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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 

 

「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      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ひとり親世帯への臨時特別給付金 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したひとり親

世帯を支援するため、下記のとおり給付金を給付します。 

◇給付対象 児童を養育する（今年度に１８歳となる子まで対象）ひ

とり親世帯で、収入が児童扶養手当受給世帯と同じ水準にある人 

◇給付額 １世帯５万円（児童２人目以降は１人３万円加算） 

◇給付金申請者 児童を養育する父または母（事実婚の状態にある人

は該当しません。父母がいない場合は給付要件を満たす養育者も申

請することができます） 

◇申請方法 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、申請内容確認

書類等を添付のうえ、下記あて提出する。 

※申請書は市ホームページからも取得できます。 

※郵送で提出する場合は、添付書類に漏れがないか確認をお願いしま

す。また、内容等を確認するため、市から連絡する場合があります。 

◇給付開始 申請書の受付後、８月下旬から随時、口座振込で給付し

ます。（振込日の目安は、１０、２０、３０日です） 

※仕組みや基準が複雑なため、詳細は、市ホームページを確認するか、

下記あてお問い合わせください。なお、この給付金に関して、市や

国、県が給付のために手数料の振込を求めることは一切ありません。

給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

子育て世帯への臨時特別給付金 
【公務員は申請が必要です】 
 公務員でまだ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。 

◇給付対象 令和２年４月分の児童手当受給者（特例給付の受給者を

除く） 

◇対象児童 令和２年４月分の児童手当の対象となる児童（令和２年

３月分の児童手当の対象児童であれば、４月から高校１年生となっ

ている場合も対象となります） 

◇給付額 対象児童１人につき２万円（国給付金１万円、なすから子

育て応援給付金１万円） 

◇申請期限 １１月３０日（月） 

※なすから子育て応援給付金の申請は不要です。 

※申請する際は、申請書に所属庁の証明を受け、添付書類（振込先の

口座確認書類）の添付漏れがないか確認をお願いします。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別定額給付金の申請はお済ですか？ 
 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）※当初申請期限から変更しています。 

※申請する際は、必ず申請書類の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 

 

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感染症対策本部（総務課） 

☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■市表彰      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

４世代同居家族を表彰します！ 
 １０月２５日（日）開催予定の市表彰式において、４世代以上の同

居家族を表彰します。該当する世帯で表彰を希望する場合は、下記に

より申し出てください。 

◇趣旨 ４世代以上の同居家族に対し、敬意と感謝の意を込めて表彰

することにより、多世代で「助け合い」「支え合って」暮らす家族の

良さを普及させるとともに、その家族の絆を一層深め、地域福祉の

向上に資することを目的とします。 

◇対象 ４世代以上の家族が同一家屋または同一敷地内で居住してい

る世帯。住民票上は世帯分離している場合でも対象になります。基

準日は令和２年９月１日です。 

※今まで表彰されたことのある世帯は対象外です。 

◇申出方法 ８月３１日（月）までに申出書（下記および市役所南那

須庁舎ホール備付）に必要事項を記入し、下記あて提出する。 

※表彰に該当するか確認するため、申出者の世帯構成等を住民基本情

報で調査することに同意したうえ、署名押印し、提出してください。 

※申出書は、市ホームページからも取得できます。 

■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 

8月3日 
第１１回 

壮年ソフトボール大会 
中止 

ソフトボール協会烏山支部 

(村上) ☎0287-84-3672 

ソフトボール協会南那須支部 

(佐藤) ☎090-7007-7460 

10月 壽亀山神社例大祭 中止 
壽亀山神社講 

(佐藤) ☎0287-83-2722 

令和２年８月１日 Ｎｏ．３５７ 

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。） 

 

 

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年度採用「那須烏山市職員」募集中 
【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 

一般事務 １０名程度 

一般事務（障がい者対象） １名 

※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） 

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分から午後５時１５分まで、

郵送の場合は８月１７日（月）必着です。（新型コロナウイルス感染

症対策のため、郵送による提出にご協力をお願いします） 

※「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」をご

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 

 

■委員募集      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

総合政策審議会委員募集 
 市では、市政の運営に関する重要な事項を調査審議する「市総合政

策審議会」の委員を募集します。 

◇人数 若干名（任期：任命の日から令和４年３月３１日まで） 

◇資格 １８歳以上の市内在住または在勤の人 

◇職務 本市の重点事業（まち・ひと・しごと創生総合戦略および地

方創生交付金事業等）についての事業効果の検証を行う。 

※会議は年２、３回開催予定です。また、委員の総数は公募以外の委

員を含めて１５名以内となります。 

◇報酬 日額５，０００円 

◇申込 ８月１４日（金）午後５時までに所定の応募申込書（下記備

付）により下記あて郵送（１４日必着）、Ｅメールまたは持参

する。 

※応募申込書は、市ホームページからも取得できます。 

◇選考 応募申込書の内容を基に選考します。なお、応募いただいた

書類は返却しません。また、広く市民の皆様の意見をお聞き

したいため、未経験者優先とします。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

ＦＡＸ０２８７－８４－３７８８ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

Ｅメール：sohgohseisaku@city.nasukarasuyama.lg.jp 

那須烏山市高齢者福祉計画および 

介護保険事業計画策定委員の募集 
 高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定にあたり、広く市民

