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

 

特別定額給付金の申請はお済ですか？ 
 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 

 

Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール）の休館 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今年度はＢ＆Ｇ

海洋センター（プール）を休館します。また、例年開催していた以下

の教室・大会等についてもすべて中止となりますのでご注意ください。 

◇中止となる教室・大会等 

水泳教室（夜間の部・夏休みの部）、水中運動教室、アクアフィット

ネス、水泳大会 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

那須南病院 面会全面禁止の一部解除 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、入院患者さんと

の面会を全面的に禁止していましたが、緊急事態宣言の解除に伴い、

６月1日（月）から一部解除しました。引き続き「面会制限」は下記

のとおり実施しますので、ご理解ご協力をお願いします。 

◇面会許可者 

原則、「面会許可証」を持っている人（入院患者さん１名につき１枚

を各病棟で交付します。）のみとしますが、医師から許可された同居

家族・県内に在住する親族（２週間以内に県内から出ずに体調を崩

していない人）１～２名も面会できます。 

◇面会時間 午後３時～６時３０分（土・日曜日および祝日を含む。） 

※面会は１５分程度でお願いします。 

◇面会届の記載 平日の日中はナースステーションで記載してくだ

さい。平日の夜間、土・日曜日および祝日は緊急外

来窓口で記載してください。 

※「面会許可証」を持っている人も記載をお願いします。 

■問合 那須南病院総務課 ☎０２８７－８４－３９１１ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生応援ふるさと便 
 市では、新型コロナウイルス感染症への対応として、ふるさとを離

れて生活している学生等を支援するため、市の特産品を無料で送付し

ます。 

◇募集期間 ６月１５日（月）～７月３１日（金） 

◇内容 食料品を中心とした市の特産品（５，０００円相当） 

◇対象 那須烏山市出身で、現在市外で生活している学生等 

◇申込 ７月３１日（金）までに、メールで下記あて申し込む。 

※市内にお住まいのご家族等から対象となるお子さんにご連絡ください。 

※申込方法等詳細は、（一社）那須烏山市観光協会ホームページ

（http://yamaage.3g-kizuna.jp/machinaka/）をご確認ください。 

■問合 （一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７ 

    Ｅメール：yamaage-1977＠ar.wakwak.com 

 

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 

 

雇用調整助成金 相談窓口＆アドバイザー派遣 
 県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主向けに、

雇用調整助成金等に関する相談窓口の開設とアドバイザー派遣を実施

しています。雇用調整助成金について分からない部分がある場合や休

業手当の計算等の労務管理に不安がある場合等にご利用ください。 

【相談窓口】 
◇受付時間 午前９時～午後５時（土・日曜日および祝日を除く。） 

◇電話番号 ☎０２８－６１２－２３００ 

【アドバイザー派遣】 
◇対象事業主 国の緊急対応期間の特例措置により、雇用調整助成

金・緊急雇用安定助成金の申請を栃木労働局に行う予

定または申請済の県内中小企業事業主 

◇訪問回数 １事業主あたり３回まで無料 

◇申込 県ホームページ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koy

ou/koyou/koyoutyouseijyoseikinkatuyou.html）から申込書（チ

ラシ裏面）をダウンロードし、必要事項を記入のうえＦＡＸ

またはメールで下記あて申し込む。 

※電話での申し込みも可能です。 

■問合 県助成金相談センター ☎０２８－６１２－２３００ 

    ＦＡＸ０２８－６６６－３００８ 

    Ｅメール：koyou@tmc-jinji.com 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

6月21日 春季市民ソフトテニス大会 中止 
市体協ソフトテニス部 

(木下) ☎090-7415-7357 

6月21日 市民柔道大会 中止 
市体協柔道部 

(横嶋) ☎0287-88-9469 

7月5日 市消防団夏季点検 中止 
総務課 
☎0287-83-1117 

7月9日 
市長杯ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ大会兼
県民スポーツ大会市予選会 

延期 
市体協ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ部 
(永山) ☎0287-82-3189 

令和２年６月１５日 Ｎｏ．３５４ 

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

 

