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「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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■広報          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市公式ＬＩＮＥはじまりました！ 
本市の情報を多くの皆さまにお届けするため、

公式ＬＩＮＥアカウントを開設しました。 

市政情報のほか、イベント情報、観光情報、  

災害情報等を配信しますので、「友だち」登録をお

願いします。 

◇アカウント情報 

・アカウント名：那須烏山市 

・アカウントＩＤ：＠nasukara-1112 

◇運用開始日 １２月１日（火）～ 

※ＬＩＮＥを利用するには、スマートフォン、タブレット端末、パソ

コン等のＬＩＮＥアプリを起動できる環境が必要です。アプリのイ

ンストール方法は、ＬＩＮＥホームページ（https://guide.line.me/ 

ja/signup-and-migration/line-install.html）でご確認ください。 

※ＬＩＮＥに投稿、返信いただいた内容には、原則、返信・回答しま

せん。お問い合わせは、各担当部署またはトーク画面のメニューに

ある広聴箱からお願いします。 

※配信の対応時間は、原則、平日の午前８時３０分～午後５時１５分

です。（緊急情報の場合は、この時間以外にも対応することもありま

す。） 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

■感染症対策情報      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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 

※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ウイルス感染症対策本部（総務課内） 

☎０２８７－８３－１１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市営住宅          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
◇野上住宅（野上１１３５） 

１０１号室 

（１戸） 

間取り 
和室３間、洋間１間、台所、浴室（浴槽あり）、

物置、水洗トイレ 

家賃 月額２１，８００円～３２，５００円 

◇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 １２月１日（火）～１５日（火） 

◇受付場所 都市建設課（南那須庁舎） 

※最短の場合、令和３年２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 

 

■学校教育          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市奨学生募集  
経済的理由により、修学が困難な家庭の生徒・学生に奨学金を給付

し、有用な人材育成および教育の機会均等に資することを目的に下記

により奨学生を募集します。 

◇給付年額 高等学校等：１００，０００円 

大学等：２００，０００円 

◇応募資格 ・令和３年４月に高等学校等および大学等に進学または

在学する生徒・学生 

       ・本人または本人の生計を維持する人が本市居住 

       ・在籍校の成績証明書の評価が平均以上 

      ・申請時の家庭状況が当該学校への進学または在学する

ことが困難と選考委員会が認める人 

・他制度の給付型奨学金を受けていない人 

◇募集人数 高校生５名、短期大学生等１名、大学生４名程度 

◇応募方法 １２月１日（火）～令和３年１月１５日（金）に応募要

項（下記および市役所烏山庁舎市民ホール、市内中学校、

市内高等学校備付）にある書類を下記あて提出する。郵

送の場合は令和３年１月１５日（金）必着です。（土・日

曜日、祝日および年末年始は除く） 

※応募要項は、市ホームページからもダウンロードできます。 

◇選考結果 ２月中旬頃までに本人あて通知します。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

１月下旬 
公民館講座 

しもつかれ教室 
中止 

烏山公民館 

☎0287-83-1412 

令和２年１２月１日 Ｎｏ．３６５ 

広 報   おお  知知  らら  せせ  版版   
■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/ 

 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 
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■雇用・就職等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和３年度会計年度任用職員の募集（任用期間：令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

【健康福祉課：看護師】 

職名 業務内容 
給与（報酬） 

[時給] 
応募要件 人数 試験日 問合先 

看護師 介護予防業務、パソコン事務 
1,201円 

～1,223円 

・看護師または保健師免許 

・普通自動車運転免許 
若干名 

令和3年 

1月16日（土） 

健康福祉課 

☎88-7115 

〒321-0526 

田野倉85-1 

◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します） 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分です。 

◇応募方法 １２月２１日（月）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および「会計年度任用職員応募シート」（市ホームページ掲載）に必要事

項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、健康福祉課（保健福祉センター）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、１２月２１日（月）必着です。 

【こども課：助産師・保健師・看護師】 

職名 業務内容 
給与（報酬） 

[時給] 
応募要件 人数 試験日 問合先 

助産師 

保健師 

看護師 

妊娠から子育て期までの母子面接や訪問

等による継続支援（子育て世代包括支援

センター母子保健相談業務） 

1,201円 

～1,223円 

・助産師、保健師、看護師のいずれかの免許 

・普通自動車運転免許 
若干名 

令和3年 

1月15日（金） 

こども課 

☎88-7116 

〒321-0526 

田野倉85-1 

◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します） 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分です。 

◇応募方法 １２月２１日（月）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および「会計年度任用職員応募シート」（市ホームページ掲載）に必要事

項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、こども課（保健福祉センター）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、１２月２１日（月）必着です。 