の皆様の意見を反映させるため、計画策定委員会の委員を募集します。 

◇人数 ２名程度 

◇資格 下記のすべての条件を満たす人 

・市内に１年以上居住している満２０歳以上の人 

    ・高齢者福祉等の推進に熱意のある人 

・平日の昼間に開催する会議（年３回程度）に出席できる人 

◇申込 ８月２０日（木）までに応募用紙（下記備付）に必要事項を

記入し、下記あて提出する。 

※応募用紙は、市ホームページからも取得できます。 

※選考結果は応募者全員にお知らせします。なお、提出いただいた応

募用紙は返却しません。 

■問合 健康福祉課介護保険グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

■診療所     
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

診療所の８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。 

◇七合診療所休診日 ８月１１日（火）～１５日（土）の５日間 

◇熊田診療所休診日 ８月１３日（木）～１５日（土）の３日間 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

■マイナンバー     
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「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に搭載される電子証明書には、有効期限が設定

されています。更新対象者には、地方公共団体情報システム機構から

有効期限通知書が送付されます。 

市では、窓口の混雑を緩和するため、電子証明書の更新手続きを予

約制とします。８月３日（月）から、更新手続きをする際は事前に電

話での予約が必要になります。 

また、電子証明書の更新には暗証番号が必要となりますが、暗証番

号を忘れた場合は手続き時間が長くなりますので、ご注意ください。 

◇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。 

◇更新手続きに必要なもの 

マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号（数字４桁）

および署名用電子証明書の暗証番号（英数字６～１６桁） 

■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 

 

マイナンバーカードが健康保険証として 

利用できるようになります 

令和３年３月（予定）から、マイナンバーカードが健康保険証とし

て利用できるようになります。 

利用するためには、事前に登録が必要です。利用登録の時期等は、

後日お知らせします。 

詳細は、市ホームページまたは厚生労働省ホームページ（https://w

ww.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html）をご確認ください。 

※一部の医療機関では、マイナンバーカードが利用できない場合もあ

ります。なお、健康保険証は令和３年３月以降も引き続き使用でき

ます。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 
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■水道・環境      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

水道メーターの取替作業を実施します 
 毎年、計量法に基づき、一定の期間を経過した水道メーターを対象

に、無料で取替作業を実施しています。該当するご家庭には、実施の

お知らせを送付します。指定給水装置工事業者が伺いますので、ご理

解ご協力をお願いします。 

◇期間 ８月１７日（月）～９月１８日（金） 

◇対象 市内全域 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

事業活動に伴うごみの出し方 
商店・飲食店・事務所等の事業活動に伴うごみは、事業系一般廃棄

物のため、ごみステーションには出せません。 

事業活動に伴うごみは、事業系ごみとして南那須地区広域保健衛生

センターに直接持ち込むか、市許可の一般廃棄物収集運搬業者に依頼

し適正に処理してください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７ー８３ー１１２０ 

 

機械式生ごみ処理機購入費補助 
ごみ減量化の一環として、家庭の生ごみを自家処理する機械式生ご

み処理機購入費の一部を補助します。 

◇対象機種 分解方式（バイオ式）または乾燥方式の機械式生ごみ処

理機 

◇補助金額 購入費の２分の１（２５，０００円限度） 

◇補助対象 市に住所があり、かつ、居住している人で、堆肥化され

たごみを自家処理できる人（１世帯１台） 

※この補助制度を活用する場合は、購入する前に下記あてお問い合わ

せください。 

※申請前に購入したものは、補助の対象になりませんのでご注意くだ

さい。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７ー８３ー１１２０ 

 

