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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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） 

☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■統計調査 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年国勢調査を実施します 
 １０月１日を基準日として全国一斉に国勢調査を実施します。国勢

調査は、日本に住んでいるすべての人（外国人も含む）および世帯が

対象となり、社会福祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対策等、私

たちの暮らしのために役立てられます。 

９月上旬から皆さんのお宅に担当調査員が伺いますので、調査への

ご協力をお願いします。 

【調査の回答方法】 
◇インターネット回答 

インターネット環境があるパソコンやタブレット端末、スマートフ

ォンから簡単に調査回答ができますので、ぜひ、インターネット回

答をご利用ください。 

・回答期間 ９月１４日（月）～１０月７日（水） 

※インターネットで回答した世帯は、紙の調査票への記入は不要です。 

◇郵送での提出 

 調査票を「郵送提出用封筒」に入れて、１０月７日（水）までに郵

便ポストに投函してください。 

◇調査員への提出 

紙の調査票を配布しますので、調査事項を記入し、調査票を担当調

査員に提出してください。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、世帯と調査員が

対面しない「インターネット回答」または「郵送での提出」を推奨

します。 

■問合 国勢調査コールセンター ☎０５７０－０７－２０２０ 

総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

■成人式 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和３年成人式 
新型コロナウイルス感染症対策のため、南那須地区・烏山地区ごと

に時間帯を分けて開催します。 

なお、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。 

【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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

9月2日 
第４１回市民ナイター 

ソフトボール大会 
中止 

ソフトボール協会烏山支部

(村上)☎0287-84-3672 

10月１日 
第４３回ソフトボール

選手権大会 
中止 

ソフトボール協会烏山支部

(村上)☎0287-84-3672 

9月5日 市水泳大会 中止 
生涯学習課 

☎0287-88-6223 

10月20日 
秋季婦人 

バレーボール大会 
中止 

体協バレーボール部 

(塩田)☎090-4602-2667 

11月9日 
秋季男女混合 

バレーボール大会 
中止 

体協バレーボール部 

(塩田)☎090-4602-2667 

11月14日 
生涯学習まつり事業 

「まなびフェスタ」 
中止 

生涯学習課 

☎0287-88-6223 

令和２年９月１日 Ｎｏ．３５９ 

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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■診療所・休日当番医 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

熊田診療所の９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。 

◇休診日 ９月４日（金）、５日（土）、１９日（土） 

■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

休日当番医変更のお知らせ 
 ９月６日（日）鈴木整形外科が「坂本クリニック」に変更になります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

■まちづくり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和元年東日本台風（台風第１９号）による 

住宅再建に係る借入支援 
 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。 

◇対象住宅 令和元年東日本台風において全壊、大規模半壊、半壊ま

たは一部損壊の被害を受けた住宅 

◇対象者 市内で自ら居住するための住宅の建設・購入・補修を行う

人で、次の条件をすべて満たす人（所有者に代わって建設

等を行う２親等以内の親族を含む。ただし、賃貸住宅を除

く） 

・令和元年東日本台風による被害を受けた市民で、市税等

に滞納がない人 

・自ら居住していた住宅に被害を受け、り災証明書の交付

を受けた人 

・上記の建設等を行うために金融機関等の融資を受け、そ

の額が１００万円以上の人 

・令和４年３月３１日までに利子補給金適用申請を行う人 

◇補助額 融資額のうち１，０００万円までを対象とし、年２％以内

の金利相当額 

◇補助期間 適用決定のあった月から５年間 

◇申請期限 令和４年３月３１日 

※詳細は、市ホームページをご確認ください。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

令和３年度コミュニティ助成事業募集 
 （一財）自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、

宝くじの受託事業収入でコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の

整備を助成する制度です。 

◇助成対象団体 コミュニティ組織（自治会等） 

◇助成の種類および助成金額 

・一般コミュニティ助成事業 

助成限度額：１００万円～２５０万円 

  事業例：エアコン、テーブル等の備品、お囃子太鼓等 

 ・コミュニティセンター助成事業（対象事業費の５分の３以内） 

助成限度額：１，５００万円 

  事業例：コミュニティセンターの建設 

◇必要書類 申請希望書（下記備付）、自治会等の規約、令和２年度

事業計画・予算書、見積書、カタログのコピー等 

※コミュニティセンター建設の場合は、他に図面や住民総意の分かる

総会資料および議事録、通帳等も添付してください。 

◇申込 １０月９日（金）までに必要書類を添付し、下記あて申し込む。 

※事前に相談が必要となりますので、下記あてお問い合わせください。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ 