【こども課：特定保育士・保育士・幼稚園教諭・栄養士・調理員・子育て支援員・保育補助員】 

職名 業務内容 
給与（報酬） 

[時給] 
応募要件 人数 試験日 問合先 

特定保

育士Ｂ 

市立保育園のクラス担任業務、学級経営、

保育業務 

1,201円 

～1,219円 

・保育士資格 

・普通自動車運転免許 

3人 

程度 

令和3年 

1月10日（日） 

こども課 

☎88-7116 

〒321-0526 

田野倉85-1 

特定保

育士Ａ 
市立保育園の学級経営、保育業務 

1,180円 

～1,201円 

・保育士資格 

・普通自動車運転免許 

10人 

程度 

保育士

Ｂ 

市立保育園のクラス担任業務、学級経営、

保育業務 

1,139円 

～1,159円 

・保育士資格 

・普通自動車運転免許 
若干名 

保育士

Ａ 
市立保育園の学級経営、保育業務 

1,119円 

～1,139円 

・保育士資格 

・普通自動車運転免許 

6人 

程度 

幼稚園 

教諭 

つくし幼稚園の学級経営、保育業務、預

かり保育従事 

1,119円 

～1,139円 

・幼稚園教諭免許 

・普通自動車運転免許 

2人 

程度 

栄養士 
市立保育園の給食の献立作成、栄養管理

等 

1,119円 

～1,139円 

・栄養士資格 

・普通自動車運転免許 
若干名 

調理員 
市立保育園の給食の調理、献立作成、ア

レルギー食対応、食材発注等 

1,119円 

～1,139円 

・調理師免許 

・普通自動車運転免許 

5人 

程度 

子育て 

支援員 

・にこにこ保育園の一時預かり保育また

は子育て支援拠点事業 

・すくすく保育園の一時預かり保育 

・つくし幼稚園の預かり保育 

951円 

～968円 

・子育て支援員証および一時預かり事業または地

域子育て支援拠点事業研修の修了証書を有す

る人 

・普通自動車運転免許 

5人 

程度 

保育 

補助員 

市立幼稚園または保育園の園児の生活支

援、保育補助 

897円 

～911円 
・普通自動車運転免許 

3人 

程度 

◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します） 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分です。 

◇応募方法 １２月１６日（水）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および「会計年度任用職員応募シート」（市ホームページ掲載）に必要事

項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、こども課（保健福祉センター）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、１２月１６日（水）必着です。 

※併願は２つの職種まで可能です。併願する場合は、職種ごとに履歴書および必要書類を用意してください。 

※人数は、現時点での予定人数です。 

【共通事項】 

・勤務地や職種により勤務時間の違いや土曜日勤務があります。詳細は、電話等で各問合先に問い合わせるか、各職の「募集案内」（市ホームページ掲

載）をご確認ください。上記給与（報酬）のほか、通勤手当（２ｋｍ以上）が支給されます。 

・令和２年度中に、本市の会計年度任用職員としての経験がある場合、給与（報酬）に加算があります。 

・期末手当は、任用期間が６か月以上、かつ、週３０時間以上勤務する場合に支給されます。 

・週２０時間以上の勤務（時間外勤務を除く）をする場合には、社会保険加入の対象となります。 

・採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。 
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■確定申告        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年分収支内訳書（農業所得用）の 