猫の適正飼養 
猫の放し飼いや野良猫へのエサやり、猫のふん尿による被害等、猫

に関する苦情や相談が非常に多くなっています。猫の飼い方について

見つめ直し、マナー順守を心掛けましょう。 

◇飼育頭数のコントロール 

猫は繁殖力が強く、１匹のメス猫から１年間で２０匹以上が産まれ

ることもあります。不幸な命を増やさないためにも、オス・メスを

問わず早期の去勢・不妊手術を行いましょう。 

◇終生飼養 

猫の寿命は１５年程度と言われています。飼い主にはその一生を見

届ける責任があります。捨てることはせず、やむをえず飼えなくな

った場合には新しい飼い主を探しましょう。 

◇飼い主の明示 

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。マイクロチップを装着するとより効果的です。 

◇室内飼養 

猫は十分な餌と過ごしやすい環境を整えれば、広い場所を必要とせ

ず、元気に生活できます。室内で飼うことで、交通事故や感染症、

ふん尿や鳴き声によるご近所トラブルも防止できます。 

◇無責任な餌やりの禁止 

野良猫に無責任に餌を与える行為はやめましょう。餌があると野良

猫はどんどん増え、地域内でのトラブルに発展する可能性がありま

す。餌を与えるだけの行為は不幸な猫を増やすことにつながります。

餌を与えるならば、責任をもって猫を飼いましょう。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８ 

 

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

 

八溝そば街道「寒ざらしそばキャンペーン」 
「寒ざらしそば」は、厳寒期に玄そばを滝つぼの冷水に浸し、引上

げ後に夏までゆっくり熟成させたそばです。八溝そば街道参加店のう

ち、市内７店舗で寒ざらしそばを味わうことができます。 

◇期間 ８月１日（土）～１６日（日） 

◇参加店 田舎そば処長山、手打ちそば石川屋、松月、 

手打ちそばはん田、生そば・うどんはなわ食堂、 

そば夢サロン梁山泊、蕎川庵高瀬 

◇主催 八溝そば街道推進協議会 

※各店、数に限りがありますので、お早めにお越しください。 

■問合 八溝そば街道推進協議会（農政課内） 

☎０２８７－８８－７１１７ 

 

農産物直売所スタンプラリー 
◇期間 ８月１日（土）～１０月３１日（土） 

◇内容 下記の農産物直売所で５００円以上買い物をすると、台紙 

（下記直売所備付）に１個（１回の買い物で１個）スタンプ

を押します。スタンプを６個集めて応募すると抽選で「直売

所お買物券」（５００円分）が当たります。 

※スタンプは１か所の直売所で６個集めても、複数の直売所で６個集

めても応募できます。 

◇直売所 高瀬農産物直売所、八ツ頭野菜直売所、農産物こぶしっ子、

直売所いっぴ、興野農産物直売所、とりたて野菜直売所 

◇主催 那須烏山市直売所連絡協議会 

■問合 那須烏山市直売所連絡協議会（農政課内） 

☎０２８７－８８－７１１７ 

 

■商工      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

とちぎ応援プレミアムチケット取り扱い店募集 
 県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域企業を応援

するため、県内でお得に使える「とちぎ応援プレミアムチケット」を

販売するにあたり、取り扱い店を募集しています。 

【取り扱い店募集】 

◇店舗条件 下記のすべての条件を満たす店舗 

・県内に本店および店舗を有し、小売業・飲食業・サー

ビス業のいずれかを営む事業者であること（ただし、

旅行業・宿泊業を除く） 

・中小企業または個人事業主であること 

・新型コロナ感染防止対策取組宣言をしていること 

・風営法第２条に掲げる営業を行う者でないこと 

◇応募方法 ９月３０日（水）までに専用ホームページ（https://toc

higi-premium-ticket.jp/）の申込フォームから申し込むか、

同ホームページ掲載の様式に必要事項を記入し、ＦＡＸ

または郵送で下記あて申し込む。 

※郵送の場合は９月３０日（水）必着です。 

【プレミアムチケット】 

◇販売期間 ８月３日（月）～９月３０日（水） 

◇利用期間 ８月３日（月）～１０月３１日（土） 

◇販売対象 県内在住または在勤、在学の人 

◇販売価格 １冊５，０００円（プレミアム率２０％） 

      （５００円券×１２枚 １冊６，０００円分） 

■問合 とちぎ応援プレミアムチケット事務局 

☎０２８－６６６－７３８０ 

ＦＡＸ０２８－６６６－７３５３ 

〒３２０－８６８６ 宇都宮市中央郵便局私書箱第３０号 
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栃木県児童生徒発明工夫展覧会作品募集 
１０月９日（金）～１１日（日）に栃木県子ども総合科学館におい

て開催される発明工夫展覧会の出品作品を募集します。 

◇募集期間 ８月２８日（金）～９月１１日（金） 

◇出品物 小学校、中学校、高等学校および特別支援学校に在学中の

児童・生徒の作品で個人、学校または発明クラブ単位で応

募された作品。科学的思考と創意工夫のもとに自作したも

ので未発表のもの。 

◇費用 搬入搬出にかかる費用は出品者負担 

※申込書は、県総合教育センターホームページ（http://www.tochigi-e

du.ed.jp/center/tenrankai/r02-hatsumei/）から取得できます。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県総合教育センター ☎０２８－６６５－７２０４ 

 

