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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/ 

おかげ様で３７年！ 
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・火災・等 
◇生命保険：新総合収入保障・新医療・等 
◆お問合せ 〒321－0526 那須烏山市田野倉３８３ 

  ＴＥＬ：０２８７－８８－９８７０ 
ＦＡＸ：０２８７－８８－０２３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 
◇中止または延期となるイベント等 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

4月7日 

（火）まで 
こども館 

臨時 
休館 

こども館 

☎0287-80-0281 

4月1日 

（水） 
心配ごと相談 中止 

市社会福祉協議会烏山支所 

☎0287-84-1294 

4月2日 

（木） 
移動出前サロン 中止 

こども館 

☎0287-80-0281 

4月5日 

（日） 

着物で街中散策 

・文化財巡り 
中止 

街に賑わいを興す会（小堀） 

☎0287-82-2608 

4月9日 

（木） 
移動出前サロン 中止 

こども館 

☎0287-80-0281 

4月11日 

（土） 

公民館講座 

グラウンド・ゴルフ教室 
延期 

烏山公民館 

☎0287-83-1412 

4月12日 

（日） 

公民館講座 

なすからサロン 
中止 

烏山公民館 

☎0287-83-1412 

4月12日 

（日） 
第13回市民ゴルフ大会 

延期 
(7月) 

市体育協会ゴルフ部（雫） 

☎0287-88-7224 

4月15日 

（水） 
心配ごと相談 中止 

市社会福祉協議会本所 

☎0287-88-7881 

4月22日 

（水） 
行政相談 中止 

総合政策課 

☎0287-83-1112 

5月下旬 
第43回あやめまつり 

チャリティーショー 
中止 

烏山地区民俗奉仕協会（川俣） 

☎0287-84-3154 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館休館中の一部サービスを再開します 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、休館中の南那須

図書館・烏山図書館で一部サービスが利用できます。 

◇対応時間 午前９時３０分～午後５時 

※予約受け取りのみ利用可能です。（インターホンを押してください。） 

◇利用できるサービス 

・インターネット、ＦＡＸによる資料（本・ＤＶＤ等）の予約 

（電話予約はできません。） 

・予約資料の貸出（玄関前で対応します。） 

・資料の返却（返却ポストもしくは玄関前で対応します。） 

◇利用できないサービス 

 ・館内書架への立ち入り、資料の閲覧 

 ・館内座席および検索機（ＯＰＡＣ）の利用 

 ・レファレンスサービス 

 ・館内施設（多目的ホール・団体活動室等）の利用 

※休館期間は変更になる場合もありますので、詳細は図書館ホームペ

ージ（https://lib-nasukarasuyama.jp/）等でご確認ください。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

介護予防事業（いきいきサロン等）を再開します 
事業休止をしていた介護予防事業を、感染防止対策に配慮して再開

します。なお、今後の動向により変更となる場合があります。 

◇再開日 ４月２０日（月）～ 

◇再開事業 

 ・いきいきサロン 

・ふれあいの里 

・男のサロン 

・健康長寿セミナー（健康マージャン、スポーツ吹き矢、シャフル

ボード） 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月１日 Ｎｏ．３４９ 

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。） 

 

 
足利銀行(南那須)さん後ろ 

歩-Ayumi-塾 ☎090-5423-4499（代表者：佐藤 諒） 

「チラシを見た」とご連絡ください 

入塾金０円！新1,2年生は初月の授業料０円！ 

中学の英語・数学が不安なお母様！今、予習をはじめませんか？ 

☆無料補講を 100時間以上実施 
昨年度の中学最初のテストの最高点 数学：100 英：97 



- 2 - 

 

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

 

犬の登録および狂犬病予防注射（烏山地区） 
◇日程等 

日程 場所 時間 

４ 

月 

５ 

日 

(日) 

 

