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

 

わくわく商品券（プレミアム付商品券） 

購入申し込み 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業者の支援を

目的に、プレミアム付きの商品券（３０％お得です）の購入申し込み

を受け付けています。申込期間は残りわずかとなっていますので、購

入を希望する人はお早めにお申し込みください。 

◇対象 １８歳以上の人 

◇商品券有効期限 １１月２日（月）～令和３年２月２８日（日） 

◇申込 １０月５日（月）または１３日（火）の新聞折り込みチラシ

に付いている専用ハガキまたは郵便ハガキに所定の記載事項

を記入し、１０月２３日（金）までに郵送で下記あて申し込

む。（当日消印有効） 

◇販売方法 申込者に１０月下旬頃に購入引換券を郵送しますので、

記載された指定の販売日時・販売場所（烏山体育館また

は南那須公民館）で購入する。 

※申し込み多数の場合は、抽選のうえ、当選者にのみ購入引換券を郵

送します。 

◇販売日時 １１月２日（月）～５日（木）午前９時～午後４時 

※上記日時のうち、指定の販売日時を購入引換券でお知らせします。 

◇注意事項 ・商品券での買い物は、釣銭は出ません。 

・１万円（１万３千円分）単位で販売し、１人につき   

３万円（３万９千円分）まで購入可能です。 

・１万３千円のうち、１万円は大型店・中小小売店で利用

できる共通券（千円券１０枚）、３千円は大型店以外で利

用できる中小小売店専用券（５００円券６枚）です。 

・使用可能な店舗等詳細は、新聞折込チラシでご確認くだ

さい。チラシは新聞折込の他、下記窓口および市役所商

工観光課窓口（烏山庁舎）にも備え付けてあります。 

■問合 那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

【申請期限延長】事業継続応援金および 

雇用調整助成金等活用促進交付金 
 那須烏山市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金および那

須烏山市雇用調整助成金等活用促進交付金の申請期限を延長します。

対象となる事業者は、制度の積極的な活用をご検討ください。対象要

件等詳細は、市ホームページでご確認ください。 

◇申請方法 １０月３１日（土）までに申請書（市ホームページ掲載）

に必要事項を記入・押印し、関係書類を添付のうえ、郵

送で下記あて申請する。（当日消印有効） 

※申請書等は、下記窓口および市役所南那須庁舎ホールでも取得でき

ます。感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

■市政功労伝達式 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年度那須烏山市市政功労伝達式 
 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、那須烏山市市政功労伝達式を開催しま

す。従来の市表彰式では、会場にどなたでも入場できましたが、今年

度はコロナ禍における社会情勢に鑑み、参列者を被表彰者と一部の来

賓に制限させていただき、規模を縮小し行いますのでご了承ください。 

◇日時 １０月２５日（日）午前１０時開式 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

11月 健康福祉まつり 中止 
社会福祉協議会 

☎0287-88-7881 

11月 語りの集い 中止 
烏山語りの会 

(五月女) ☎0287-82-3180 

11月 着物で紅葉巡り 中止 
街に賑わいを興す会 

(小堀) ☎0287-82-2608 

令和２年１０月１５日 Ｎｏ．３６２ 

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。） 

 

 アイムペットセレモニー 
 

あなたの大切なペットの安らかな 
旅立ちをお手伝いいたします。 

 
フリーダイヤル0120-88-2894 
〒321-0532 栃木県那須烏山市藤田1949-1 
TEL 0287-88-2890 FAX 0287-88-1880 

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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■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１１月１５日（日）執行 栃木県知事選挙 
栃木県知事選挙が下記のとおり執行されます。 

【選挙日程】 

◇告示日 １０月２９日（木） 

◇選挙期日 １１月１５日（日） 

◇投票所 市内１２箇所の投票所 

◇投票時間 午前７時～午後６時 

◇投票の種類 栃木県知事選挙 

【期日前投票】 

◇開設期間 １０月３０日（金）～１１月１４日（土） 

◇投票時間 午前８時３０分～午後８時 

◇開設場所 ・市役所烏山庁舎１階市民室 

・市役所南那須庁舎１階市民ホール 

【臨時期日前投票】 

◇１１月７日（土） ・大木須集会所 午前９時３０分〜１１時 

・木須の郷交流館 午後１時～２時３０分 

◇１１月８日（日） ・志鳥地区公民館 午前９時３０分〜１１時 

・旧境保育園 午後１時～２時３０分 

◇１１月１０日（火） 烏山高等学校 午後４時〜５時３０分 

【入場券の発送】 

入場券は、告示日以降に順次配達されますが、手元に届くまで数日

かかる場合があります。郵便事情等により入場券が届いていない場合

や紛失してしまった場合でも、市の選挙人名簿に登録があれば投票で

きますので、投票所で申し出てください。 

※詳細は、１０月２９日（木）に新聞折込予定のチラシをご覧ください。 

【コロナウイルス感染症対策等】 

マスク着用、咳エチケット、来場前後の手指消毒等にご協力をお願

いします。また、鉛筆の持ち込みを可能とします。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■年金・マイナンバー 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