事前提出 
 確定申告会場での混雑緩和のため、収支内訳書（農業所得用）の事

前提出を受け付けます。 

農業所得があると思われる人あてに､１１月３０日付で収支内訳書

（農業所得用）の様式等を発送しました。あらかじめ、収入金額や必

要経費に関する日々の取引の状況を記録した帳簿を基に作成の準備を

し、早めのご提出をお願いします。 

◇対象 農業所得があると思われる人 

ただし、以下に該当する人には、通知を送付していません。 

・過去２年以上税務署に確定申告している人 

・農業所得が２年以上マイナスの人（収入を必要経費が上回ってし

まっている人） 

・家事消費分のみ生産している人や小作料をもらっているだけの人 

・年末調整をした給与支払報告書、年金支払報告書以外の所得が  

２０万円以下の人 

・前年に用紙送付を希望しない旨の申し出のあった人 

◇作成の際に準備すること 

 ・農業関係通帳の記帳および通帳以外の領収書の整理 

 ・農業機械等の購入年月および購入価格の確認・整理 

 ・収入金額の整理（米や野菜の収穫量や販売金額） 

◇提出 令和３年１月１５日（金）までに必要事項を記入し、市役所

税務課（烏山庁舎）あて提出する｡ 

※収支内訳書を事前提出しただけでは、確定申告、住民税申告をした

ことにはなりません。必ず申告をお願いします｡ 

※収支内訳書（農業所得用）が必要な人は、下記窓口備付の様式等を

ご使用ください。 

・市役所税務課（烏山庁舎） 

・市役所農政課内農業委員会事務局（南那須庁舎） 

・那須南農業協同組合本・支店 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

収支内訳書（農業所得用）事前申告用紙の 

個別送付を終了します 
 例年、農業所得のある人あてに収支内訳書を送付し、確定申告前に

収入や経費等の計算をお願いしていましたが、令和３年分申告から個

別送付を終了します。 

※送付終了により確定申告が不要となる訳ではありません。申告の要

否について判断がつかない場合は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

確定申告に便利な 

「ＩＤ・パスワード発行会」の開催 
 マイナンバーカードやカードリーダーがなくてもＩＤ（利用者識別

番号）とパスワードを使って自宅のパソコンやスマートフォンから電

子申告ができます。 

税務署や市役所での確定申告は例年混雑しますので、新型コロナウ

イルス感染症の感染防止対策のためにもおすすめします。 

◇日時 １２月１０日（木）、１１日（金）午前１１時～午後２時 

◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室  

◇内容 税務署職員と対面による本人確認後に「ＩＤ・パスワード」    

を発行します。（代理人申請不可） 

◇持物 運転免許証等顔写真付きの本人確認ができるもの 

※既に利用者識別番号を取得している人は、取得済の利用者識別番号

が確認できる書類をお持ちください。不明の場合は新規の取得とな

ります。 

※原則、当日に発行しますが、後日郵送となる場合があります。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

氏家税務署からの確定申告のお知らせ 
確定申告には、自宅からパソコンやスマートフォンで利用できるｅ

－Ｔａｘ・スマートフォン申告が便利です。国税庁ホームページの「確

定申告書等作成コーナー」を利用すれば、多くの人で混雑する確定申

告会場に出向かなくても、マイナンバーカードとＩＣカードリーダラ

イタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用して、ｅ

－Ｔａｘで申告書を提出できます。なお、事前に税務署でＩＤ・パス

ワード方式の手続きをすれば、マイナンバーカードやＩＣカードリー

ダライタがなくてもｅ－Ｔａｘを利用できます。また、作成した申告

書を印刷して、郵送等で税務署に提出することもできます。 

来年の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の

ために、ぜひ、自宅からｅ－Ｔａｘをご利用ください。 

【確定申告等のお問い合わせ】 
国税庁ホームページの「タックスアンサー」、「税の情報・手続・用

紙」をご覧ください。  

【ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーの操作等のお問い合わせ】 
・ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク 

 ☎０５７０－０１－５９０１（土・日曜日および祝日、１２月２９

日～令和３年１月３日を除く） 

・スマートフォン申告は、右記のＱＲコードを 

読み取り、申告書を作成してください。 

【所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場の開設】 
◇日時 令和３年２月１６日（火）～３月１５日（月） 

・受付：午前８時３０分～午後４時（状況により、午後４時

前に受け付けを終了する場合があります） 

・相談：午前９時～ 

※土、日曜日および祝日を除く。 

◇場所 氏家税務署２階会議室 

※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、今回は還付申告相談

を２月１５日（月）以前でも受け付けます。 

※確定申告会場では、混雑を回避するため、時間をずらしての来場を

お願いすることもあります。 

※確定申告会場には、マスク着用のうえ、できる限り少人数でお越し

ください。 

※入場の際に検温を実施します。咳・発熱等の症状のある人は、入場

をご遠慮いただく場合があります。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

■年金・人権相談       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民年金保険料の控除証明書 
 令和２年１月１日から１２月３１日までに納付する国民年金保険料

は、「所得税および住民税の申告」で全額が社会保険料控除の対象とな

ります。「年末調整」や「確定申告」で社会保険料の控除を申告する場

合、日本年金機構から送付された「社会保険料（国民年金保険料）控

除証明書」が必要ですので、大切に保管してください。 

 令和２年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付

された人には１１月上旬に証明書が送付されていますので、ご確認く

ださい。なお、紛失等により控除証明書の再発行が必要な場合は、下

記あてご連絡ください。 

※令和２年１０月１日から１２月３１日までに初めて国民年金保険料

を納付する人の証明書は、令和３年２月上旬に送付予定です。 

■問合 日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル（音声案内） 

☎０５７０－００３－００４ 

 ☎０３－６６３０－２５２５（０５０で始まる電話の場合） 

 

特設人権相談所を開設します 
 １２月４日～１０日は第７２回人権週間です。この人権週間にあわ

せて「特設人権相談所」を開設しますので、ご利用ください。 

◇日時 １２月７日（月）午前９時～正午 

◇場所 保健福祉センターボランティア室 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 
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■観光・商工        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