那須烏山市役所  烏山庁舎前 ８：４５～ ９：００ 

烏山体育館前  ９：０５～ ９：１５ 

田代製作所資材置場（旧滝田農協

倉庫） 
 ９：２０～ ９：３０ 

滝田ポケットパーク  ９：３５～ ９：４５ 

七合診療所  ９：５０～ ９：５５ 

中山構造改善センター １０：００～１０：１０ 

白久公民館 １０：１５～１０：２０ 

大桶上公民館 １０：２５～１０：３５ 

大桶中  消防詰所前 １０：４０～１０：４５ 

大桶下公民館 １０：５０～１０：５５ 

谷浅見コミュニティセンター １１：００～１１：０５ 

興野上バス停前 １１：１０～１１：２０ 

興野地区集会所 １１：２５～１１：３５ 

興野下二 民宿今ちゃん １１：３５～１１：４０ 

城東  雇用促進住宅前 １１：４５～１１：５０ 

那須烏山市役所  烏山庁舎前 １１：５５～１２：００ 

４ 

月 

６ 

日 

(月) 

 

旧境診療所  ８：５０～ ９：００ 

上境上平公民館  ９：０５～ ９：１５ 

旧境小学校前  ９：２０～ ９：２５ 

旧境保育園前  ９：３０～ ９：５０ 

小原沢「小原沢」バス停跡地 １０：００～１０：０５ 

元国見わらび荘入口駐車場 １０：１０～１０：１５ 

木須の郷交流館 １０：２５～１０：３５ 

小木須 山野屋商店前 １０：４０～１０：４５ 

大木須「新屋敷」バス停跡地 １０：５０～１０：５５ 

大木須集会所 １１：００～１１：１０ 

横枕文化伝承センター １１：１５～１１：２０ 

大沢「東入」バス停 １１：３０～１１：３５ 

大沢「萩の草」バス停 １１：４０～１１：４５ 

大沢下 板橋商店前 １１：５０～１１：５５ 

４ 

月 

７ 

日 

(火) 

日野町自治会館 ８：４５～ ８：５５ 

宮原八幡宮駐車場 ９：００～ ９：１０ 

平野建設 資材置き場  ９：１５～ ９：２５ 

野上舟戸公民館跡地  ９：３０～ ９：３５ 

野上消防詰所前  ９：４０～１０：００ 

向田南 エフエー観光前 １０：０５～１０：１０ 

落合公民館 １０：２０～１０：２５ 

向田西二 熊野神社前 １０：３０～１０：４５ 

しのぶが丘団地入口 １０：５５～１１：００ 

滝 龍門の滝観光駐車場 １１：０５～１１：１０ 

神長 川西入口 １１：１５～１１：２５ 

高峰パークタウン管理事務所 １１：３０～１１：３５ 

烏山運動公園 １１：４０～１１：４５ 

山あげ会館駐車場 １１：５０～１２：００ 

◇費用 登録と注射料：６，５００円、注射料：３，５００円 

・登録および注射を受ける際には、おつりの無いようにお願いします。 

・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。 

・飼い犬に異動（死亡、転居等）があった場合はご連絡ください。 

・集合注射を都合で受けられない場合は、かかりつけの獣医師に連

絡して必ず受けてください。 

・時間内にお集まりください。 

※市ホームページにも掲載します。 

※６月に実施する２次注射については、別途お知らせします。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

犬の登録および狂犬病予防注射（南那須地区） 
◇日程等 

日程 場所 時間 

４ 

月 

１２ 

日 

(日) 

那須烏山市役所 南那須庁舎前  ８：４５～ ９：００ 

大金台管理事務所脇駐車場  ９：０５～ ９：２５ 

月次地区コミュニティセンター  ９：３０～ ９：４０ 

熊田西公民館  ９：４５～ ９：５５ 

熊田東公民館 １０：００～１０：１０ 

小志鳥城跡駐車場 １０：１５～１０：２０ 

志鳥下公民館 １０：２５～１０：３０ 

志鳥中公民館 １０：３５～１０：４５ 

志鳥上公民館 １０：５０～１０：５５ 

志鳥谷中地蔵尊前 １１：００～１１：０５ 

上川井集荷所 １１：１０～１１：２０ 

下川井上公民館 １１：２５～１１：３０ 

下川井下公民館 １１：３５～１１：４５ 

南大和久公民館 １１：５０～１１：５５ 

４ 

月 

１３ 

日 

(月) 