年金生活者支援給付金制度 
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一

定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せし

て支給されるものです。案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事

務所）が実施します。なお、受け取りには請求書の提出が必要です。 

【受給対象者】 

◇老齢基礎年金を受給している人 

 次の①～③の要件をすべて満たしている必要があります。 

 ①６５歳以上 

②世帯員全員の市町村民税が非課税 

③年金収入額とその他所得額の合計が約８８万円以下 

◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人 

前年の所得額が約４６２万円以下 

【請求手続き】 

◇新たに年金生活者支援給付金を受け取る人 

対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が１０月中旬頃か

ら届きます。同封のハガキ（年金生活者支援給付金請求書）に必要

事項を記入し、提出してください。令和３年２月１日（月）までに

請求手続きが完了した場合は、令和２年８月分からさかのぼって受

け取ることができます。 

◇年金を受給しはじめる人 

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続き

をしてください。 

※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意くだ

さい。 

※年金生活者支援給付金の詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 ねんきんダイヤル ☎０５７０－０５－１１６５ 

「電子証明書」の更新手続きには 

事前予約が必要です 

マイナンバーカードを持っている人で電子証明書更新の案内が届い

た人は、電話で下記あて予約のうえ、来庁してください。 

◇更新手続き可能日時 平日の午前８時３０分～午後５時 

※毎週木曜日の窓口延長業務では手続きできません。 

■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 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

犬の登録および狂犬病予防注射 
新型コロナウイルス感染症の影響で中止していた狂犬病予防集合注

射は、下記の日程に変更して実施します。 

◇日程（烏山地区） 

日程 場所 時間 

１０   

月  

２５  

日 

(日) 

那須烏山市役所 烏山庁舎 ８：４５～９：００ 

向田西二  熊野神社前 ９：１０～９：２０ 

龍門の滝観光駐車場 ９：３０～９：４０ 

滝田ポケットパーク ９：５０～１０：００ 

大桶下公民館 １０：０５～１０：１５ 

大沢せせらぎ公園駐車場 １０：２５～１０：３５ 

大木須集会所 １０：４５～１０：５５ 

旧境保育園 １１：１０～１１：２０ 

境公民館 １１：３０～１１：４０ 

烏山体育館 １１：４５～１１：５５ 

◇日程（南那須地区） 

日程 場所 時間 

１１   

月  

１  

日 

(日) 

那須烏山市役所  南那須庁舎 ８：４５～９：００ 

下川井下公民館 ９：１０～９：２０ 

三箇下公民館 ９：３０～９：４５ 

藤田公民館 ９：５０～１０：０５ 

鴻野山公民館 １０：１５～１０：３０ 

こぶし台コミュニティセンター １０：３５～１０：５０ 

福岡集会センター １１：５５～１１：１０ 

曲畑消防詰所脇 １１：２０～１１：３５ 

小塙 齋藤電気前 １１：４５～１２：００ 

◇費用 ・登録料と注射料：６，５００円 

・注射料：３，５００円 

◇注意事項 

・集合注射を利用の際には、マスク着用や他の人と一定の距離をと

る等、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。 

・既に動物病院で狂犬病予防注射を済ませている場合は、今年度は

再度注射をする必要はありません。 

・注射前に、飼い犬の健康状態について問診表に記入していただき

ますので、会場に連れてくる前に飼い犬の体調をご確認ください。 

・犬の登録は一生涯に１回です。新たに犬を飼い登録が済んでいな

い場合は、登録と予防注射の両方が必要です。 

・登録および注射を受ける際は、おつりの無いようにお願いします。 

・飼い犬に異動（死亡、転居等）があった場合は、下記あてご連絡

ください。 

・集合注射を利用しない場合でも、狂犬病予防注射はかかりつけの

動物病院等で必ず受けてください。 

・当日は、時間内にお集まりください。 

※日程表は、市ホームページにも掲載します。 

※集合注射時に飼い犬に噛まれる事故が発生しています。緊張すると

興奮してしまう等、飼い犬に不安がある場合は、口輪を付ける等対

策をお願いします。 

※注射時に脱走してしまうこともありますので、首輪が緩んでいない

か確認をお願いします。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 
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■農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