とちぎテレビ 

「Ｕ字工事の旅！発見」が放送されます 
 バスガイドに扮した川俣市長が、お笑いコンビＵ字工事と一緒に本

市の観光スポットを紹介します。ぜひ、ご覧ください。 

◇放送日 本放送 １２月３日（木）午後７時～７時３０分 

     再放送 １２月５日（土）午前９時～９時３０分 

     再々放送 １２月７日（月）午前１１時～１１時３０分 

■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

令和３年賀詞交歓会の開催を中止します 
 例年１月に開催していた「那須烏山市賀詞交歓会」は、新型コロナ

ウイルス感染症感染拡大防止の観点から、開催中止を決定しました。 

 参加を予定されていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解

いただけますようお願いします。 

■問合 那須烏山市賀詞交歓会事務局（商工観光課内） 

☎０２８７－８３－１１１５ 

 

スタンプスタンプセール 
 烏山スタンプ会では、今年もスタンプスタンプセール大抽選会を実

施します。なお、本年度は成田山初詣の中止に伴い、その事業予算を

当選数の増額分として計上したため、例年よりも豪華な抽選会を開催

します。スタンプ券をお持ちの人は、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 １２月１３日（日）午前１０時～正午 

◇場所 ベンチャープラザ那須烏山前 

※１回の抽選で４冊までです。ただし、何回でも抽選できます。 

※卵のつかみ取りを行います。（無くなり次第終了） 

■問合 烏山スタンプ会（那須烏山商工会内） 

 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

■農林業        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

農業委員および農地利用最適化推進委員の 

募集期間を延長します 
農業委員および農地利用最適化推進委員について、期限としていま

した１１月３０日現在において募集定数に達しておりませんので、次

のとおり募集期間を延長します。 

◇募集期間（延長期間） １２月１日（火）～２１日（月） 

◇農業委員 １９名 

◇主な活動 農地の権利移動や許認可業務、担い手への農地の集積・

集約化、耕作放棄地の発生防止、新規参入の推進、その

他所掌事務に関する事項 

◇農地利用最適化推進委員 ２５名 

◇主な活動 担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・

解消、新規参入の促進、その他所掌事務に関する事項 

【両委員共通事項】 
◇任期 令和３年５月２２日～令和６年５月２１日（３年間） 

◇応募資格 農業に関する識見を有し、職務を適切に行うことができ

る人 

※他にも要件がありますので、詳細は、募集要項でご確認ください。 

◇応募方法 １２月１日（火）～２１日（月）に届出様式（下記備付

および市ホームページ掲載）に記入し、下記あて提出す

る。（土・日曜日を除く） 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時まで、郵

送の場合は１２月２１日（月）必着です。 

※詳細は、下記あて問い合わせるか、市ホームページでご確認ください。 

■問合 農政課農地調整グループ（農業委員会事務局） 

☎０２８７－８８－７１１７ 

農作業に伴う公道の泥汚れ防止について 
 トラクター等での農作業後に、田畑から公道に出る際は、必ず泥を

落としてから走行するようお願いします。通行の妨げになり、交通事

故の原因にもなり大変危険です。誤って汚してしまった場合は速やか

に泥の撤去や清掃をお願いします。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

■交通安全        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

年末の交通安全県民総ぐるみ運動 
 年末のこの時期は、交通事故が多発傾向にあります。市民１人ひと

りが交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。 

◇期間 １２月１１日（金）～３１日（木） 

◇スローガン 「マナーアップ！あなたが主役です」 

◇運動の重点 ①子供と高齢者の交通事故防止 

②安全運転の励行と飲酒運転等の根絶 

③「原則ハイビーム」と「ライト４（フォー）運動」

の推進 

◇統一行動日  

・１２月１８日（金）「飲酒運転根絶」強化の日 

・１２月２１日（月）「ライト４（フォー）運動」強化の日 

 ・１２月２５日（金）「シートベルト・チャイルドシートの着用」    

強化の日 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■環境        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

冬の省エネルギーの取り組み 
寒い冬は電気や燃料といったエネルギーの使用が増える季節です。 

この冬は感染症予防の影響もあり、自宅で過ごす時間も多くなると

思われます。自宅でできる各種工夫を意識して、省エネルギーの取り

組みにご協力ください。 

区分 取組内容 

暖房機器 ・エアコンやファンヒーターの頻繁なオンオフを行わない

ようにしましょう。暖房効果が低くなるうえ、消費電力

が増加する場合があります。 

・暖房で温められた室内の熱は、主に窓から逃げていきま

す。厚手のカーテンを床まで届くように設置するなど、

窓から熱を逃さないように工夫してみましょう。 

・ひざ掛けを使う、厚着をする等のウォームビズを実践し

てみましょう。 

お湯 ・お湯を出しっぱなしにしないようにしましょう。 

・お風呂のお湯の追いだきをしないように、家族で間隔を

あけずに入浴してみましょう。 

テレビ 

パソコン 

視聴していない時、使用していない時はこまめに電源を

切ったり、スリープ状態にしたりしましょう。画面の明る

さ設定が明るすぎないか確認し、部屋の明るさに合わせる

ことも省エネルギーの取り組みになります。 

冷蔵庫 冷蔵庫の温度設定を変えることで、省エネ効果が得られ

ます。暑い時期は「強」の設定でも、冬は「中」や「弱」

の設定に見直してみましょう。 

トイレ 放熱防止のため、便座のフタを閉めることや、節電モー

ドにする等、暖房便座の使い方も見直してみましょう。 

◇関連ウェブサイト 

・「冬季の省エネルギーの取組について」（経済産業省） 

ＵＲＬ：https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201023006/ 

20201023006.html 

・「無理のない省エネ節約」（資源エネルギー庁） 

ＵＲＬ：https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/ 

saving/general/howto/ 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 
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■健康・福祉        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