☎０２８７－８３－１１５１ 

 

屋外広告物適正化旬間 
 ９月１日～１０日は「屋外広告物適正化旬間」です。屋外広告物の

設置には、条例で定められた基準により許可が必要です。また、設置

者には、景観を害したり通行者に危険が及んだりしないように、補修

や管理が義務付けられています。 

屋外広告物の設置後も広告物の安全性を確保し、重大な事故を防ぐ

ため、適正な管理と点検をお願いします。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

県都市計画課 ☎０２８－６２３－２４６３ 

 

■商工・交通安全 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「はかり」の定期検査を受けてください 
はかりは、新品のときに正確でも使用している間に誤差を生じるこ

とがあります。そのため、商店や会社・宅急便等の取引用（営業用）

および病院・学校・保育所等の証明用に使用している「はかり」は、

計量法で定められている定期検査を２年に１回受検する必要がありま

す。検査に合格していない「はかり」を、取引や証明に使用すると計

量法違反になり罰則の対象となりますので、必ず検査を受けてくださ

い。（検査は有料です） 

◇検査対象となる「はかり」 

検査対象 

取引・証明に使用できるはかり 

検査対象外 

取引・証明に使用できないはかり 

     
検定証印  基準適合証印 

 
家庭用マーク 

◇定期検査の日程 

期日 場所 時間 

９月２５日（金）、２８日（月） 烏山体育館 午前１０時～正午 

午後１時～３時 ９月２９日（火） 南那須公民館 

※計量士による検査を本年既に受検している場合は必要ありません。 

※平成３０年度に「はかり」の定期検査を受検した人には、８月下旬

に通知を発送しました。 

※平成３０年度以降、新たに「はかり」を使用する取引・証明を始め

た人は、９月７日（月）までに下記あてご連絡ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

優良運転者「地区表彰」申請受付 
那須烏山警察署と那須烏山交通安全協会では、優良運転者を表彰す

ることで、「優良運転者であること」の自覚をさらに高め、交通安全に

寄与していただくことを目的に該当者の申請を受け付けます。 

◇地区表彰区分 

 １５年表彰：平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの

間に運転免許証を取得した人 

 １０年表彰：平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの

間に運転免許証を取得した人 

  ５年表彰：平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの

間に運転免許証を取得した人 

◇対象 ・平成２７年４月１日から令和２年３月３１日までの間に自

己責任による交通事故歴がなく、交通違反点数が３点以内

の人 

・期間の計算は、現在所持している運転免許証で最古の免許

証取得年月日が起算日です。（普通免許・原付免許等のうち、

最初に取得した免許の取得日が起算日） 

◇申込 １０月９日（金）までに運転免許証、印かん、６７０円（運

転記録証明書交付手数料）を持参し、下記あて申し込む。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 那須烏山交通安全協会事務局（那須烏山警察署内） 

    ☎０２８７－８３－１６０１ 
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■農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