八溝そば街道スタンプラリー開催中！ 
◇期間 １２月３１日（木）まで 

◇内容 下記のスタンプラリー参加店で５００円以上の食事または買

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

ントします。 

※同じ店舗のスタンプは、２つ以上あっても１つとカウントします。 

※スタンプ用台紙は、下記の参加店に備え付けてあります。 

◇参加店 田舎そば処長山、手打ちそば花町そば店、松月、 

手打ちそば石川屋、そば処つねや、手打ちそばはん田、 

生そば・うどんはなわ食堂、そば処もり食堂、蕎川庵高瀬、 

そば夢サロン梁山泊、興野農産物直売所、山あげ会館、 

（株）島崎酒造、パン職人いっぴ、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。 

■問合 八溝そば街道推進協議会（農政課内） 

☎０２８７－８８－７１１７ 

 

農業委員および農地利用最適化推進委員の募集 
農業委員および農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、次のと

おり農業委員と農地利用最適化推進委員を募集します。 

◇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 

【農地利用最適化推進委員の担当区域・定数】 

担当区域 定数 担当区域 定数 

中央、金井、南、初音、

旭、城東、愛宕台、表、

城山 

１ 

大金、東原、小河原、 

田野倉、宇井、小倉、 

岩子 

１ 

神長、滝 １ 高瀬、大里 １ 

野上 １ 小塙、森田 １ 

向田、落合 １ 曲畑、曲田 １ 

大木須、小木須、横枕 １ 福岡、八ケ代 １ 

上境、宮原、大沢 １ 鴻野山 １ 

下境、小原沢 １ 小白井、西野 １ 

興野 １ 熊田、月次 １ 

滝田 １ 藤田、南大和久 １ 

中山 １ 三箇 １ 

谷浅見、八ケ平 １ 上川井、下川井 １ 

大桶、白久 １ 志鳥 ２ 

【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 １１月２日（月）～３０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・日曜日および祝日を除く） 

※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 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

栃木県中小企業再生支援協議会による 

経営相談・再生支援 
 栃木県中小企業再生支援協議会では、事業の収益性はあるが、財務

上の問題を抱えている中小企業を対象に、無料で経営相談・再生支援

を行っています。 

◇対象 ・事業自体は円滑に行われているが、過去の投資等による借

入金の返済負担等で、資金繰りが悪化している中小企業 

    ・事業存続の見通しはあるものの、事業の見直しや金融機関

との調整が必要な中小企業 

    ・災害により、被害を受けた中小企業 

◇費用 無料（ただし、再生計画策定等において、必要に応じて費用

負担が発生する場合があります） 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。 

■問合 栃木県中小企業再生支援協議会 ☎０２８－６１０－４１１０ 

 

１０月は「中退共」加入促進強化月間です 
 中小企業退職金共済（中退共）は、中小企業で働く従業員のための

国の退職金制度です。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。 

事業主の皆さん、従業員の確かな安心のために、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す。 

・社外積立型なので管理が簡単です。 

・パートタイマーの人も加入できます。 

※詳細は、機構ホームページ（http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）で

ご確認ください。 

■問合 （独）勤労者退職金共済機構 ☎０３－６９０７－１２３４ 

 

■健康・福祉 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

特定健診・がん検診等日程 
◇日程 

期日 場所 受付時間 

１１月６日（金） 

【女性の日】 

◎婦人検診のみ 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

午後６時 

～７時３０分 

１１月８日（日） 

【予約者の日】 

◎婦人検診等あり 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

午前８時３０分 

～１０時３０分 

（受付時間が異

なる場合があり

ます） 

１１月１６日（月） 

【予約者の日】 

◎婦人検診等あり 

烏山体育館 

（中央２－１３－１２） 

１１月３０日（月） 
保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※番号札は、受付開始時間１０分前から配布しますが、新型コロナウ

イルス感染症対策のため、受付時間が異なる場合があります。 

※申込者には健診実施日の７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等を送付します。 

※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券を持参してください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
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季節性インフルエンザ予防接種のお願い 
季節性インフルエンザ予防接種について、より必要とされている人