通知カードの廃止・個人番号通知書の取り扱い 
【通知カードの廃止】 
通知カードは、平成２７年１０月以降、住民票を有する人に対し、

簡易書留で郵送されていましたが、法律の改正により５月２５日に廃

止されました。これにより通知カードの再交付申請および通知カード

の住所、氏名等記載事項変更の手続きをすることができません。既に

通知カードを持っている人は、通知カードに記載された氏名や住所等

が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き

マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用できます。 

【個人番号通知書の取り扱い】 
５月２５日以降、出生等により住民票に登録され、新たにマイナン

バーが付番された場合は、個人番号通知書が送付されます。 

・個人番号通知書はマイナンバーの証明書類として使用できません。 
・既にマイナンバーが付番されている場合は、個人番号通知書は送付
されません。 

・個人番号通知書を受け取った後、氏名や住所等に変更が生じても、
個人番号通知書の記載の変更はできません。 

・個人番号通知書は、紛失等した場合でも再交付はできません。 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

マイナポイントが２５％もらえます！ 
以下の利用方法でキャッシュレス決済をすると、金額に応じて最大

５，０００円分のマイナポイントがもらえます。 

◇利用方法 ①マイナンバーカードを取得 

②マイナポイントの予約（マイキーＩＤの設定） 

③キャッシュレス決済を選択し申し込み 

※キャッシュレス決済の申し込みは７月１日からの開始です。 

※申し込み可能なキャッシュレス決済サービスは随時登録されます。 

※詳細は、総務省ホームページ（https://mynumbercard.point.soumu.go.

jp/）をご覧ください。 

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

■雇用・就職      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナポイント支援事務職員の募集 
◇任用期間 ７月１日～令和３年３月３１日 

◇募集内容 

職種 事務員 

人数 １名 

業務内容 

マイナンバーカード、マイナポイントマイキーＩＤ設定支

援および市民課窓口業務 

・原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

勤務地 烏山庁舎市民課および南那須庁舎市民課南那須分室 

給料 

（報酬） 

時給１，１１９円 

※通勤手当や期末手当等が支給される場合があります。 

応募要件 

・ワードやエクセル等の基本的な操作ができる人 

・インターネットの基本的な操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

◇試験日 ６月下旬予定 ※試験時間等詳細は、別途通知します。 

◇試験方法 面接・適性試験   

◇応募方法 ６月２２日（月）までに履歴書（写真貼付、白黒可）お

よび免許証の写しを添付のうえ、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６月２２日（月）必着です。 

※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。 

※詳細は、電話等で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 

 

■農林業・環境     
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「なすからブランド」 

６次産業化推進事業費補助金 
「なすからブランド」に認証された農林水産物を活用した商品の開

発やＰＲに要する経費の一部を補助します。 

◇対象品 中山かぼちゃ、国見のミカン、山あげ米 

◇対象者 市内に住所を有する個人、市内に事務所を有する法人、那

須南農業協同組合の生産部会（市内に住所を有する農業者

が属するものに限る。） 

◇対象経費 ・商品開発に要する費用（原材料費・成分分析費・パッ

ケージデザイン費・機械器具のリース料や購入費等） 

・販路拡大に要する費用（広告宣伝費、展示会出展日、

ＷＥＢサイト制作費等） 

◇補助率 ２分の１以内（上限１０万円） 

※市税等の滞納がある場合は交付対象外です。 

◇申請 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申請する。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

６月は「環境月間」です 
環境問題への関心と理解を深め、環境負荷の少ない生活について考

えるとともに、ごみの分別や軽量化にご協力をお願いします。 

また、年間をとおしてマイ・バッグ・キャンペーンを実施していま

す。７月１日から全国一律でレジ袋有料化が実施されることを踏まえ、

キャンペーン取組強化月間にご協力をお願いします。 

※水分の多い生ごみ等は、十分に水分を切ってから出してください。 

※雑草等を出す場合は、よく乾燥させてから出してください。 

※ごみは、家庭ごみ収集カレンダーをご確認のうえ、ルールに沿って

出してください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

 

かしこい消費者講座 
 県では、かしこい消費者を目指す自己啓発や、地域で消費生活に関

する普及啓発活動のリーダーを目指す人等のために、「かしこい消費

者講座」を開催します。 

【基礎コース】 

◇日程 ７月２２日（水）、８月４日（火）、８月２０日（木）、     

９月２日（水） 

◇時間 午前１０時～正午 

◇内容 消費生活に関する基礎知識を習得するための講義等 

◇対象 消費者活動に関心がある人で、かつ、全日程を受講可能な人 

◇締切日 ６月２４日（水） 

【応用コース】 

◇日程 ９月２９日（火）、１０月１３日（火）、１０月２６日（月）、

１１月１０日（火）、１２月８日（火）、１２月２２日（火） 

◇時間 午前１０時～午後３時 

◇内容 消費生活に関する県の施策や地域活動に即した内容の講義等 

◇対象 上記基礎コースを修了し、消費者活動に積極的に取り組む意

欲のある人で、かつ、全日程を受講可能な人 

◇締切日 ８月２８日（金） 

【共通事項】 

◇場所 県庁本館大会議室（宇都宮市塙田１－１－２０） 

◇定員 各講座２０名 

◇費用 無料 

◇申込 上記各締切日までに電話で下記あて申し込む。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 
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■税務      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