栃木県発明展覧会作品募集 
１０月９日（金）～１１日（日）に栃木県子ども総合科学館におい

て開催される発明展覧会の出品作品を募集します。 

◇募集期間 ８月２１日（金）まで 

◇出品物 県内に居住または県内に事業所を有する法人の作品で次の

いずれかに該当するもの。 

・特許または意匠登録された発明および考案に関するもの。 

・実用新案の考案または特許出願中の発明に関するもの。 

◇費用 搬入搬出にかかる費用は出品者負担 

※申込書は、県産業技術センターホームページ（http://www.iri.pref.to

chigi.lg.jp/index.php?id=2514）から取得できます。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県産業技術センター ☎０２８－６７０－３３９１ 

県発明協会 ☎０２８－６７０－１８２０ 

 

定期購入に注意しましょう 
下記内容の相談が急増しています。ご注意ください。 

インターネット通販で「初回無料」「回数縛りなしで、いつでも休止・

解約ＯＫ」といった広告にひかれて商品を注文したところ、実は定期

購入だった。お試しのつもりで注文したのに、定期購入となると高額

なので解約したい。 

◇消費者へのアドバイス  

 ・低価格等をうたう広告をうのみにせず、契約内容をよく確認しま

しょう。 

 ・注文する前に購入条件や解約・返品規約をよく確認しましょう。

特にスマートフォンで見ている場合は、ページの１番下までスク

ロールしないと大事なところを見逃してしまうことがあります。 

・「解約は、商品発送の○○日以内までに」といった解約条件がある

ことも多いので、よく読みましょう。 

・注文最終画面では「定期購入」となっていないか、契約総額はい

くらになるか、よく確認しましょう。 

・困ったときは、下記あてご連絡ください。 

※市消費生活センターの受付時間は、平日の午前９時～正午、午後１

時～４時３０分です。土・日曜日および祝日の相談は、消費者ホッ

トライン「１８８（局番なし）」あてご連絡ください。 

■問合 市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４ 

 

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

 

戦没者を追悼し黙祷を捧げましょう 

８月１５日（土）は終戦記念日です。全国各地において、先の大戦

で犠牲となられた人々を追悼する式典が行われます。 

 当日は半旗を掲揚し、正午のサイレンに合わせて、それぞれの職場

や家庭において１分間の黙祷を捧げましょう。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７1１５ 

風しん（成人）の追加的対策 
 風しんの予防接種を受ける機会がなかった年代の男性は、他の世代

に比べて抗体保有率が低くなっています。このため、令和４年３月３

１日までの３年間に限り、昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１

日の間に生まれた男性が風しんの定期接種対象となりました。 

市で発行したクーポン券を使用し、「風しんの抗体検査」と「風しん

の第５期定期接種」を無料で受けることができます。なお、対象者に

はクーポン券を３月下旬に送付しています。 

◇クーポン券発送対象者 

市に住所を有している男性のうち、令和元年度未受診者（昭和４７

年４月２日から昭和５４年４月１日生まれ）および昭和３７年４月

２日から昭和４７年４月1日生まれの人にクーポン券を送付してい

ます。 

◇予防接種までの流れ 

 ①クーポン券が届く。 

 ②医療機関または職場や市の健診で、抗体検査を受ける。 

 ③検査の結果、抗体価が低いと判断された場合は、医療機関で予防

接種を受けてください。 

※抗体検査・予防接種は無料で受けることができます。 

※抗体検査・予防接種を受けられる医療機関等のリストは、厚生労働省

ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/index.html）に掲載しています。 

※クーポンを紛失した場合は、下記窓口で再発行しますので、免許証、

マイナンバーカード、保険証等をご持参ください。 

※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 

 

シルバー人材センター 入会希望者相談会 
 シルバー人材センターは、市内に居住する、健康で働く意欲のある、

６０歳以上の人であれば、どなたでも会員になることができます。あ

なたの経験や豊かな知識を地域のために活かしましょう。 

入会希望者相談会を下記のとおり開催しますので、気軽にご来場く

ださい。 

◇日時等 

月日 時間 場所 

８月４日（火） 

午前１０時～正午 烏山公民館１０１会議室 

午後１時～３時 南那須公民館第１会議室 

※当日都合のつかない場合は、随時相談を受け付けますので、下記あ

てご連絡ください。 

■問合 （公社）那須烏山市シルバー人材センター  

☎０２８７－８８－７７３１  

 

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

 

妊婦・産後ママサロン「リラックスヨガ」 
◇日時 ９月１４日（月）受付：午前９時４０分～１０時 

◇場所 保健福祉センター和室 

◇内容 リラックスヨガ 

◇対象 市内在住の安定期に入った健康な妊婦および市内在住の産後

１か月以上産後１年６か月未満の人 先着１０名  

※妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

※生後２～４か月頃（ねんね期）のお子さんは一緒に参加できます。 

◇持物 動きやすい服装、バスタオル、飲物、母子健康手帳 

※ヨガマットを持っている人は、ご持参ください。 

◇申込 ９月４日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日は検温し、発熱がないことを確認してからご参加ください。ま