に確実にワクチンが届くように、下記の接種時期へのご協力をお願い

します。 

◇接種開始日等 

接種開始日 対象者 

１０月１日（木）～ 

・６５歳以上の人（定期接種対象者） 

・６５歳以上の人の他、６０歳以上６５歳未満

の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等 

※上記の人は早めに接種してください。 

※上記以外の人は１０月２６日（月）まで接種

をお待ちください。６５歳以上の人が滞りな

く接種できるようご協力をお願いします。 

１０月２６日（月）～ 

・医療従者者 

・基礎疾患を有する人 

・妊婦 

・生後６か月～小学２年生 

※上記の人は早めに接種してください。 

※上記以外の人も接種できます。 

※感染症予防のため、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いの徹

底をお願いします。 

※接種する際は、事前に医療機関に予約をお願いします。 

※インフルエンザワクチンは重症化予防等の効果がある一方で、発病

を必ず防ぐものではなく、接種時の体調等によって副反応が生じる

場合があります。医師と相談のうえ接種いただくとともに、接種後

に体調に異変が生じた場合は医療機関にご相談ください。 

※上記の接種日程はあくまでも目安であり、接種日が前後しても接種

を妨げるものではありません。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

    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き（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

されます。 

 （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 健康福祉課（保健福祉センター） 

※受付時間は、平日の午前９時～午後４時です。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、受付は予約制で行います。

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。また、

体調に不安のある人は、体調が回復してから手続きをお願いします。 

※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。 

※前回（第十回）請求者または今回（第十一回）請求者となり得る人

が、令和２年４月１日（基準日）以降に死亡された場合、その相続

人（配偶者または直系の子等）が請求できる場合がありますので、

下記あてお問い合わせください。 

※既に第十一回特別弔慰金の請求手続きを済ませた人については、現

在、県・国の審査中です。準備が整い次第、市から通知を送付しま

すので、もうしばらくお待ちください。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７７－８８－７１１５ 

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

 

令和３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）および定員 

名称（設置場所） 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 

◇対象 小学１年生～６年生の児童 

◇利用時間  

・月曜～金曜日：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２７日（火）～１１月２７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。 

※利用申込書等は、各放課後児童クラブまたはこども館（月曜日・祝

日は休館）で１０月１６日（金）から配布します。また、市ホーム

ページからも取得できます。 

※利用申込書は、令和３年４月１日現在で記入してください。 

◇利用決定時期 令和３年１月下旬から可否決定通知をします。 

■問合 こども課こども館グループ ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

みらいのｋａｚｅ保育園 未就園児教室 
◇日時 １１月５日（木）午前１０時～１１時 

◇場所 社会福祉法人敬愛会 みらいのｋａｚｅ保育園 

（滝田１７７２－１） 

◇内容 親子の触れ合い遊び・パネルシアター 

◇対象 ３か月～３歳未満児 

◇費用 無料 

◇申込 １０月２８日（水）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５時３０分です。 

■問合 みらいのｋａｚｅ保育園 ☎０２８７－８２－７３７６ 
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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 

こどもインフルエンザ予防接種 
季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行を防

ぐため、積極的に予防接種を受けましょう。 

◇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 

◇実施期間 １０月１日（木）～令和３年１月３０日（土） 

※有効性を高めるため、１２月中旬までに接種することをお勧めします。 

◇助成金額 １回 ２，０００円 

※１３歳未満が２回接種する場合には、２回分の助成が出ます。 

◇接種方法  

【市内および那珂川町の医療機関で接種する場合は申請不要です】 
・接種費用から１回あたり２，０００円差し引いた額を支払います。 

・予診票は医療機関に請求するか、こども課（保健福祉センター）

または烏山庁舎正面玄関ロビーで取得し、必要事項を記入のうえ、

医療機関に提出してください。 

【上記以外の医療機関で接種する場合は申請が必要です】 
窓口において全額自己負担で支払った後、こども課（保健福祉セン

ター）へ申請することで、１回につき上限２，０００円を助成します。 

◇申請期間 接種日～令和３年２月２６日（金） 

◇申請場所 こども課（保健福祉センター） 

◇持物 

・領収書（原本で「お子さんの名前」と「インフルエンザ予防接種代」

が明記されたもの） 

・印かん（スタンプ式以外） 

・接種したお子さんの保護者の金融機関の口座情報（通帳のコピー可） 

・接種したお子さんの母子健康手帳または健康保険証 

◇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。 

・同一家族に接種を受けたお子さんが数名いる場合は、まとめて申

請してください。 

・事前に医療機関へ予約し、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 

 

