、次のとおり募集します。
なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、事業を延期または
中止する場合があります。
◇募集人数 １０名（定員を超えた場合は抽選となります。
）
◇活動内容 １０月１日（木）から３１日（土）までに購入した商品
のうち、調査対象商品について計量し、計量日誌に記入
します。はかりは県から貸与されます。
◇資格要件 ・現に市内に世帯を有している満２０歳以上の人
・期間中、モニター業務に従事できる人
・過去に計量モニターの経験が無い人
・説明会に参加できる人
◇説明会 日時：９月１７日（木）午後２時～４時
場所：市役所烏山庁舎第４会議室
◇謝礼等 ６，０００円（説明会参加費用およびモニター謝金）
◇申込 ７月３１日（金）までに電話で下記あて申し込む。
■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

公民館講座
「ジャズの世界を楽しもう講座」参加者募集
ジャズについての音楽解説と生演奏を楽しみましょう。
◇日時 ①７月１８日（土）午後１時３０分～３時３０分
②８月２９日（土）午後１時３０分～３時３０分
③９月１９日（土）午後１時～４時３０分
◇場所 ①②南那須公民館２階研修室
③石の蔵ビュースタジオ
◇内容 ①②生演奏を交えた音楽解説
③ライブハウス見学と音楽鑑賞
◇講師 石の蔵ビュースタジオ主宰 土谷長男 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 先着５名
◇費用 ③のみ３，０００円程度（施設見学料および音楽鑑賞代）
※キャンセルする場合でも返金はできませんので、ご了承ください。
◇持物 筆記用具、マスク
◇申込 ７月１日（水）～１２日（日）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。
※既に申し込みを済ませている場合は、必要ありません。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２

自衛官候補生等採用試験
令和３年３月末入隊（予定）の自衛官候補生等を募集します。

【自衛官候補生】
◇試験日 ９月１２日（土）
、２６日（土）
、２７日（日）
、
１０月３日（土）
、４日（日）のいずれか１日
◇応募資格 １８歳以上３３歳未満の人

【一般曹候補生】
◇試験日 ９月１８日（金）～２０日（日）のいずれか１日
◇応募資格 １８歳以上３３歳未満の人

【航空学生】
◇試験日 ９月１６日（水）
◇応募資格 ・海上自衛隊：１８歳以上２３歳未満の人
・航空自衛隊：１８歳以上２１歳未満の人
※高卒者（見込含）または高専３年次修了者（見込含）

【共通事項】
◇受付期間 ７月１日（水）～９月１０日（木）
◇試験場所 宇都宮市
※新型コロナウイルス感染症の状況により、試験日を変更する場合が
あります。
■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所
☎０２８７－２２－２９４０

広告掲載募集中！
「広報なすからすやま」
・
「広報お知らせ版」
・
「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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消防設備士試験（第１回）

裁判所職員採用一般職試験
（裁判所事務官、高卒者区分）

◇試験日時 ９月１３日（日）午前９時３０分～
◇試験場所 宇都宮工業高等学校（宇都宮市雀宮町５２）
◇試験種類 甲種（特類、第１類～第５類）
、乙種（第１類～第７類）
◇受付期間 ７月６日（月）～１７日（金）
◇申込 （一財）消防試験研究センター栃木県支部
※受験願書等は、下記、県内消防局および消防本部で配布します。
※申込方法等詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 （一財）消防試験研究センター栃木県支部
☎０２８－６２４－１０２２
ＦＡＸ０２８－６２４－１６５８

◇受験資格 令和２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３年３月３１日までに高等学校を卒業する見
込みの人（令和２年４月１日において中学校卒業後２年
以上５年未満の人も受験できます。
）
◇受付期間 ７月７日（火）１０時～１６日（木）
◇申込 インターネットでお申し込みください。
ＵＲＬ：https://www-shiken.courts.go.jp/
◇試験日 ９月１３日（日）
■問合 宇都宮地方裁判所事務局総務課人事第一係
☎０２８－６２１－４７４４