忘れていませんか？あなたの自動車税 
今年度の自動車税の納税はお済ですか。 

 納期限（６月１日）が過ぎましたので、お忘れになっている人は、

至急納税してください。納税していない場合は督促状が送付され、延

滞金もかかります。督促状を送付してから１０日を経過しても完納し

ない場合は、差押等の滞納処分を受けることになります。 

また、自動車税（種別割）と個人事業税が、ゆうちょ銀行で口座振

替できるようになりました。希望する人は、県内の最寄りの郵便局で

申し込みできます。 

※自動車税（種別割）のゆうちょ銀行口座振替は、令和３年度から開

始となります。 

※市が課税する軽自動車税（種別割）の納期限は、６月３０日（火）

まで延長されています。 

■問合 自動車税：矢板県税事務所収税課 

 ☎０２８７－４３－２１７１ 

    軽自動車税：税務課収納管理グループ 

 ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

 

特定健診・がん検診等日程 
新型コロナウイルス感染症対策に努め、下記のとおり実施します。 

◇日程 

期日 場所 受付時間 

７月３日（金） 

※締め切り済 

保健福祉センター【予約者の日】 

◎婦人検診等あり 

（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。） ７月１０日（金） 
保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

※７月３日（金）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３０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、特定健診受診券をご持参ください。 

※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 

 

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

 

児童手当・特別給付 現状届の提出 
児童手当・特例給付を受給している人は、受給資格の確認のため、

毎年６月１日時点の住所地へ現況届を提出する必要があります。 

通知を５月末に発送していますので、忘れずに提出してください。 

◇提出方法 通知に同封する返信用封筒を利用して、下記あて提出し

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、原則、郵送での提出をお願いします。） 

◇提出期限 ６月３０日（火） 

※現況届の提出がない場合や提出しても不備がある場合は、６月分以

降の手当が差止となる場合がありますのでご注意ください。 

※公務員は、勤務先にご確認ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 

■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 

「ゴルフ教室」参加者募集 
日時 ①６月２８日（日）、②７月１９日（日）、③８月９日（日） 

※時間はすべて午前９時３０分～１１時３０分です。   

◇場所 大金ゴルフ練習場ウイング（田野倉７３２） 

◇内容 ゴルフをとおして、健康づくり・仲間づくりを行う。 

◇講師 富田和義 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人（初めての人） 先着１０名 

◇費用 １，１００円（練習ボール代）  

※クラブレンタル代は別途かかります。 

◇持物 ゴルフクラブ、ゴルフグローブ、飲物 

※申し込みの際、ゴルフクラブの有無をお伝えください。 

◇服装 活動に適した服装 

◇申込 ６月１６日（火）～２３日（火）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。 

※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 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座 

「古典文学講座」参加者募集 
◇日時 ①７月３日（金）、②８月２１日（金）、③９月１８日（金）、

④１０月２日（金）、⑤１１月６日（金）、⑥１２月１１日（金） 

※時間はすべて午前９時３０分～１１時です。   

◇場所 南那須公民館第１会議室 

◇内容 万葉びとの言葉と心に親しみます。 

    ①令和と万葉集、②万葉集に歌われた自然、③相聞歌、 

④挽歌、⑤天皇たちの歌、⑥防人・庶民の歌 

◇講師 和田貞夫 氏（元なす風土記の丘資料館館長） 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１５名程度 

◇費用 無料  

◇持物 筆記用具、飲み物 

◇申込 ６月１６日（火）～３０日（火）午前９時～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 

 

公民館講座 

「まちの観光ガイド講座」参加者募集 
◇日時 ①７月５日（日）午前９時～正午 

②７月１９日（日）午前９時～正午 

    ③８月２日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 ①烏山公民館集合、烏山地区内の寺社 

②烏山公民館集合、龍門の滝等 

③烏山公民館研修室 

◇内容 ①烏山の歴史ある寺社を市の観光ガイドが案内 

②龍門の滝が形づくられた背景についてジオガイドが解説 

    ③市の観光のこれからについてのグループワーク（非対面式） 

◇講師 観光ボランティアふれあいガイドの会、なすからジオの会 

◇対象 市内在住または在勤、在学の人 先着１０名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

※①②は、歩行に適した服装、靴、傘をお持ちください。 

◇申込 ６月１６日（火）～７月４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。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
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■生涯学習・スポーツ      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「那須烏山市のジオサイトを知ろう」講座 