旧優生保護法による優生手術を受けた人へ 
平成３１年４月２４日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支

給法」が成立し、公布・施行されました。県では、これ基づき、優生

手術等を受けた人に一時金を支給します。 

◇対象 次のいずれかに該当する人で、かつ、現在生存している人 

・昭和２３年９月１１日から平成８年９月２５日までに、旧

優生保護法に基づき優生手術を受けた人（母体保護のみを

理由として手術を受けた人は除きます） 

・上記の他、同じ時期に生殖を不能にする手術または放射線

の照射を受けた人（母体保護や疾病の治療を目的とする等、

優生思想に基づくものでないことが明らかな手術等を受け

た人を除きます） 

※対象とならない場合もありますので、詳細は、下記あてお問い合わ

せください。 

◇請求期限 平成３１年４月２４日（法律の施行日）～５年以内 

◇一時金の金額 ３２０万円（一律） 

◇請求手続き 請求書（下記備付）に必要事項を記入し、添付書類（診

断書・領収書）を添付のうえ、下記あて持参または郵

送で提出する。 

※請求書や添付書類の様式は、厚生労働省または県のホームページか

らも取得できます。 

※手続きできる時間は、平日の午前９時～午後５時です。 

■問合 県旧優生保護法関係相談窓口（県こども政策課内） 

☎０２８－６２３－３０６４ 

〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 

 

 

 

 

 

 

子育て支援「１１月の移動出前サロン」 
◇日時 毎週木曜日 午前９時３０分～午後１時３０分 

◇場所 旧向田小学校（向田２１８７） 

◇内容 手遊び、親子体操等で子育て支援員と一緒に遊びましょう！ 

※内容は、市ホームページでも確認できます。 

◇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。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、同時に利用できる人数は 

３組程度を目安とし、利用時間は1組1時間程度とします。 

※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。 

※室内での飲食はご遠慮ください。（ただし、水分補給のための飲料は

可能です） 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

那須烏山市潜在保育士等就労準備金 
 市では、保育士資格または幼稚園教諭免許を持ちながら、保育所等

に勤務していない人を対象に就労準備金を交付します。 

◇対象 市内在住で保育士・幼稚園教諭として、平成３１年４月１日

以降新たに市内の保育所等に勤務（１日６時間以上、かつ、

月２０日以上勤務）している、または勤務することが決定し

ている人で、かつ、１年以上保育所等に勤務していなかった

人 

◇交付額 １０万円（上限） 

◇申込 申請書等（下記備付および市ホームページ掲載）に必要事項

を記入し、下記あて郵送または直接持参する。 

※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 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

■税務 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

来年の確定申告は、ｅ－Ｔａｘで！ 
 令和３年２月から３月にかけて市役所や税務署で行う申告相談は、

新型コロナウイルス感染症の影響により、例年どおりの相談等の受付

が困難になることが予想されます。また、会場が混雑すると３密とな

る危険性が高まります。 

そこで、確定申告の際に申告会場に行かずに済むように、パソコン

やスマートフォンから申告できる「ｅ－Ｔａｘ」をご案内します。 

【マイナンバーカードを取得している場合】 

 マイナンバーカード対応スマートフォンを持っている人は、スマー

トフォンでカードを読み込み、カード取得時に設定した暗証番号を入

力すると、ｅ－Ｔａｘで送信することができます。なお、パソコンで

申告する人は、カード読み込みに対応するＩＣカードリーダライタが

必要になります。 

【マイナンバーカードを取得していない場合】 

 事前に税務署窓口でＩＤ（利用者識別番号）とパスワード（暗証番

号）を発行します。パソコンやスマートフォンで作成した申告書は、

ＩＤとパスワードを入力すると、ｅ－Ｔａｘで送信することができま

す。なお、ＩＤ・パスワード発行の際には、本人確認が必要です。 

【郵送等で提出する場合】 

 ｅ－Ｔａｘで送信できない人は、国税庁ホームページの確定申告書

作成コーナーから申告書を作成し、自宅等のプリンタで印刷すること

で、郵送で税務署に提出することができます。 

※確定申告書を提出する必要がない場合でも、市役所へ住民税申告書

の提出が必要となることがありますので、不明な点がありましたら、

下記あてお問い合わせください。 

■問合 （ＩＤ・パスワード発行に関すること） 

氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

（ｅ－Ｔａｘ操作方法に関すること） 

ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク 

☎０５７０－０１－５９０１ 
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■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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できます。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