イノシシ捕獲（巻狩り）の危険防止 
 市では、イノシシによる農作物への被害を防止するため、捕獲を実

施します。捕獲方法（巻狩り）は、山中に潜んでいるイノシシを猟犬

に追わせ、銃器により仕留めるもので、那須烏山市鳥獣被害対策実施

隊が実施します。 

実施期間中、外出時に山林や田畑近くのやぶ等に立入る際には周囲

に十分注意し、目立つ服装をする等、危険防止にご協力ください。 

◇実施期間 ９月１日（火）～１１月１４日（土）の実施可能な日 

※日の出から日没までの間 

◇実施予定地区 市内全域 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

とちぎの雇用就農見学・体験ツアー 
◇日時 ９月１２日（土）午前１０時～午後４時 

◇集合場所 ＪＲ宇都宮駅改札口前 

◇内容 （株）美土里農園（茂木町深沢３２００）での生産現場の見

学および農作業体験（いちごの管理作業） 

◇対象 農業法人で働くことを考えている人 

◇定員 １５名（先着順） 

◇費用 無料（ただし、昼食代は自己負担） 

◇申込 ９月４日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

◇主催 （公財）栃木県農業振興公社 

■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５ 

 

■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 

９月８日（火） 

【予約者の日】 

◎婦人検診等あり 

※締め切り済 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

午前８時３０分 

～１０時３０分 

９月１４日（月） 

◎婦人検診のみ 

烏山公民館 

（中央２－１３－８） 

午後２時 

～３時３０分 

９月２３日（水） 
烏山体育館 

（中央２－１３－１２） 

午前８時３０分 

～１０時３０分 

※９月８日（火）保健福祉センターは定員に達したため、新規申し込

みは締め切りました。 

※当日は検温し、マスクを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動向により中止と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 

 

ストマ用装具（後期分１０月～３月分）を

給付します 
◇対象 「直腸・ぼうこう」の障がいで身体障害者手帳を所持し、ス

トマ用装具の給付を希望する人 

◇申請に必要なもの 身体障害者手帳、印かん 

◇申請方法 ９月１６日（水）までに下記申請窓口あて申請する。 

◇申請窓口 健康福祉課（保健福祉センター） 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

なすから健康マイレージ 
【オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２０でのポイント付与】 
１０月１日（木）～３１日（土）の１か月間、（一財）アールビーズ