保健福祉センター和室・会議室等の 

利用を一時休止します 
 保健福祉センターの空調等の改修工事により、下記の期間は和室・

会議室等を利用できませんのでご注意ください。 

◇期間 令和３年３月１日（月）～令和４年３月３１日（木） 

※健康福祉課、こども課、那須烏山市社会福祉協議会、地域包括支援

センターみなみなす、ＪＡデイサービスセンターひまわりは通常ど

おり運営します。 

※３月に予定されている検診等については、予定どおり実施します。 

※改修工事の進捗状況により上記期間が変更になった場合は、再度   

お知らせします。 

■問合 健康福祉課生活福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

ＨＩＶ（エイズ）検査 
 ＨＩＶ（エイズ）検査を実施しています。匿名で受けることができ

ます。 

◇日時 毎週火曜日 午前９時～１０時（要予約） 

◇場所 県北健康福祉センター本館（大田原市住吉町２－１４－９） 

◇検査内容 ①ＨＩＶ抗体検査（血液検査） 

②性感染症検査（血液検査、尿検査） 

◇費用 無料 

◇検査結果通知 

①ＨＩＶ抗体検査 

採血してから約１時間後以降に本人に直接通知します。ただし、判

定保留となった場合は、１週間後以降に改めて通知日を設定します。 

②性感染症検査 

・血液検査（梅毒検査）  

採血してから約１時間後以降に本人に直接通知する。ただし、判

定保留となった場合は１週間後以降に改めて通知日を設定します。 

・尿検査（性器クラミジア感染症、淋菌感染症検査） 

１週間後以降に通知日を設定し、本人に直接通知します。 

※感染が気になる出来事があってから１２週間以上経過してから受検

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 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

 

とちぎ難病相談支援センター 

電話での医療相談 
電話での相談となるため、予約時間には電話に出られる状態でお待

ちください。 

【内分泌系疾患】 
◇日時 １２月１０日（木）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院内分泌代謝科医師 倉科智行 氏 

◇主な疾患 下垂体前葉機能低下症、下垂体性成長ホルモン分泌亢進

症、下垂体性ＡＤＨ分泌異常症、下垂体性ＰＲＬ分泌亢進症、下垂

体性ゴナドトロピン分泌亢進症、クッシング病、先天性副腎皮質酵

素欠損症、副甲状腺機能低下症、下垂体性ＴＳＨ分泌亢進症、甲状

腺ホルモン不応症、先天性副腎低形成症 

◇予約締切日 １２月７日（月） 

【骨・関節系疾患】 
◇日時 １２月１９日（土）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 自治医科大学附属病院整形外科医師 井上泰一 氏 

◇主な疾患 後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症、特発性大腿骨頭壊死

症、広範脊柱管狭窄症、強直性脊椎炎、骨形成不全症、ビタミンＤ

抵抗性くる病／骨軟化症 

◇予約締切日 １２月１６日（水） 

※予約締切日までに下記あて申し込む。 

※受付時間は月～金曜日：午前１０時～正午、午後１時～４時です。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

休日当番医の変更 
 １２月２０日（日）鈴木整形外科が「上野医院」に変更になります。 

※鈴木整形外科は閉院しています。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

■子育て支援        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

児童手当・特例給付制度 
 児童手当・特例給付は中学校卒業までの児童を養育している人に支

給されます。受給には、認定請求書の届出が必要です。（公務員の受給

者は、職場にお問い合わせください）また、現在受給中の人で、児童

や受給者の状況に変更がある場合にも、届出が必要となります。 

いずれも事由が生じた日の翌日から１５日以内の手続きが必要で、

手続きが遅れると手当が支給されない期間が発生する場合があります。 

◇支給対象 父母のうち所得が高い人、施設設置者、里親等 

◇支給額 

児童の年齢等 児童１人あたりの月額 

３歳未満 一律１５，０００円 

３歳～小学６年生 
１０，０００円 

（第３子以降は１５，０００円） 

中学生 一律１０，０００円 

所得制限限度額以上 特例給付として、一律５，０００円 

◇支給時期 ６、１０、２月に、それぞれ前月分までを支給 

◇届出 世帯等の状況が変わった場合（出生、転居、転出、児童を養 

育しなくなった、配偶者の有無が変わった等）、公務員になっ

た、または公務員でなくなった場合、受給者や児童の氏が変

わった場合、振込先の口座を変更する場合 

※子育てワンストップサービスでは、マイナンバーカードを使って現

況届等の手続きをオンラインで申請できます。 

※児童手当を地域の児童支援のため寄付していただける人は、下記あ

てご相談ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

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。 

【４か月児健診】 
◇日時 １２月２２日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年８月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 １２月２３日（水）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年４月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 １２月２１日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年１１月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 １２月２１日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年５月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 １２月２５日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年１１月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 １２月２２日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年５月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 １２月２５日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 平成２９年１１月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 １２月２３日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２７年１２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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 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 