防災・行政情報配信サービスを登録しましょう 
 市では、防災・行政情報の配信サービスを行っています。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

信も並行して行いますので、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） 

フィーチャーフォン等 

（現行システム） 

App Store用 

  

 

 

 
 
 

Google Play用 

 

 

 

 

 
※App StoreまたはGoogle Playで

「インフォカナル」と検索して

も登録できます。 

 

 

 

 

 

 

ＵＲＬ：bousai.nasukarasuyama 

-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し

てください。 

 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

県内の雨量・河川水位情報が確認できます 
 出水期を迎えるにあたり、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でき

ます。 

◇サイト名等 

サイト名 ＵＲＬ ＱＲコード 

リアルタイム雨量 

・河川水位情報 
http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/ 

 

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 

 

■問合 県河川課県土防災対策班 ☎０２８－６２３－２４４５ 

 

火災情報メールを登録しましょう 
 栃木北東地区消防指令センターでは、火災情報メール配信サービス 

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、 

@sg-m.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 t-nasu-119@sg-m.jp  

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

■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。 
 

公民館講座 

「味噌づくり教室」参加者募集 
◇日時 １２月４日（金）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇場所 南那須公民館多目的室 

◇内容 味噌の材料を混ぜ、樽に入れて持ち帰ります。（国産大豆・天

日塩使用） 

※１樽約８ｋｇ、１人２樽まで。初めての人は、１樽をお勧めします。 

◇講師 秋葉糀味噌醸造（株） 秋葉節夫 氏  

◇対象 市内在住または在勤の人 先着３０名 

◇持物 マスク、エプロン、三角巾、タオル、新聞紙（１日分程度）、 

    キッチン手袋 

◇費用 １樽４，５００円（材料費・樽代３００円を含む） 

※樽を持参した人には、樽代を返金します。 

◇申込 １０月１７日（土）～３１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 

 

公民館、運動施設利用者 登録更新手続き 
現在使用している利用者番号（ＩＤ）の有効期限は、令和３年３月

３１日（水）までです。令和３年度も施設を利用する場合は、利用者

番号（ＩＤ）の更新が必要となりますので、必ず手続きをお願いしま 

す。また、令和３年度運動施設の大会利用、定期利用の申し込みにつ

いては、対象団体あてに通知します。 

◇対象 公民館、運動施設および学校開放施設を利用する団体・個人 

◇受付期間 令和３年２月２６日（金）まで 

◇受付場所 ・公民館利用者：烏山公民館窓口 

      ・運動施設利用者：生涯学習課（南那須庁舎）窓口 

※今年度、施設を利用している団体・個人には、別途通知します。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 １０月１７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 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 

◇日時 １０月２４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 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

読書週間「図書館リサイクルフェア」 
図書館で不要となった図書や雑誌を無料で差し上げます。 

◇期間 １０月２７日（火）～１１月８日（日） 

◇場所 ・南那須図書館展示ホール（持ち帰りは１０冊まで） 

    ・烏山図書館学習室（持ち帰りは図書・雑誌各５冊まで） 

※マイバッグをお持ちください。また、新型コロナウイルス感染症対

策にご協力ください。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 
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■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

陸上自衛隊高等工科学校生徒等募集 
【陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）】 

◇受付期間 １１月１日（日）～令和３年１月６日（水） 

◇試験期日 １次：令和３年１月２３日（土） 

◇試験場所 １次：宇都宮市 

◇試験科目 １次：国語、社会、数学、理科、英語、作文 

◇応募資格 １５歳以上１７歳未満の男子（中卒者、見込み含む） 

【陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦）】 

◇受付期間 １１月１日（日）～３０日（月） 

◇試験期日 令和３年１月１０日（日）、１１日（月・祝）いずれか１日 

◇試験場所 陸上自衛隊高等工科学校（神奈川県横須賀市） 

◇試験科目 筆記試験（作文含む）、口述試験、身体検査 

◇応募資格 １５歳以上１７歳未満の男子（中卒者、見込み含む） 

【自衛官候補生（男子・女子）】 

◇受付期間 １２月１１日（金）～令和３年１月８日（金） 

◇試験期日 令和３年１月１６日（土） 

◇試験場所 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地（宇都宮市） 

◇試験科目 筆記（国語・数学・社会・作文）、口述試験、適正検査お

よび身体検査 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満 

◇入隊日 令和３年３月末（予定） 

※応募資格における年齢は、令和３年４月１日現在とする。 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

 ☎０２８７－２２－２９４０ 

 