た、マスクの着用や消毒等、感染症対策にご協力ください。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、中止する場合があります。 

※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 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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令和３年度 保育施設入園希望者見学会 
◇対象 令和３年度保育園・認定こども園・地域型保育施設の入園を

希望する未就学児と保護者 

◇見学期間 ８月３日（月）～３１日（月） 

※土・日曜日および祝日を除く。 

◇見学日 

園名 期日 見学時間 

にこにこ保育園  

☎８８－５２５２ 

８月２４日（月） 

８月２５日（火） 

８月２６日（水） 

午前１０時 

～１１時３０分 

すくすく保育園  

☎８２－２３５９ 

８月２６日（水） 

８月２７日（木） 

８月２８日（金） 

８月３１日（月） 

午前１０時～１１時 

烏山保育園 

☎８２－３３７２ 
随時 随時 

烏山みどり幼稚園 

（保育部分） 

☎８２－３０８９ 

８月２５日（火） 

～以降随時 

午前１０時１５分 

～１１時４５分 

烏山聖マリア幼稚園 

（保育部分）  

☎８２－３３５７ 

８月２０日（木） 午前１０時～１１時 

ゆうゆうランド 

那須烏山園  

☎８３－８６００ 

随時 午前１０時～１１時 

みらいのKaze保育園 

☎８２－７３７６ 
随時 

午前９時３０分 

～１０時３０分 

キッズランドあさひ 

☎８２－７３３３ 

８月２５日（火） 

 ～２８日（金） 
午前１０時～１１時 

こうのやま保育園 

☎８２－７８００ 
随時 随時 

◇申込 電話で見学を希望する園あて直接申し込む。 

※園の指定した見学日に見学できない場合は、各園に連絡をしたうえ、

期間内に見学してください。 

※原則、保護者と対象児のみの見学とします。夏休み等により兄弟姉

妹を連れてくる場合は、園にご相談ください。 

※ビデオ、デジタルカメラ、スマートフォン等での園内の撮影はご遠

慮ください。 

【幼稚園等】 

烏山みどり幼稚園の幼稚園部分（８月２５日（火）以降随時、☎８

２－３０８９）、烏山聖マリア幼稚園の幼稚園部分（☎８２－３３５７）、

つくし幼稚園（☎８８－２１３１）では、入園希望者の見学を随時行

っていますので、電話で各園あて直接お申し込みください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

遅らせないで！予防接種と乳幼児健診 
予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢等をもとに決

められており、予防接種を遅らせると免疫がつくのが遅れ、重い感染

症になるリスクが高まります。また、乳幼児健診はお子さんの健康状

態を確認・相談できる大切な機会です。予防接種と乳幼児健診は予定

どおり受診しましょう。詳細は、厚生労働省ホームページ（http://w

ww.mhlw.go.jp/stf/newpage_11592.html）をご確認ください。 

※感染症対策のため、体調に問題がないことを確認してから受診しま

しょう。 

■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 ８月２５日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年４月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 ８月２７日（木）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年１２月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ８月２４日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年７月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ８月２４日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 平成３１年１月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ８月２８日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年７月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ８月２５日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年１月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ８月２８日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 平成２９年７月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ８月２７日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２７年８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 

 

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 ８月２６日（水）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 ８月２１日（金）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 

 

家庭教育支援出前講座「新しい講座様式編」 
◇日程 ８月２２日（土）、２９日（土）、９月１０日（木）、１５日（火）、

１０月３日（土） 

◇時間 午前１０時～または午後２時～ 

※子どもの学年によって講座の実施時間が異なります。 

◇場所 こども館または小川総合福祉センター（那珂川町馬頭５６０

－１） 

◇内容 コロナ禍における「新しい生活様式」での「コミュニケーシ

ョン」や「家庭学習」、「思春期」等をテーマに、保護者同士

で話したり聞いたりしながら、子どもとの関わり方を考える。 

※実施日によって内容が異なります。詳細は、下記あてお問い合わせ

ください。 

◇対象 市内または那珂川町在住の小・中学生の子を持つ保護者 

◇定員 最大８名 

※新型コロナウイルス感染症対策のため少人数で行います。 

◇申込 各講座実施日の１週間前までに下記あて申し込む。 

■問合 塩谷南那須教育事務所 ☎０２８７－４３－０１７６ 
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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 