スポーツ財団主催で「オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２０」が開

催されます。このイベントに参加した人には、なすから健康マイレー

ジのポイントを５０ポイント付与します。 

◇ポイントの申請方法 

オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２０に参加したことが分かるス

マートフォンの画面を健康福祉課窓口で提示する。 

※イベントへの参加方法等詳細は、９月１０日（木）に行政区長等文

書配付で配付するチラシをご確認ください。 

【なすから健康マイレージ概要】 
◇対象期間 ５月１日（金）～令和３年２月２６日（金） 

◇対象 市内に住所を有する２０歳以上の人 

◇参加方法 ポイントカードを受け取り、必須事業等に参加し、ポイ

ントがたまったら健康福祉課に申請して景品を受け取る。 

◇景品 

・必ずもらえる５００円利用券 

（山あげ会館、あすなろパン工房「風」、パン職人いっぴ、カフェ・

みつわ、彼処珈琲（あそこのカフェ）、ビストロ ペール ド ヴ

ォ―テで使用できます） 

 ・１，０００円分のクオカード 

  （１００ポイント達成者の中から抽選で２０名） 

◇ポイントカード、事業一覧発行場所  

健康福祉課（保健福祉センター） 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、多くの対象事業

等が中止になったことから、なすから健康マイレージのポイントを

７月から改訂しています。詳細は、下記窓口備付のチラシ（事業一

覧等）をご確認ください。 

※必須事業である健康診断（職域、脳ドック、人間ドック、妊産婦健

診可）は５０ポイント貯まりますので、ぜひ、ご参加ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

地域のチカラ底上げ講座 
人口減少、少子高齢化が進む中、全国的に地域の支え合いの仕組み

づくりが求められています。本講座は、地域のチカラを底上げするコ

ツを様々な角度から考える講座です。ぜひ、一緒に考えてみませんか？ 

◇日程 

期日 内容 

１０月８日（木） 

～先進的取り組みを学ぶ～ 

講話「地域のチカラを高めるコツ」 

講師：和久井亭 石綱秀行 氏 他実践者  

１０月１５日（木） 

～本市の実情と活動を学ぶ～ 

「地域を知る」 

実践に向けて、市の現状や介護予防活動 

および市内実践者の声等を知る 

１０月２９日（木） 

～身体のことを学ぶ～ 

「１０年後も変わらず生活ができるために 

知っておきたいこと」 

講師：日本健康財団 健康運動指導士 

１１月１２日（木） 

～生活の支援方法を学ぶ～ 

講話「助け合い活動を進めるために」 

講師：エプロン 菅野安子 氏 

※時間はすべて午前１０時～１１時３０分です。（予定） 

◇場所 保健福祉センター  

◇対象 おおむね７４歳までの市民で、地域での活動に関心のある人 

先着１５名 

◇申込 ９月３０日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

    社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 
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健康長寿セミナー 

「ポールで歩こう教室」参加者募集 
 両手で専用のポールを突きながら歩くことで、安定した歩行や姿勢

の改善、関節の柔軟性を高める効果が期待できます。 

◇日時 ９月３０日（水）、 

１０月１４日（水）、２１日（水）、２８日（水） 

※時間はすべて午前９時３０分～１０時３０分です。 

◇場所 保健福祉センター検診室および屋外 

◇内容 ポールを使ったウォーキング 

◇講師 日本健康財団 運動指導士 

◇対象 おおむね６５歳以上の市民 先着１５名 

◇費用 無料 

◇持物 飲物、動きやすい服装（ポールは貸し出しします） 

◇申込 ９月１８日（金）までに下記あて申し込む。 

※新型コロナウイルス感染症対策に努め、実施します。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

コロナ疲れを乗り切るポイント 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等で、感染そのものに対する

不安に加え、新しい生活様式に伴う様々なストレスがあります。「いつ

もと違う」「今までと違う」といった状態に、ストレスや怒り、無力感

を感じることは自然なことです。 

 心身の健康を保つためには、日常生活の中で自分自身をケアするこ

とが大切です。次のポイントを参考にしながら、大変な時期を皆で乗

り切りましょう。 

【コロナ疲れを乗り切るポイント】 
◇情報との付き合い方を見直す 

テレビやインターネットは様々な情報であふれています。うわさ等

誤った情報に惑わされないように、公的機関が発表している正しい

情報を参考にしましょう。また、長時間ニュースを見続けたり、情

報収集のためにインターネットを使用し続けたりすることも控えま

しょう。 

◇身体を動かし、楽しみやリラックス方法を見つける 

身体を動かすことは、生活習慣病予防に役立つだけでなく、心のス

トレス解消にも有効です。また、音楽や映画鑑賞等の楽しみを見つ

け、喫煙・飲酒に頼らず趣味を持つことが大切です。 

◇食事をしっかり摂る 

１日３食、規則正しくバランスに配慮した食事を心がけましょう。 

◇過度のアルコール、カフェインの摂取を控える 

在宅時間が長くなるとアルコール摂取量が増加すると言われます。

気分を紛らわすための飲酒は、アルコール依存のリスクを高めます

ので注意しましょう。また、入眠前のアルコールやカフェインの摂

取は、睡眠が妨げられるため控えましょう。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

結核予防週間（９月２４日～３０日） 
 結核は過去の病気と思っていませんか？医療や生活水準の向上によ

り、薬を飲めば治る病気になりましたが、現在でも多くの人が発症し

ている日本の重大な感染症です。結核と診断された人のうち、約６割

が７０歳以上の人です。 

結核の発見には、レントゲン検査が有効です。本人の重症化を防ぐ

だけでなく、大切な家族や職場等への感染拡大を防ぐためにも、職場

や市の検診（肺がん検診）等を利用して、年に１回は胸部レントゲン

検査を受けましょう。 

◇初期症状 咳や痰、微熱等で風邪とよく似ています。 

※高齢者の場合は目立った症状がでないこともあるため、体のだるさ

や体重減少、食欲がない等気になる症状が続いた場合は、早めに医

療機関を受診しましょう。 

■問合 （結核に関すること） 

県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

（健診に関すること） 

健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

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

 