財務省関東財務局の相談窓口 
 借金は経済的な問題だけでなく、心身の健康や家庭・職場等での様々

な問題と密接に関係していることが少なくありません。解決するため

には、早期に適切な窓口に相談することが大切です。 

カードローン、住宅ローン、ショッピングクレジット、教育ローン・

奨学金、自動車ローン、過払い金、保証人等、借金に関する無料相談

を行っています。個人の秘密は必ず守られますので、１人で悩まず気

軽にご相談ください。一緒に解決方法を考えていきましょう。 

◇受付時間 平日の午前８時３０分～正午、午後１時～５時 

◇内容 電話または面談による相談 

■問合 財務省関東財務局宇都宮財務事務所（多重債務専門窓口） 

    ☎０２８－６３３－６２９４ 

 

ジオパーク構想・文化財関連情報発信中 
【ジオパーク構想情報】 
 特設ホームページ（http://nasukara-geo.jp）で、那

須烏山ジオパーク構想に関するイベントやジオサイト

の情報等を紹介しています。ぜひ、ご覧ください。 

【文化財関連情報】 
インスタグラム（＠nasukaru6224）で、烏山城・ジ

オパーク構想・烏山の山あげ行事・その他文化財に関

することを情報発信しています。ぜひ、ご覧ください。 

■問合 生涯学習課文化財グループ 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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 

 

栃木県立博物館企画展 
【貝ってすてき！～美しい貝、美味しい貝、とちぎの貝、大
集合～】 
◇期間 １２月２０日（日）まで 

午前９時３０分～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

◇場所 栃木県立博物館（宇都宮市睦町２－２） 

◇費用 一般２６０（２００）円、高・大生１２０（１００）円、    

中学生以下無料、（ ）内は２０名以上の団体割引料金 

※期間中の休館日等詳細は、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 

 

福祉のお仕事就職フェア（県北エリア） 
◇日時 １１月２１日（土）午後１時～３時３０分 

◇場所 矢板イースタンホテル（矢板市末広町２４－１） 

◇内容 福祉の仕事に就きたい人と求人事業所との相談会です。福祉

の仕事や資格の相談もできます。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 栃木県社会福祉協議会 ☎０２８－６４３－５６２２ 

 

福祉・介護職の見学・体験 
◇実施期間 令和３年３月５日（金）まで 

◇対象 福祉の仕事に興味・関心がある人（中学生以上） 

※中学生が参加する場合は、保護者の同意が必要です。 

◇実施施設 高齢者分野および障がい者分野の施設 

※実施施設は、協議会ホームページ（https://www.tochigikenshakyo.jp/）

で確認できます。 

【見学コース】 
施設内の見学、説明（施設の役割や仕事内容・やりがいについて） 

※分野ごとに１人２回まで参加できます。 

【体験コース】 
①オリエンテーション 

（施設概要、利用者に対する接し方、施設内でのルール等） 

②業務等の体験 

  ・利用者との交流 

  ・利用者の介護補助（食事、入浴、着替え、移動等の介助等） 

  ・業務補助（配膳、清掃、洗濯、作業手伝い等） 

※分野を問わず１人３回まで参加できます。 

◇費用 無料（ただし、交通費、昼食代は自己負担。体験コースは施

設により健康診断費用の自己負担あり） 

◇申込 申込書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※申し込みの最終受け付けは、令和３年２月１９日（金）までです。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 栃木県社会福祉協議会 ☎０２８－６４３－５６２２ 

    〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１－１０－６ 

 

「ケア・アシスタント」として 

介護事業所で働いてみませんか？ 
 栃木県社会福祉協議会では、元気な高齢者等を対象に「ケア・アシ

スタント」を養成し、養成した人材と介護事業所とのマッチングを行

っています。 

ケア・アシスタントとは、介護事業所において職員をサポートし、

直接介護以外の周辺業務（食事の配膳や片付け、清掃、見守り等）に

従事する職員のことです。 

申し込みは、随時受け付けしていますので、興味のある人は、ぜひ、

お申し込みください。 

◇対象 ケア・アシスタント職を希望する人および介護職に興味・関

心のある人（資格や経験は問いません） 

◇費用 無料 

◇申込 電話または直接来所し、下記あて申し込む。 

■問合 栃木県社会福祉協議会 ☎０２８－６４３－５６２２ 

    〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１－１０－６ 
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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 
◇日時 １１月７日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 志鳥地区公民館（旧志鳥小学校） 