元丸和駐車場  ８：４５～ ８：５５ 

藤田公民館  ９：０５～ ９：２５ 

三箇下公民館  ９：３０～ ９：５０ 

三箇中集荷所  ９：５５～１０：００ 

三箇上公民館 １０：０５～１０：１５ 

旧小白井集荷所 １０：２０～１０：２５ 

西野公民館 １０：３０～１０：３５ 

鴻野山自治会公民館 １０：４０～１１：００ 

こぶし台コミュニティセンター １１：０５～１１：１５ 

宇井集会センター １１：２０～１１：２５ 

元岡本商店前 １１：３０～１１：３５ 

小倉公民館 １１：４０～１１：４５ 

那須烏山市役所 南那須庁舎前 １１：５０～１２：００ 

４ 

月 

１４ 

日 

(火) 

東原公民館  ８：４５～ ８：５５ 

高瀬直売所前  ９：００～ ９：１０ 

小塙 齋藤電気前  ９：１５～ ９：２５ 

森田宿集会センター  ９：３０～ ９：４０ 

輪之内自治会公民館  ９：４５～ ９：５０ 

大里集荷所 ９：５５～１０：０５ 

曲田公民館 １０：１０～１０：２０ 

白金台ニュータウン入口 １０：２５～１０：３５ 

曲畑消防詰所脇 １０：４０～１０：５５ 

八ケ代コミュニティセンター １１：００～１１：１０ 

八ケ代柳町ごみステーション前 １１：１５～１１：２５ 

福岡集会センター １１：３０～１１：４０ 

八ケ代東山ごみステーション前 １１：４５～１１：５０ 

※費用等詳細は、「犬の登録および狂犬病予防注射（烏山地区）をご覧

ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

那須烏山市ＰＲラジオ番組 

「なすかラジオ」が始まります 
 小山市のコミュニティＦＭ「おーラジ」で、４月３日（金）午後６

時から、那須烏山市の観光や地域の魅力をＰＲする番組「なすかラジ

オ」の放送が始まります。観光プロモーションに取り組む那須烏山市

地域おこし協力隊の坂本尚樹隊員が生放送で出演し、県南を中心に全

国のリスナーへ向け、様々な企画内容で本市の魅力を発信します。 

◇期間 ４月から６月までの毎週金曜日 午後６時～６時３０分 

◇視聴方法 周波数：７７．５ＭＨｚ（放送対象地域：小山市内） 

※おーラジ公式アプリを右記のＱＲコードで読み取り 

インストールすると那須烏山市内でも聴くことがで 

きます。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ 

☎０２８７－８３－１１５１ 
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まちづくりチャレンジプロジェクト事業 
市では、少子高齢化に伴う人口減少や地域コミュニティの希薄化等、

様々な課題を抱えていますが、こうした地域課題の解決に向け、ボラ

ンティア団体やＮＰＯ、企業等の「まちづくり団体」が取り組む積極

的な活動に対し、補助金の交付による支援を行います。 

◇募集期間 ４月７日（火）～２４日（金） 

◇対象団体 次の要件を満たす団体（ボランティア団体、ＮＰＯ、各

種団体、自治会、企業等）を対象とする。 

・構成員が５人以上で、構成員の過半数が市内に在住・在勤・在学

していること。 

・団体の代表者が成年者（２０歳以上）であること。 

・団体運営に関する定款・規約・会則があること。 

◇対象事業 「テーマ準拠型」 

令和２年度

のテーマ 

・空き家対策「空き家を活用した事業」 

・観光振興対策「ジオサイトを活用した観光案内所運営」 

・少子高齢化対策 

「オープンデータを活用した事業」 

 「子育て日常生活用品のリユース事業」 

補助金 １団体５０万円を限度とし、補助期間1年以内 

団体数 ２団体程度 

条件 
事業の実施に際しては、目指すべき数値目標を設定し、事

業終了時に達成状況の報告を求める。 

◇対象外事業 

・団体構成員の親睦や趣味的な活動を目的とするもの。 

・宗教活動または政治的活動を目的とするもの。 

・国・地方公共団体、その他公益事業を行なう団体から他の補助金

の交付を受けたものまたは受ける予定のもの。 

◇審査方法 外部委員を含む審査会で、提出された企画提案書と公開

プレゼンテーション（事業説明・質疑応答）の内容を審

査します。 

◇応募方法 所定の企画提案書等（下記備付および市ホームページ掲

載）に必要事項を記載し、下記あて提出する。 

【説明会】 
◇日時 ４月７日（火）午後１時３０分～ 

◇場所 烏山庁舎２階第４会議室 

※事業の流れや今年度のテーマの詳細等を説明します。応募予定の人

は必ず出席してください。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■税務          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