お子さんが予防接種を受ける前に！ 
お子さんが予防接種を受けるとき、体温・体調等を記載する「予診

票」に正確な情報の記載をお願いします。 

◇記入誤りが多い点 ・生年月日（兄弟姉妹で間違えていないか） 

・接種回数（正しく記載しているか） 

※市でお子さんの接種履歴を把握するため、記入誤りがあると今後の

案内の際に、正しくお知らせすることができない場合があります。 

※これまでの履歴は、母子手帳の予防接種ページでご確認ください。 

※予診票の書き方や接種時期に関すること等は、予防接種を受ける医

療機関また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 

 

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 １２月２４日（木）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 離乳食期の乳幼児と保護者 

◇申込 １２月１８日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※電話での相談もできます。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 

 

こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】 
◇日時 毎週水曜日 午前１０時～１０時４５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 市内在住の未就園児と保護者等 先着３組程度 

◇申込 事前申し込みは不要です。 

※日曜日の「ぴよぴよ広場」は当面休止します。 

【管理栄養士によるお話】 
◇日時 １２月１５日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 年末年始のお食事・冬至の食べ物 

◇対象 市内在住の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 先着３組程度 

◇申込 事前申し込みは不要です。 

【クリスマス飾りの制作】 
◇日時 １２月１６日（水）～２０日（日）午前９時～午後４時 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 

◇申込 事前申し込みは不要です。（制作物は、来館時、先着順に配布

します） 

※利用する際はマスクを着用してください。また、発熱等の症状があ

る人は利用をご遠慮ください。 

※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 

 

ひまわりきっず「お楽しみ会」 
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 １２月９日（水）午前１０時～１１時３０分 

受付：午前９時４５分～ 

◇場所 烏山公民館 

◇内容 一足早く サンタを呼ぼう！ 

◇対象 市内在住の２歳以上の幼児と保護者等 先着６組 

◇費用 １組１００円（保険料等） 

◇持物 飲物 

◇申込 １２月５日（土）までに電話等で下記あて申し込む。 

※新型コロナウイルス感染症対策に努めて実施します。 

※月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

不妊治療費の一部助成 
 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 

◇助成の内容 

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・医療保険より不妊治療費の助成のある場合には、優先して

受給し、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 

 

子育て支援センターきらきら 
【1２月のお誕生日カード作り】 
◇内容 センター利用時に親子でお誕生カードを作ります。１２月生

まれの旨をお伝えください。（事前申し込みは不要です） 

◇対象 市内在住の１２月生まれの未就園児と保護者 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、利用時にはマスクを着用 

（２歳未満のお子さんは不要）してください。なお、発熱等の症状

がある人や体調不良の人は利用をご遠慮ください。 

※利用時間・入室人数等を制限する場合があります。事前に下記あて

お問い合わせいただくと利用時間等をご案内できます。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

■スポーツ・図書館        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

運動施設利用停止・トイレの冬季閉鎖 
１２月２８日（月）～令和３年１月４日（月）は、全ての運動施設

の利用を停止します。なお、緑地運動公園野球場は令和３年２月２８

日（日）まで、烏山運動公園テニスクレイコートは令和３年３月３１

日（水）まで利用停止とします。 

また、下記の運動施設トイレを凍結破損防止のため冬季閉鎖します。 

◇期間 １２月～令和３年３月３１日（水） 

◇閉鎖箇所 ・緑地運動公園：軟式野球場側トイレ、野球場北側トイレ 

・烏山野球場：北側簡易水洗トイレ 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

南那須図書館 

特別休館日（蔵書点検） 
◇期間 １２月７日（月）～１１日（金） 

※図書の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用ください。ＣＤ、

ＤＶＤ、ビデオテープの返却は、破損の恐れがあるので開館日に直

接カウンターに持参してください。 

※期間中は、インターネットの予約ができません。 

※烏山図書館は開館しますが、南那須図書館の資料は利用できません。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 
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■その他          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

盆栽展 
◇日時 １２月５日（土）、６日（日） 

各日とも午前９時３０分～午後３時３０分 

◇場所 殖産ホール（栃木銀行烏山支店近く） 

◇内容 季節感のある松柏類、雑木類を展示します。また、チャリテ

ィー即売会も行います。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 日本盆栽協会那須烏山支部（高野） 