矢板東高等学校附属中学校説明会
◇日時 ８月２日（日）午前１０時３０分～正午
受付：午前１０時～
◇場所 矢板東高等学校附属中学校（矢板市東町４－８）
◇内容 ・矢板東高等学校附属中学校の教育内容、学校生活の概要
・令和３年度入学者選考等
◇対象 小学生、保護者、関係機関・団体等（参加資格、条件等なし。
）
※小学生のみ、保護者のみの参加も可能です。
（事前申し込み不要）
◇定員 ６００名
※駐車場の混雑が予想されますので、
時間に余裕をみてお越しください。
また、
できるだけ公共交通機関を利用してください。
（矢板駅より徒歩
１０分）
※学校一般公開を１０月１８日（日）午前９時５０分～午後０時４０
分に実施します。
（上履き、
下履きを入れる袋を持参してください。
）
※当日、受付で願書配布を行っています。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、
日時等を変更する場合は、
本校ホームページ（http://www.tochigi-edu.ed.jp/yaitahigashi/nc2/）
等でお知らせします。
■問合 矢板東高等学校附属中学校（教頭：青木）
☎０２８７－４３－１２４３

屋外広告物講習会
県内で屋外広告業を営む人は営業所ごとに業務主任者を置くこと、
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。この業務主任者および管理者は、
講習会を修了した人等でなければなりません。
これから屋外広告業を始めようとしている人や広告物の管理者にな
ろうとしている人は、必要に応じてこの講習会を受講してください。
◇日時 ８月１９日（水）午前９時～午後５時
◇場所 県庁東館講堂（宇都宮市塙田１－１－２０）
◇定員 先着４８名（定員になり次第締め切り。
）
◇費用 ３，６００円
◇申込 ７月１日（水）から３１日（金）までに受講申請書に必要事
項を記入し、最寄りの土木事務所屋外広告物担当窓口へ持参
してください。
※土・日曜日および祝日を除く。
■問合 県都市計画課景観づくり担当 ☎０２８－６２３－２４６３

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やその
家族、上司・同僚からの相談に、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。
◇日程等 ①奇数月第２金曜日
場所：宇都宮労政事務所（宇都宮市竹林町１０３０－２）
②偶数月第２金曜日
場所：小山労政事務所（小山市犬塚３－１－１）
③偶数月第３水曜日
場所：大田原労政事務所（大田原市中央１－９－９）
④奇数月第３水曜日
場所：足利労政事務所（足利市伊勢町４－１９）
※時間はすべて午後１時３０分～４時３０分です。
◇内容 面接または電話相談（１回約５０分）
※１人３回まで利用できます。
◇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・日曜日および祝日を除く。
■問合 栃木県宇都宮労政事務所 ☎０２８－６２６－３０５３
栃木県小山労政事務所 ☎０２８５－２２－４０３２
栃木県大田原労政事務所 ☎０２８７－２２－４１５８
栃木県足利労政事務所 ☎０２８４－４１－１２４１

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
オープンキャンパス
◇日時 第１回：７月１１日（土）
第２回：８月７日（金）
第３回：８月２２日（土）
※時間はすべて午前９時１０分～１１時５０分です。
◇内容 学校説明、在校生・保護者との懇談会等
◇申込 希望者は、電話または本校ホームページ（http://shioyans.iuh
w.ac.jp/）で申し込む。
■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務部
☎０２８７－４４－２３２２

田んぼの学校 志鳥倶楽部
「田んぼまわり、虫取り大作戦！パート１３」
◇日時 ７月４日（土）午前１０時～正午
◇場所 志鳥窯下の森（志鳥１９６７－２）
※雨天の場合は、志鳥上公民館（志鳥１７９８）で行います。
◇内容 ・滝田さんのすごいぞ昆虫、昆虫教室 森の中の頭の体操
・高橋先生からみなさんに指令書が！虫集めにチャレンジ
・赤とんぼと米作り、岡田さんの水生昆虫教室
・ほかほかの新じゃがを食べよう！
◇講師 とちぎ昆虫愛好会会長（元宇都宮大学講師） 高橋滋 氏
◇費用 無料
◇持物 汚れても良い服装、帽子、タオル、長靴等
※虫かご・虫取り網を持っている人はご持参ください。
※事前申し込みは不要です。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、検温する等、健康状態を確
認してからご参加ください。
■問合 志鳥倶楽部（滝田） ☎０９０－４１６７－３２１３