色々な支払い方法があります！ 
新生活が始まり、税金や水道料金を初めて支払う人にお知らせしま

す。那須烏山市の税金や水道料金は、口座からの自動振替や金融機関・

コンビニでの現金支払いのほか、ＰａｙＰａｙでのスマホ決済に対応

しています。皆様のニーズに合ったサービスをご利用ください。 

■問合 税務課 ☎０２８７－８３－１１１４ 

    上下水道課 ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

土地・家屋価格等帳簿の縦覧 
◇期間 ４月１日（水）～３０日（木） 

※縦覧時間は、平日の午前８時３０分～午後５時です。 

◇場所 税務課（烏山庁舎） 

◇内容 土地・家屋価格等帳簿の縦覧 

◇縦覧できる人 市内に所在する土地・家屋の固定資産を持っている

納税義務者、納税管理人、納税義務者から委任され

た人（委任状が必要です。） 

◇持物 印かん、本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転

免許証、健康保険証等） 

■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

インターネット公売 
 税金の滞納により差し押さえた物件をＹａｈｏｏ！官公庁オークシ

ョンで公売します。興味のある人は、ぜひ、ご参加ください。 

◇参加申込期限 ４月１０日（金）午後１時～２８日（火）午後１１時 

◇入札期間 ５月８日（金）午後１時～１０日（日）午後１１時 

◇Ｙａｈｏｏ！官公庁オークションサイト 

サイト内那須烏山市トップページは、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ください。 

ＵＲＬ：https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/toc_nasukarasuyama_city 

■問合 税務課徴収対策グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

所得税および消費税の振替日変更 
 令和元年分の申告所得税等の申告・納税等の延長期限が、４月１６

日（木）まで延長されたことに伴い、申告所得税と個人事業者の消費

税の振替納付日が次のとおり変更となりますので、振替納税をご利用

の人は、ご注意ください。 

◇所得税および復興特別所得税 ５月１５日（金） 

◇消費税および地方消費税 ５月１９日（火） 

※振替日の２～３日前には、預貯金口座の残高をお確かめください。 

※残高不足等で引き落しができない場合は、４月１７日（金）から、

延滞税がかかることになりますのでご注意ください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

■年金         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民年金保険料の学生納付特例制度 
学生で保険料を納めるのが困難な場合、申請により在学中、国民年

金保険料の納付が猶予されます。この期間は年金受給資格期間に算入

されますが、年金額には反映されません。猶予された保険料は１０年

以内であれば追納ができ、将来の年金額に反映されます。なお、追納

は３年以上経過すると保険料に一定の加算額が上乗せされます。 

◇対象 対象となる学校の学生で、本人の前年所得が一定額（扶養親

族等なしの場合は１１８万円）以下の人 

◇申請方法 有効期限の記載がある学生証の両面写し、または在学期

間がわかる在学証明書の原本を持参し、下記の窓口で申

請してください。 

（失業等の理由により申請を行う場合は、雇用保険被保

険者資格喪失確認通知書等もご持参ください。） 

※令和元年度に学生納付特例制度で納付猶予されており、日本年金機

構からハガキ形式の継続申請用紙が送付されている人で、引き続き

令和２年度も納付猶予を希望する場合には、申請書に必要事項を記

入し返送してください。その場合は窓口での申請手続きは必要あり

ません。 

■問合 

市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 

市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

日本年金機構宇都宮東年金事務所 ☎０２８－６８３－３２１１ 

 

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

 

令和２年度有害鳥獣（イノシシ）捕獲を 

実施します 
市では、イノシシによる農作物等の被害を防止するため、市鳥獣被

害防止計画に基づき、イノシシのわな（箱わな・くくりわな）猟によ

る捕獲を下記のとおり実施します。山林等でわなが設置されている標

識を見かけましたら、危険ですので近づかないようにしてください。 

◇実施期間 ４月１日（水）～令和３年３月３１日（水） 

◇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 
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電気柵等設置費用補助金 
市では、イノシシによる農作物等の被害を防止するため、電気柵等