☎０２８７－８２－３４１９ 

 

栃木県立博物館 県博デー 
 もっと皆さんに博物館を知り楽しんでいただくために、「博物館の

日イベント」を毎月第３日曜日に開催しています。 

◇日時 １２月２０日（日）午前９時３０分～ 

◇場所 栃木県立博物館（宇都宮市睦町２－２） 

◇内容 百人一首読み札ぬり絵、クイズにチャレンジ！、博物館コン

サート、キッズツアー、学芸員とっておき講座等、イベント

が盛りだくさんです。 

※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 

 

自殺予防いのちの電話 
◇日時 毎月１０日午前８時～１１日午前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 

 

放送大学 ４月入学生募集 
 放送大学はテレビおよびインターネットで授業を行う通信制の大学

です。働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたい等、様々な目

的で、幅広い世代の人が学んでいます。 

 ただいま、令和３年４月入学生を募集しています。詳しい資料を送

付しますので、気軽にお問い合わせください。 

◇出願期間 ・１１月２６日（木）～令和３年２月２８日（日） 

・令和３年３月１日（月）～３月１６日（火） 

※インターネット（http://www.ouj.ac.jp）でも受け付けします。 

■問合 放送大学栃木学習センター ☎０２８－６３２－０５７２ 

 

自動車事故にあった人へ 
【重度障害者介護料支給制度】 
（被害・加害・自損を問いません。） 

◇対象 自動車、オートバイ事故により、脳、脊髄、胸腹部臓器を損

傷した人（重度後遺障害の程度および介護経費に応じ支給） 

◇給付金 ・常時要介護 月額７２，９９０円～２１１，５３０円 

         ・随時要介護 月額３６，５５０円～８３，４８０円  

【育成資金貸付制度（無利子）】 
（中学生までの交通遺児） 

◇対象 保護者が自動車、オートバイ事故で亡くなった場合や、重い

後遺障害を残すこととなった家庭の中学生以下の児童 

◇貸付金 ・一時金 １５５，０００円 

     ・月額 １０，０００円または２０，０００円 

・入学支度金 ４４，０００円 

※返還方法は卒業後２０年以内の月々均等払いです。 

※高校・大学等へ進学した場合は在学期間中、返還が猶予されます。

越年資金等、支給金もあります。 

■問合 ＮＡＳＶＡ自動車事故対策機構栃木支所 

☎０２８－６２２－９００１ 

とりたて野菜直売所イベント「感謝祭」 
◇日時 １２月６日（日）午前８時３０分～午後１時 

※小雨決行、荒天時は中止 

◇場所 とりたて野菜直売所（初音７－５） 

◇内容 新鮮野菜、みそ田楽販売、新米抽選会 

■問合 とりたて野菜直売所 ☎０２８７―８４－０７３１ 

 

なかがわ水遊園 

冬の企画展 色（しき）おりおり 
【折り紙と生き物たちに願いを込めて】 
あたたかな色合いの生き物たちと願いを込めて折った折り紙作品の

数々。皆さんと共に作り上げた折り紙ウォールが会場をやさしく包み

込みます。進むたびに景色を変える会場であなたは何を願いますか？ 

◇期間 １１月２７日（金）～令和３年１月２４日（日） 

開園時間：午前９時３０分～午後４時３０分 

◇場所 なかがわ水遊園おもしろ魚館２Ｆギャラリー 

（大田原市佐良土２６８６） 

■問合 なかがわ水遊園 ☎０２８７－９８－３０５５ 

 

令和３年版県民手帳 
 下記店舗において県民手帳を販売していますので、各店舗に在庫確

認のうえ、お買い求めください。 

◇販売店舗 

・ローソン 那須烏山旭一丁目東店 ☎０２８７－８３－８８５５ 

烏山谷浅見店 ☎０２８７－８０－０５５０ 

那須烏山大桶店 ☎０２８７－８２－７２３０ 

・ホームセンターカンセキ烏山店 ☎０２８７－８３－２７１１ 

・ＧＥＯからす山店 ☎０２８７－８０－０８８０ 

◇価格 ポケット版：４４０円（税込）、通常版：５５０円（税込） 

◇販売期間 令和３年１月３１日（日）まで 

※「セブン・イレブン」では販売しませんので、ご注意ください。 

※市役所総合政策課（烏山庁舎）でも販売しています。詳細は、下記

あてお問い合わせください。 

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

かいけつサポート（認証紛争解決手続） 
【法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度】 
 この「かいけつサポート」は、様々な民事上のトラブルについて、