児童扶養手当 
 児童扶養手当は、父母の離婚等で、父または母と生計を同じくしな

い児童を養育する家庭（ひとり親家庭等）の生活安定・自立促進を目

的に支給される手当です。 

◇対象期間 原則、申請月の翌月からお子さんが満１８歳になった後

の３月３１日まで 

◇手当月額（令和２年４月分から適用） 

扶養児童数 支給額 

１人目 
全部支給：４３，１６０円 

一部支給：１０，１８０円～４３，１５０円 

２人目 
全部支給：１０，１９０円を加算 

一部支給：５，１００円～１０，１８０円を加算 

３人目以降 
全部支給：６，１１０円を加算 

一部支給：３，０６０円～６，１００円を加算 

※受給資格者の所得額に応じて、手当の支給額が決まります。 

◇所得制限 受給資格者、扶養義務者のそれぞれの所得が制限額を超

過した場合は、手当が支給停止となります。 

◇支給条件 下記あてお問い合わせください。公的年金を受給される

人は、併給調整等がありますのでご相談ください。 

【現況届の提出】 

児童扶養手当の受給資格者は、毎年８月に「現況届」を提出する必

要があります。届け出に必要な書類等を確認のうえ、８月３１日（月）

までに下記あて提出してください。 

なお、下記日程で集中受付を行います。木曜日は窓口延長日につき

午後７時まで受け付けます。 

◇集中受付日  

期日 時間 場所 

８月９日（日） 午前９時～午後３時 

保健福祉センター 
８月（毎週木曜日） 

６、１３、２０、２７日 

午前８時３０分 

～午後７時 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

☎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」をご確認

ください。 

◇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。時間内に自由にご参加ください。 

※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 ８月１８日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 非常食、８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 

◇申込 事前申し込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。 

※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家

族程度とします。 

※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 

 

 

 

 

 

 

子育て支援センターきらきら 
【８月のお誕生カード作り】 

◇内容 センター利用時に親子でお誕生カードを作ります。８月生ま

れの旨を申し出てください。 

◇対象 市内在住の８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

の症状がある人は利用をご遠慮ください。 

※利用時間・入室人数等を制限しています。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 

 

ひとり親家庭のためのパソコン研修受講生募集 
◇期間  ９月１２日～１１月１４日の土曜日 午後１時３０分～４時

（全９回） 

◇場所 高根沢会場：システムソリューションセンターとちぎ 

（高根沢町宝積寺２０３４－１４） 

◇内容  ワード・エクセルの基礎講座（８回）、就職支援（１回） 

◇対象  ひとり親家庭の母・父、寡婦で、パソコン入力ができる人 

◇定員  １５名（申し込み後に面接があります） 

◇費用  受講料無料（ただし、教材費の一部は自己負担です） 

◇託児 有り（希望する人は事前にご相談ください） 

◇申込  ８月４日（火）から２５日（火）までに申込用紙（こども課

備付）に必要事項を記入し、ひとり親家庭と分かる書類等を

添付のうえ、（公財）栃木県ひとり親家庭福祉連合会（〒３

２０－００７１宇都宮市野沢４－１パルティ ☎０２８－ 

６６５－７８０１）あて直接申し込む。 

■問合  こども課こそだて支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 

 

ひとり親家庭のための医療事務 

（医療事務＋調剤事務）研修受講生募集 
ひとり親家庭の就業援助のため、医療事務について学ぶ講習会を実

施します。 

◇期間  ９月１５日～１１月２７日の火・金曜日（全１４回） 

◇場所 （株）日本クリエート（栃木市平柳町１－２６－８） 

◇対象  ひとり親家庭の母・父、寡婦で、就業意欲があり、研修を全

課程修了し認定試験を受験できる人 

※受講者の決定は書類・面接により行います。 

◇定員  １０名  

◇費用  無料（ただし、テキスト代１１，０００円、医療事務受験料  

７，５００円、調剤事務受験料６，５００円は自己負担です） 

◇申込  ８月４日（火）から２８日（金）までに申込用紙（こども課

備付）に必要事項を記入し、（公財）栃木県ひとり親家庭福祉

連合会（〒３２０－００７１宇都宮市野沢４－１パルティ  

☎０２８－６６５－７８０１）あて直接申し込む。 

■問合  こども課こそだて支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 

 