自筆証書遺言書の保管制度
７月１０日（金）から全国の法務局において、自筆証書遺言書を預
かる「自筆証書遺言書の保管制度」が始まります。この制度を利用す
るには、予約のうえ遺言者本人が法務局に行く必要があります。
また、これまでどおり自筆証書遺言書を自ら保管することや公証役
場における公正証書遺言を作成することもできます。
制度の詳細は、法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/MINJI/m
inji03_00051.html）でご確認ください。
■問合 宇都宮地方法務局供託課 ☎０２８－６２３－０９２３
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滝愛宕台線の道路工事により
車両通行止めになります

弁護士による市民法律相談
◇日時
◇場所
◇内容
◇対象
◇費用
◇申込

市道滝愛宕台線の道路工事に伴い、車両通行止めになります。
なお、歩行者、自転車は通行可能です。
ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
◇通行止期間 ７月２０日（月）～１０月３０日（金）
（予定）
◇通行止時間 午前９時～午後４時
◇工事箇所 滝愛宕台線（烏山小学校～野上神長線）
至 (主)宇都宮那須烏山線
愛宕台運動場
至 金井

市
道
野
上
神
長 車両通行止め(通学可)
線

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

烏山小学校
こども館

滝
駅
JR

７月１６日（木）午後１時３０分～４時
保健福祉センター相談室（田野倉８５－１）
相続、離婚、交通事故、不動産等の問題
市内在住者
無料
７月１日（水）～７日（火）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

烏山中学校
烏
山
線

至 野上

至 野上

■問合 都市建設課整備グループ ☎０２８７－８８－７１１８

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

交通安全協会「交通安全川柳」募集
那須烏山交通安全協会では、市民の皆様の交通安全意識の向上を図
るため、
「交通安全川柳」を募集します。
◇募集期間 ７月１日（水）～９月１０日（木）
◇対象 小学生の部、中学生の部、高校生の部、一般の部（市内居住
の人または市外から市内への通勤・通学者および市に関わり
のある人も含みます。
）
◇募集内容 交通安全・交通事故防止に関する川柳（交通安全や交通
ルールを守ることを促すもの、交通マナーの悪さを厳し
く指摘するもの等）
※作品は１人１句とし、本人作成のもので未発表のものに限ります。
◇応募方法 ハガキに「作品、住所、氏名（ふりがな）
、年齢、職業（学
年）
、電話番号」を明記し、下記あて提出する。
■問合 那須烏山交通安全協会（那須烏山警察署内）
☎０２８７－８３－１６０１
〒３２１－０６２６ 初音３－６

７月上半期の行事予定
日 曜日

■各種相談
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

７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７月１日、１５日 午前９時～正午
◇場所 ・１日：社会福祉センター（初音９－７）
・１５日：保健福祉センター（田野倉８５－１）
■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

水 心配ごと相談

２

木

３

金 特定健診・がん検診（予約者の日） 保健福祉センター

４

土

５

日 【休日当番医】熊田診療所

６

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

７

火

８

水

９

木 窓口延長業務（～19：00）

１０ 金

７月１０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

【もの忘れ相談】
◇日時
◇場所
◇申込
■問合

■■■■■■■■■■

社会福祉センター

窓口延長業務（～19：00）
烏山庁舎・保健福祉センター
アトリエびっき手作り人形展（～１２日）南那須図書館

特定健診・がん検診
もの忘れ相談

☎0287-88-2136

烏山庁舎・保健福祉センター
保健福祉センター
烏山庁舎

１１ 土
１２ 日 【休日当番医】上野医院（那珂川町） ☎0287-96-5151
１３ 月

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】
◇日時 ７月６日（月）午前９時～午後６時
◇場所 大金駅前観光交流施設内
■問合 栃木県精神保健福祉会（やしお会：植村）
☎０９０－４２４２－０１４７

１４ 火
１５ 水 心配ごと相談
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保健福祉センター