法務大臣の認証を受けた民間事業者がトラブルの当事者間に入り、裁

判によらず話し合いによって柔軟な解決を図るサービスです。 

◇裁判と「かいけつサポート」の一般的な違い（主なもの） 

区分 裁判 かいけつサポート 

実施主体 裁判官 各分野の専門家 

秘密の保護 公開 非公開（原則） 

手続きの進行 
民事訴訟に従った手続き

進行 

ニーズに応じた柔軟な手

続き進行が可能 

費用 裁判所の訴訟費用 
認証を受けた民間事業者

に支払う費用 

強制執行力 あり なし 

◇「かいけつサポート」を提供する栃木県の民間事業者 

・民事に関する紛争（紛争の目的の価格が１４０万円以下） 

栃木県司法書士会 ☎028-614-1122 

 ・土地の境界に関する紛争 

   栃木県土地家屋調査士会 ☎028-307-2187 

※その他、商事に関する紛争やソフトウエアに関する紛争等、全国的

に対応できる事業者がいます。詳細は、法務省「かいけつサ 

 ポート」ホームページ（http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR 

 /index.html）でご確認ください。 

■問合 法務省大臣官房司法法制部審査監督課 

☎０３－３５８０－４１１１（内線５９２３） 
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危険物取扱者試験 
◇日時 令和３年２月７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 

◇受付期間 １２月７日（月）～１８日（金）に下記あて申し込む。

（土・日曜日および祝日を除く） 

■問合 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

 ☎０２８－６２４－１０２２ 

 

都市計画区域マスタープランの縦覧 
 都市計画を変更するにあたり、都市計画（案）が縦覧できます。 

この都市計画（案）について意見のある人は、縦覧期間中に意見書

を提出することができます。提出された意見書の要旨は、県都市計画

審議会に提出されます。 

◇計画の名称 那須烏山都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 （那須烏山都市計画区域マスタープラン） 

◇対象区域 那須烏山市の一部 

◇縦覧期間・意見書提出期間 １２月８日（火）～２２日（火） 

※土・日曜日を除く。 

◇縦覧場所・意見書提出方法 

１２月８日（火）～２２日（火）に意見書（下記縦覧場所備付）に

住所、氏名、生年月日、職業、意見の趣旨およびその理由を明記し、

下記のいずれかの提出先あて持参するか、郵送または栃木県電子申請

システムにより提出する。 

縦覧場所・意見書提出先 住所等 

県県土整備部都市計画課 

計画担当 

〒３２０－８５０１ 

宇都宮市塙田１－１－１ 

県烏山土木事務所 

企画調査部企画調査課 

〒３２１－０６２１ 

那須烏山市中央１－６－９２ 

市都市建設課 

都市計画グループ 

〒３２１－０５９５ 

那須烏山市大金２４０ 

栃木県電子申請システム 
ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/b03/ 

pref/jyouhouka/denshikenchou/shinsei.html 

■問合 県都市計画課 ☎０２８－６２３－２４６５ 

県烏山土木事務所企画調査課 ☎０２８７－８３－１３１６ 

市役所都市建設課 ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

河川工事により車両通行止めになります 
 一級河川中山川のボックスカルバート布設工事に伴い、終日車両通

行止めとなります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

なお、歩行者、自転車、自動二輪車は通行可能です。誘導員の指示

に従い通行願います。 

◇工事箇所 中山地内（有限会社 大野産業様付近） 

◇通行止区間 市道谷浅見平野線および市道中山猫入志鳥堺線 

◇規制期間 １２月１日（火）～令和３年２月中旬 

◇迂回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合 県烏山土木事務所保全部 ☎０２８７－８３－１３２４ 

■各種相談        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１２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 １２月２日、１６日 午前９時～正午 

◇場所 ・２日：社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７） 

・１６日：保健福祉センターボランティア室（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 

【もの忘れ相談】 
◇日時 １２月１１日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 保健福祉センター 

◇申込 相談日の５日前までに下記あて申し込む。（予約制） 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】 
◇日時 １２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 

 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 １２月１７日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 保健福祉センター小会議室（田野倉８５－１） 

◇内容 相続、離婚、交通事故、不動産等の問題 

◇対象 市内在住者 

◇費用 無料 

◇申込 １２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。 

※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 

 

■行事予定        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１２月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 火 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 

２ 水 心配ごと相談 社会福祉協議会烏山支所 

３ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

４ 金 人権週間（～10日）  

５ 土   

６ 日 【休日当番医】白寄医院（那珂川町） ☎0287-92-2710 

７ 月 南那須図書館特別休館（～11日） 南那須図書館 

８ 火   

９ 水   

１０ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１１ 金 
もの忘れ相談 

年末の交通安全県民総ぐるみ運動（～３１日） 

保健福祉センター 

 

１２ 土 特定健診・がん検診（予約者の日） 保健福祉センター 

１３ 日 【休日当番医】水沼医院 ☎0287-84-0001 

１４ 月 特定健診・がん検診（予約者の日） 保健福祉センター 

１５ 火   

 