を設置する費用の一部を補助します。該当する人は下記あて申請して

ください。なお、申請前に購入したものは、補助金の対象になりませ

んのでご注意ください。 

◇対象 市内の田・畑の所有者または耕作者 

◇補助内容 イノシシの侵入を防ぐための電気柵等の資材費 

◇補助率 設置費用の２分の１以内（上限１０万円） 

※２戸以上が共同施工する場合は、１０分の６以内（上限１０万円×

施工人数） 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

林道沿いの樹木等の管理をお願いします 
【林道沿いの土地所有者へ】 
林道上に樹木の枝が張り出していると、自動車等の通行の妨げにな

ります。また、倒木により通行人が怪我をしたり車が破損したりした

場合、樹木の所有者に賠償責任が問われる場合もありますので、所有

者は、枝払いや伐採等の適正な管理をお願いします。 

【林道を利用する人へ】 
 大雨・強風時は、通行に十分注意してください。 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

森林の伐採には事前に届出が必要です 
市内のほとんどの森林や平地林が、県の定める地域森林計画に含ま

れており、立木を伐採する場合には事前に届出が必要です。 

◇届出が必要な森林 下記備付の図面で確認できます。 

◇届出者 森林所有者または立木を買い受ける人 

◇提出期間 伐採の始期の９０日前から３０日前までの期間 

◇届出方法 届出用紙（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、下記あて提出する。 

※１ヘクタールを超えて森林を開発する場合には、届出ではなく、林

地開発許可を受ける必要があります。 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７―８８－７１１７ 

 

「農作業標準賃金表」を配布します 
 市農業委員会では、「令和２年度農作業標準賃金表及び賃借料情報」

を作成しました。各農家にＪＡの協力を得て配付予定ですが、お急ぎ

の場合は、下記窓口で受け取るか市ホームページでご確認ください。 

◇配布先窓口 農政課（南那須庁舎）、烏山庁舎正面玄関ロビー 

■問合 農業委員会事務局 ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

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

 

優良運転者「県表彰」申請受付 
◇県表彰区分  

４０年表彰 昭和５５年３月３１日以前に運転免許証を取得した人 

３０年表彰 
平成元年４月１日～平成２年３月３１日までの間に運転

免許証を取得した人 

２０年表彰 
平成１１年４月１日～平成１２年３月３１日までの間に

運転免許証を取得した人 

※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（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）が起算日です。 

◇審査事項 過去５年以上（平成２７年４月１日から令和２年３月３

１日までに）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 

◇申込 ５月１２日（火）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 

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

 