参加者募集 
まちの新しい見所、ジオサイトをガイドと一緒に歩きましょう。 

◇日時 ６月２７日（土）午前９時～１１時３０分 ※雨天中止 

◇場所 長者ヶ平官衙遺跡 

◇内容 「東山道」、「辰街道」跡の探検 

◇講師 宇都宮大学名誉教授 酒井豊三郎 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 ２５名程度 

※小学生以下は保護者同伴、中高生は保護者等送迎。 

◇費用 無料 

◇持物 飲物、動きやすい服装、帽子 

◇申込 ６月１５日（月）～２６日（金）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。 

※当日は検温し、マスクを着用のうえお越しください。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

男女共同参画週間 
毎年６月２３日～２９日は、男女共同参画週間です。 

自分らしい人生を実現するために時間をどう使っていくのか、家族

や地域等はそれをどう後押ししていくのか、社会全体で考えましょう。 

◇令和２年度男女共同参画週間キャッチフレーズ 

「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」 

「ワクワク・ライフ・バランス」 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

大桶運動公園 立入禁止 
 大桶運動公園は、災害復旧工事中のため立ち入りできません。散歩

等の運動についてもお控えください。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇期間 令和３年３月３１日まで（予定） 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

労働保険の年度更新期間の延長 
 本年度の労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、新型

コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、８月３１日（月）まで延長さ

れます。更新手続きは、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への

郵送または電子申請でも受け付けています。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に

相当の減少があった事業主は、申請により労働保険料等の納付を１年

間猶予することができます。 

■問合 栃木労働局総務部労働保険徴収室 

☎０２８－６３４－９１１３ 

ＵＲＬ：https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/newpage 

_00131.html 

 

税務職員採用試験 
税務署や国税局で勤務する税務職員（国家公務員）を募集します。 

◇受付期間 ６月２２日（月）午前９時～７月１日（水） 

◇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 

◇試験日 ９月６日（日） 

◇試験の程度 高等学校卒業程度 

■問合 人事院人材局試験課 ☎０３－３５８１－５３１１ 

午前９時～午後５時（土・日曜日および祝日を除く。） 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ７月４日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 南那須運動場（吊り橋の前） 

◇散策コース 「河岸段丘と遺跡」（歩行５ｋｍ程度） 

南那須運動場 → 大和久古墳群（市指定文化財） → 久保前古墳 → 

県道２２２号線 

◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 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。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止する場合があります。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

☎０８０－６５１２－０１６８ 

 

南那須庁舎代表番号の廃止 
 南那須庁舎の休日日直を廃止してから一定期間が経過しましたので、

南那須庁舎代表番号（☎０２８７－８８－７１１１）を廃止します。 

今後は次の各課（局）の直通番号へご連絡ください。 

市民課南那須分室 ☎0287-88-0870 農政課   ☎0287-88-7117 

都市建設課  ☎0287-88-7118 議会事務局 ☎0287-88-7114 

学校教育課  ☎0287-88-6222 生涯学習課 ☎0287-88-6223 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

６月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 火 
  

１７ 水 
特定健診・がん検診 

心配ごと相談 

野上体育館 

☎0287-84-1294 

１８ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター  

１９ 金 
  

２０ 土   

２１ 日 
特定健診・がん検診（予約者の日） 

【休日当番医】飯塚医院（ 那 珂 川 町 ） 

烏山体育館 

☎0287-92-2034 

２２ 月 

１歳児相談受付9：30～ 

１歳６か月児健診受付13：00～ 

特定健診・がん検診 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

烏山体育館 

２３ 火 
２歳６か月児相談受付9：30～ 

４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 

２４ 水 
５歳児相談受付9：30～ 

８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 

２５ 木 
特定健診・がん検診 

窓口延長業務（～19：00） 

保健福祉センター 

烏山庁舎・保健福祉センター  

２６ 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 

２７ 土 
  

２８ 日 【休日当番医】烏山台病院 ☎0287-82-2739 

２９ 月 
 

 

３０ 火 軽自動車税（種別割）納期限  
 