■文化・スポーツ      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

山あげ俳句全国大会入賞作品の展示 
令和元年度に市内小・中学校の児童・生徒を対象に開催した山あげ

俳句全国大会の入選作品を展示します。 

◇期間 令和３年３月まで 

◇場所 山あげ会館１階山あげコモンズ 

※今年度も小・中学校を通じて山あげ俳句全国大会の作品を募集しま

す。入賞作品が決定次第、入れ替えて展示する予定です。 

■問合 山あげ俳句全国大会実行委員会（鈴木） 

☎０９０－５４３３－６８１５ 
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烏山山あげ保存会 

「烏山の山あげ行事」の資料募集 
 烏山山あげ保存会では、ユネスコ無形文化遺産登録記念事業として、

市内外に現存する山あげ行事に関する資料を掘り起こし、有識者等に

よる協力を得ながら調査・研究し、記録することとなりました。 

山あげ行事に関連する資料をお持ちで、当事業の趣旨にご賛同いた

だける人は、下記により資料の提供にご協力ください。なお、資料は、

原則返却とします。不明な点等は、下記あてお問い合わせください。 

◇募集内容 山あげ行事に係る資料 

◇募集対象 写真、文書等（道具類も可） 

◇提出方法 ９月３０日（水）までに下記あて資料をご持参ください。 

※持参が困難な資料については、下記あてご相談ください。 

■問合 烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 

    ☎０２８７－８８－６２２３ 

    （一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７ 

 

第４１回市民ナイターソフトボール大会 
◇日時 ９月２日～２５日の水・木・金曜日 

◇場所 烏山運動公園 

※既に申し込みをしたチームで参加できない場合は、８月１５日（土）

までに下記あて連絡してください。 

■問合 市体協ソフトボール部烏山支部事務局（村上） 

☎０２８７－８４－３６７２ 

 

■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 

「ハンド＆ヘッドマッサージ」参加者募集 
夫婦、親子、友人同士等、ペアで行うマッサージを学びましょう。 

◇日時 ９月１３日（日）、２７日（日） 

※時間はすべて午前９時３０分～１１時３０分です。 

◇場所 境公民館和室会議室 

◇内容 手のつぼと頭皮マッサージの方法を習う。 

◇講師 セラピスト 大野薫 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着５組１０名 

※個人での申し込みはできません。 

◇費用 各回１組あたり８００円程度（材料費実費） 

◇持物 筆記用具、飲物、バスタオル２枚、腕を出せる服装、マスク 

※オイルで汚れても良いタオル、服装でお願いします。 

◇申込 ８月２日（日）～１５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。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■選挙・まちづくり      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集 
 明るい選挙を呼びかける作品を募集しています。  

◇応募資格 市内の小学校児童、中学校・高等学校の生徒 

◇募集内容 明るい選挙を呼びかけることをテーマに自由に表現 

◇作品規定 ・紙や布等、絵具材料だけに限らず画材は自由です。 

・サイズ：画用紙の四ツ切（５４２ｍｍ×３８２ｍｍ）、

八ツ切（３８２ｍｍ×２７１ｍｍ）またはそ

れに準じる大きさ 

◇応募方法 ９月４日（金）までに作品裏面に学校名、学年、氏名（ふ

りがな）を明記し、下記あて提出する。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 

「平和なまち」絵画コンテスト作品募集 
子どもたちによる「平和なまち」をテーマに絵画コンテストの作品

を募集しています。  

◇応募資格 市内在住の６歳以上１５歳以下の子ども 

（令和２年１１月２０日時点） 

◇募集内容 「平和なまち」をテーマとした作品 

◇作品規定 ・Ｂ４サイズまたは八つ切りサイズの画用紙で、使用す

る画材は自由（スキャン可能な平面作品） 

・応募は１人１点まで 

・他のコンテストに出品していないこと 

・個人で制作した作品であること（複数名での合作作品

は受け付けません） 

・著作権、商標権、肖像権等、第三者の権利を侵害しな

いもの 

◇応募方法 ９月１８日（金）までに申込書（下記提出先備付）に氏

名、年齢、応募者の連絡先、作品に込めた平和への思い

等、必要事項を記入し、下記提出先あて提出する。 

◇提出先 市役所総務課（烏山庁舎） ☎０２８７－８３－１１１７ 

■問合 （公財）広島平和文化センター国際部平和首長会議・２０２０

ビジョン推進課（平和首長会議事務局） 

☎０８２－２４２－７８２１ 

 

■その他      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 

学生募集 
◇試験日 ９月２６日（土） 

◇試験会場 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 

（矢板市富田７７ 塩谷病院敷地内） 

◇試験科目 ・高校推薦：一般常識試験、面接 

      ・社会人：小論文、面接 

◇募集人数 ４０名（高校推薦・社会人合わせて募集定員の５割程度） 

◇受験資格 ・高校推薦：令和３年３月に高校卒業見込で、学科評定

平均３．０以上、合格した場合には必ず本

校に入学できる人 

      ・社会人：高校を卒業し、令和３年４月１日時点で２年

以上経過した人 

◇修業年限 ３年（全日制） 

◇応募方法 ９月３日（木）～１７日（木）に入学願書を下記あて提

出する。 

※入学願書を希望する人は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務部 

☎０２８７－４４－２３２２ 

 