◇散策コース 

 「岩川と横穴墓」（歩行７ｋｍ程度） 

岩川の堤防上の路 → 新堰橋 → 小志鳥横穴墓群 → 小志鳥砦跡 

→ 県道２３３号 → 志鳥地区公民館 

◇案内人 ・栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 氏 

     ・那須烏山市観光ガイド 松本将樹 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。 

※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 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

☎０８０－６５１２－０１６８ 

 

電話による相続・遺言無料相談（予約制） 
◇期間 １０月～令和３年５月の毎月第２土曜日 

◇時間 午前１０時～午後３時 

◇内容 相続・遺言に関する相談（相談時間は３０分程度です） 

◇方法 所定の時間に相談員が予約者に電話し、相談を行う。 

◇相談員 司法書士 

◇申込 電話で下記あて申し込む。 

■問合 栃木県司法書士会 ☎０２８－６１４－１１２２ 

 

ジュニア防災キャンプ 
◇日時 １１月２２日（日）～２３日（月・祝） １泊２日 

◇場所 千葉県立手賀の丘少年自然の家（千葉県柏市） 

◇対象 小学２年生～中学３年生 

◇内容 ジュニア防災検定、災害時の野外炊飯、防災グッズ・ＡＥＤ

の使い方等 

◇定員 ２０名（最小催行人数は１０名です） 

◇費用 小学生：７，０００円、中学生：８，０００円（ＪＲ東京駅

集合・解散の場合） 

※費用は、集合・解散場所により異なります。詳細は、下記あてお問

い合わせください。 

◇申込 １１月６日（金）までに下記あて申し込む。 

■問合 （公財）国際青少年研修協会 ☎０３－６８２５－３１３０ 

 

樹木の枝が道路に張り出していませんか？ 
 皆さんが所有する樹木が、道路上に倒れたり、道路をおおったり、

枝が落ちたりして、通行者に迷惑をかけることがありますので、道路

に飛び出すことがないように注意して管理をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

アプリやサイトから広報紙が見られます 
◇広報なすからすやま 

名称 内容等 ＱＲコード等 

アプリ マチイロ 

スマートフォンやタブレ
ット端末にアプリ「マチ
イロ」をダウンロードし
てください。 

 
 
 
https://machiiro.town/ 

T O C H I G I ebooks 

（栃木イーブックス） 

栃木県の電子書籍を無料
で閲覧できる地域特化型
電子書籍ポータルサイト
です。 

 
 
 
https://www.tochigi 

-ebooks.jp/ 

マイ広報紙 
気になる広報紙をパソコ
ンやスマートフォンでま
とめてチェック！ 

 
 
 
https://mykoho.jp/ 

◇広報お知らせ版 

名称 内容等 ＱＲコード等 

メールマガジン 
毎月１日、１５日発行の
広報お知らせ版をメール
配信します。 

 
 
 
nasukarasuyama@req.jp 

※「nasukarasuyama@req.jp」「info@city.nasukarasuyama.lg.jp」から受信

できるようメール受信設定のうえ、メールマガジンの登録をしてく

ださい。詳細は、市ホームページでご確認ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

１０月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 金 特定健診・がん検診 保健福祉センター 

１７ 土 おはなし会10：30～11：00 南那須図書館 

１８ 日 【休日当番医】上野医院（ 那 珂 川 町 ） ☎0287-96-5151 

１９ 月   

２０ 火   

２１ 水 
心配ごと相談 

離乳食相談（予約制） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２２ 木 

窓口延長業務（～19：00） 

５歳児相談受付9：30～ 

８か月児健診受付13：00～ 

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 

２３ 金 
２歳児相談受付9：30～ 

３歳児健診受付13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２４ 土 おはなし会14:00～14：30 烏山図書館 

２５ 日 

【休日当番医】近藤クリニック 

狂犬病予防集合注射（烏山地区） 

秋季市民ソフトテニス大会 

体協向田支部ゴルフコンペ 

☎0287-83-2250 

 

緑地運動公園 

凬月カントリー倶楽部  

２６ 月 
１歳児相談受付9：30～ 

１歳６か月児健診受付13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２７ 火 

２歳６か月児相談受付9：30～ 

４か月児健診受付13：00～ 

図書館リサイクルフェア（～11/8）  

秋の読書週間（～11/9） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

南那須図書館・烏山図書館 

 

２８ 水 行政相談 烏山庁舎 

２９ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

３０ 金 もの忘れ相談 保健福祉センター 

３１ 土   

 