子ども救急電話相談 
お子さんが急な病気やけがで心配なとき、医療機関を受診するか迷

った場合に、電話相談できる窓口があります。 

家庭での対処方法等、経験豊富な看護師からアドバイスが受けられ

ます。 

◇相談時間 ・月曜日～土曜日 午後６時～翌朝８時 

      ・日曜日および祝日 ２４時間（午前８時～翌朝８時） 

◇電話番号 ☎＃８０００または☎０２８－６００－００９９ 

※この電話相談は電話でのアドバイスを行うものです。診断等の医療

行為は受けられません。 

※緊急、重症の場合は、迷わず１１９番をご利用ください。 

■問合 県医療政策課 ☎０２８－６２３－３１５７ 

 

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 ９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 ９月１５日（火）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 

 

子育て支援センターきらきら 
【９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。９月生ま

れの旨を申し出てください。 

◇対象 市内在住の９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、センター利用時にはマスク

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 

 

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 ９月８日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 節句、９月の行事食、旬の食べ物 

◇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。 

※上記の催し物は新型コロナウイルス感染症対策のため、利用は３組

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。 

※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 
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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 

 

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 ９月２９日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年５月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 ９月２３日（水）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年１月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ９月２８日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年８月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ９月２８日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 平成３１年２月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ９月２５日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年８月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ９月２９日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年２月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ９月２５日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 平成２９年８月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ９月２３日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２７年９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 

 

烏山みどり幼稚園 みどり未就園児教室 
◇日時 ９月１７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 未就園児（１歳６か月～）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 ９月７日（月）までに電話で下記あて申し込む。 

※受付時間は、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 

 

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

 

おはなし会・おたのしみ会を中止します 
９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。 

なお、図書館は開館しています。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２０ 
 日本で初めて開催されるランニングおよびウォーキングによる「全

国対抗戦」に参加しませんか？１か月間の走行・歩行距離を全国の参

加市町村間、個人間で競い合うイベントです。 

◇期間 １０月１日（木）～３１日（土） 

◇部門 ランニング部門、ウォーキング部門 

◇内容 各部門専用アプリをダウンロードし、上記期間中に走ったり

歩いたりすることで、参加市町村間および個人間のランキン

グが随時更新されます。 

※詳細は、９月１０日（木）の行政区長等文書配付で配付するチラシ

をご確認ください。 

◇費用 無料 

◇対象 スマートフォンを持っている人 

◇参加方法 ①各部門専用のアプリをダウンロードする。 

      ②ＲＵＮＮＥＴ（ランネット）へ登録する。 

      ③オクトーバー・ラン＆ウォークへ申し込む。 

◇主催 （一財）アールビーズスポーツ財団 

※この事業は「なすから健康マイレージ事業」対象事業です。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

炬火台、炬火トーチデザイン募集 
◇応募締切 １０月３１日（土） 

◇内容 いちご一会とちぎ国体およびいちご一会とちぎ大会の開閉会

式で使用する炬火台と炬火トーチのデザインスケッチを募集

します。 

◇応募資格 県内に在住、在学、在勤の人または在住、在学、在勤経

験のある人 

◇賞および賞金 最優秀賞（各１点） 賞金１０万円 

※詳細は、国体公式ウェブサイト（https.//www.tochigikokutai2022.jp

/）の「炬火台・炬火トーチデザイン募集要項」をご確認ください。 

■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 

    競技式典課「炬火台・炬火トーチデザイン募集」係 

☎０２８－６２３－３５０８ 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

公式ポスターデザイン募集 
◇応募締切 １０月３１日（土） 

◇内容 いちご一会とちぎ国体（本大会・冬季大会）およびいちご一

会とちぎ大会のポスターデザイン３点を１セットとして募集

します。 

◇応募資格 県内に在住、在学、在勤の人または在住、在学、在勤経

験のある人 

◇賞および賞金 ・最優秀賞（１点） 賞金２０万円 

        ・優秀賞（３点） 賞金３万円 

※詳細は、国体公式ウェブサイト（https://www.tochigikokutai2022.jp

/）の「公式ポスターデザイン募集要項」をご確認ください。 

■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 

    総務企画課「公式ポスターデザイン募集」係 

☎０２８－６２３－３８４５ 
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■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