栃木いのちの電話 開局４０周年記念講演会 
◇日時 ９月１３日（日）午後１時～２時３０分 

開場：午後１２時３０分 

◇場所 ホテルマイステイズ宇都宮（宇都宮市東宿郷２－４－１） 

◇内容 演題：涙も笑いも、力になる 

～院内学級の子どもたちが教えてくれた大切なこと～ 

講師：昭和大学大学院准教授 副島賢和 氏 

◇定員 先着１５０名 

◇費用 無料 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

※ＦＡＸまたはＥメールで申し込む場合は、氏名、電話番号、参加人

数、この講座を知った方法を明記してください。 

■問合 （社福）栃木いのちの電話事務局 

 ☎０２８－６２２－７９７０（平日の午前９時～午後５時） 

    ＦＡＸ０２８－９０２－１０３０ 

    Ｅメール：tid1999@maple.con.ne.jp 
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みんなで歌おう！ 

「那須烏山歌声広場」に来てみませんか？ 
◇日時 第１６回：８月１日（土）午後２時～４時 

    第１７回：９月５日（土）午後２時～４時 

※３密を避けて開催します。 

◇場所 フナヤ道場（熊田４６７） 

◇内容 ギター・ピアノの伴奏で懐かしの昭和の名曲、フォークソン

グ等をみんなで一緒に歌いましょう！ 

◇対象 どなたでも 

◇費用 １，０００円（飲物付） 

■問合 音の旅人 くみ∞せい ☎０９０－９００３－１３３８ 

 

「動物愛護ふれあい作品展」作品募集 
◇展示期間 １０月２７日（火）～１２月２０日（日） 

◇展示場所 栃木県動物愛護指導センター愛護館 

◇募集内容 ・絵画部門（小学生対象） 

      ・ポスター部門（中・高生対象） 

      ・写真部門（一般県民対象） 

◇応募期限 ９月３０日（水）必着 

※詳細は、下記あて問い合わせるか、センターホームページ（https:/

/www.tochigi-douai.net/）をご確認ください。 

■問合 栃木県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８ 

 

「ジュニア知事さん」作文募集 
県では、子どもの頃からふるさと“とちぎ”について考え、関心と

親近感を持ってもらうために、「ジュニア知事さん」の作文を募集しま

す。夢や希望にあふれた作品をお待ちしています！ 

◇対象 県内に在住または通学している小学４・５・６年生 

◇テーマ もし私が「知事」になったら、こんなことをしてみたい 

◇応募方法 ４００字詰め原稿用紙１枚以内にまとめ、９月３０日

（水）までに下記あて郵送する。（当日消印有効） 

※１人１作品まで、未発表の作品に限ります。 

※原稿用紙のおもて面の余白に題名を書いてください。なお、題名は

「テーマ」の通りとせず、自由につけてください。 

※原稿用紙の裏面に学校名・学年・氏名（ふりがな）・性別を明記して

ください。 

■問合 県広報課 ☎０２８－６２３－２１５８ 

    〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 

 

国税庁経験者採用試験 
国税局や税務署で働く職員（国家公務員）を募集します。 

◇受験資格 令和２年４月１日において、大学等（短期大学を除く）

を卒業した日または大学院の課程等を修了した日のうち

最も古い日から起算して８年を経過した人 

◇試験日 １０月４日（日）第１次試験 

◇受付期間 ８月３日（月）午前９時～２１日（金） 

◇申込 原則としてインターネットでお申し込みください。 

ＵＲＬ：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。（土・日曜日および祝日を

除く） 

■問合 （インターネット申し込みに関すること） 

人事院人材局試験課 ☎０３－３５８１－５３１１ 

（上記以外のお問い合せ） 

関東信越国税局人事第二課 ☎０４８－６００－３１１１ 

 

文化財関連情報発信中 
 インスタグラムで、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中心に、情報 

発信しています。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

福祉のお仕事就職フェア（県北エリア） 
◇日時 ８月２２日（土）午後１時～３時３０分 

◇場所 健康長寿センター（那須塩原市南郷屋５－１６３） 

◇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 

 

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

 

８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８月５日、１９日 午前９時～正午 

◇場所 ・５日：社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７） 

    ・１９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 ８月２１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 ８月３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        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

８月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 土   

２ 日 【休日当番医】滝田内科医院 ☎0287-82-2544 

３ 月 
特定健診・がん検診（女性の日） 

精神障がい者と家族の会交流会・相談会  

保健福祉センター 

大金駅前観光交流施設 

４ 火   

５ 水 心配ごと相談 社会福祉協議会烏山支所 

６ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

７ 金   

８ 土   

９ 日 
【休日当番医】佐野医院（那珂川町） 

市民射撃大会 

☎0287-96-2841 

那須国際射撃場 

１０ 月 
山の日 

【休日当番医】七合診療所 

 

☎0287-82-2781 

１１ 火   

１２ 水   

１３ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１４ 金   

１５ 土   

 