まちしるべぇ ～まちをあるいて 

いろんな「もじ」をあつめよう！～ 
◇日時 ９月１３日（日）午前９時～１１時（２時間程度） 

※雨天時は９月２０日（日）に延期します。 

◇集合場所 山あげ会館 

◇内容 烏山地区の市街地を各自歩きながら、商店や事務所の看板等

に書いてある「もじ（ひらがな・カタカナ）」を探し集めるゲ

ームです。参加者（子ども）には、記念品をプレゼントしま

す。まちを知るプチ探検に出かけましょう！ 

※子ども１名につき、保護者１名の同伴が必要です。なお、当日は保

護者のスマートフォンのカメラ・通信機能を使用します。 

◇対象 市内在住の未就学児・小学校低学年の親子 先着１５組 

※ひらがな・カタカナを読んで楽しめる５～６歳前後の子どもを想定

しています。 

※保護者以外の同伴者（兄弟等）は、下記あてご相談ください。 

◇費用 １組３００円（記念品・参加賞等） 

◇持物 スマートフォン、筆記用具 

◇申込 ９月１２日（土）までに下記あて申し込む。 

※感染症対策のため、マスク着用、事前の検温、手洗い・消毒の徹底、

参加者名簿の作成等にご協力をお願いします。 

■問合 なすから子結び団（平野・大橋） 

☎０９０－４８４３－９０９１（大橋） 

 

「野うさぎくらぶ」からのお知らせ 
ＮＰＯ法人野うさぎくらぶでは、花火の無料配布を行います。 

◇日時 ９月１３日（日）午後４時～ ※なくなり次第終了 

◇場所 社会福祉協議会烏山支所駐車場 

◇内容 花火の無料配布（１家族１個まで） 

※キッチンカーでフランクフルトやジュースの販売もあります。 

◇対象 ひとり親世帯 先着３０組 

◇協賛 時々、大家族になろう 

◇協力 那須烏山市社会福祉協議会 

◇担当 「心から～」ひとり親応援事業 

■問合 ＮＰＯ法人野うさぎくらぶ（矢口） 

☎０８０－６７３１－６８１８ 

 

危険物取扱者試験 
◇日時 １１月８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 ９月７日（月）～１８日（金）に消防本部予防消防課あ

て申し込む。（土・日曜日および祝日を除く） 

■問合 消防本部予防消防課 ☎０２８７－８３－８８０２ 

    〒３２１－０６３２ 神長８８０－１ 

那須烏山消防署 ☎０２８７－８２－２００９ 

 

弁護士による女性の為の法律相談 
◇日時 ９月１７日（木）午後２時～４時３０分 

◇場所 社会福祉協議会烏山支所２階相談室（初音９－７） 

◇内容 相続、離婚、ＤＶ、交通事故、不動産等の問題 

◇対象 市内在住の女性 

◇費用 無料 

◇申込 ９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 

 

 

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

 

９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９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：保健福祉センター小会議室（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 ９月１１日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 烏山庁舎 

◇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 ９月７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 

 

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

 

９月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 火   

２ 水 心配ごと相談 社会福祉協議会烏山支所 

３ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

４ 金   

５ 土   

６ 日 【休日当番医】坂本ｸﾘﾆｯｸ（那珂川町） ☎0287-92-1166 

７ 月 市民ソフトボール大会（～9日） 緑地運動公園 

８ 火 特定健診・がん検診（予約者の日） 保健福祉センター 

９ 水 体協向田支部婦人バレーボール大会 烏山体育館 

１０ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１１ 金 もの忘れ相談 烏山庁舎 

１２ 土   

１３ 日 【休日当番医】山野クリニック ☎0287-84-3850 

１４ 月 
特定健診・がん検診（女性の日） 

妊婦・産後ママサロン（要予約） 

烏山公民館 

保健福祉センター 

１５ 火   
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