商工業者を対象とした市の補助金制度 

【市外出店・イベント参加経費支援事業補助金】 

補助対象者 市内の事業所で、１年以上事業を営んでいる中小企業者 

補助対象事業 

市外で開催されるイベント・物産展、審査会等に商品や製

品等を出展、出品する事業 

※申請者自らが主催または共催するイベント等への出展等

を除く。 

対象経費 出展料、展示品輸送料、展示装飾費、渡航費 

補助率 対象経費の２分の１以内 

補助限度額 １０万円 

【中小企業競争力強化支援事業補助金】 

補助対象者 市内の事業所で、１年以上事業を営んでいる中小企業者 

補助対象事業 

①ＩＳＯ認証取得事業（新規取得が要件） 

②エコアクション２１認証取得事業（新規取得が要件） 

③特許権等取得出願事業（特許庁等に対する出願が要件） 

対象経費 審査登録経費、コンサルタント委託経費等 

補助率 対象経費の２分の１以内 

補助限度額 

①ＩＳＯ取得５０万円 

②エコアクション３０万円 

③特許権等出願１０万円～２０万円 

【空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業補助金】 

補助対象者 
市内の空き店舗を活用し新規出店する個人、法人 

※風俗営業、チェーン店、大型店を除く。 

対象経費 店舗改装費、付帯設備の設置または改修 

補助率 対象経費の２分の１以内 

補助限度額 ５０万円 

【創業者支援補助金】 

補助対象者 中小企業者として市内で創業する個人または法人 

対象経費 

・建物等の事業拠点の取得、改修等に要する費用 

・事業の用に供する機械設備、備品等の購入に要する費用 

・パンフレット作成、広告の掲載、ホームページの作成等

の広告宣伝に要する費用 

・経営相談、税務相談、法律相談等に要する費用 

補助率 対象経費の２分の１以内 

補助限度額 ５０万円 

【商店会にぎわい支援事業】 

補助対象者 

商店会（会則、組織および自主的な財源を有するおおむね  

５つ以上の店舗その他の事業所により形成され、商工業の

活性化を主な目的として活動している団体）、商店街振興組

合、事業協同組等 

補助対象事業 
・イベント事業 

・販売促進事業（資本形成以外のもの） 

対象経費 
使用料および賃借料、通信運搬費、印刷費および広告宣伝

費、備品費、燃料費、光熱水費、保険料、手数料、賃金 

補助率 対象経費の２分の１以内 

補助限度額 １０万円 

◆申込方法（共通） 申込書（下記備付）に必要事項を記入し、下記

あて提出する。 

※各事業とも、事業に着手する前に申し込みが必要です。（着手後また

は対象経費支出後の申請は不可） 

※助成には細かな条件等がありますので、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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■健康・福祉         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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・予防接種を受けることのできる医療機関等のリストは、

厚生労働省のホームページに掲載しています。 

※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 

 

休日当番医 
 那須烏山市と那珂川町で休日当番医を輪番制で実施しています。 

 休日当番医は、休日にけがや急病になった人のための診療ですので、

本来の診療日とは異なり、少人数での診療体制となっています。 

那珂川町の医療機関を含めた休日当番医表を３月１０日の行政区長

等文書配付で各世帯へ配付しました。不足する場合は下記あて電話等

でお問い合わせください。 

※受診の際は、必ず保険証をご持参ください。また、おくすり手帳（ま

たは服用している薬）や母子健康手帳およびこども医療受給者証等

を持っている人はご持参ください。 

※各休日の当番医は、広報お知らせ版の行事予定表欄、市ホームペー

ジ、とちぎ医療情報ネット（休日夜間診療所・当番医一覧）でご確

認ください。 

※休日当番医は、変更になることがあります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

食生活・健康相談 
 「体重が増えてしまった」「血糖・コレステロール・血圧等の値が気

になる」「減塩のポイントが知りたい」等、健康面が気になる人！栄養

士と保健師が皆さんの健康づくりのお手伝いをします。食習慣・生活

習慣を見直すヒントを一緒に見つけましょう。 

今年度も、家庭の汁物等の塩分濃度測定を実施しています。（みそ汁、

野菜スープ等ドロドロしていないものなら測定可）汁物の味付けが濃

いと他のおかずの味付けも濃い傾向があると言われています。ぜひ、

気軽にご相談ください。 

◇実施日 原則木曜日 

※日程等の詳細は、下記あてお問い合わせください。 

◇場所 保健福祉センター（自宅訪問や市役所烏山庁舎でも相談でき

ますので、お申し込みの際にご相談ください。） 

※相談時間はおおむね１時間です。完全予約制ですので実施日の１週

間前までにお申し込みください。 

※汁物等の塩分濃度測定のみのお申し込みも可能です。 

※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 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

集団健診の予約はお済みですか？ 
 ３月上旬に、個別に集団健診のお知らせを郵送しました。詳細は個

別通知をご覧ください。まだ予約をしていない人は、お早めにご予約

ください。 

※予約者の日、女性の日は受診項目にかかわらず、予約が必要です。 

※婦人がん検診等、すでに定員に達している場合、ご希望に添えない

ことがありますのでご了承ください。 

※予約した人には、受診する健診日のおおむね７日前に「集団健診の

お知らせ（予診票）、検査容器」等を郵送します。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

那須烏山市戦没者追悼式の日程を変更します 
毎年４月に実施している戦没者追悼式の日程が変更になります。 

◇日程 １０月１６日（金）  

◇場所 南那須公民館 

※詳細は、後日お知らせ版に掲載します。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

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

い児童を育成する家庭（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） 

児童扶養数 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、手当の支給が停止となります。 

◇支給条件 支給条件等詳細は、下記あてお問い合わせください。 

公的年金を受給する人は、併給調整等がありますのでご

相談ください。 

■問合 こども課子育て支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 

 

新生児聴覚検査費用を助成します 
生まれてすぐの赤ちゃんに、聴覚障がいの疑いがないかを調べる検

査です。 

耳の聞こえの障がいをできるだけ早く発見して、適切な療育につな

げ、赤ちゃんの健やかな成長のためにも検査を受けましょう。 

◇対象 市に住所を有し、かつ、令和２年４月１日以降に生まれ、新

生児聴覚検査を受けたお子さんの保護者 

◇内容 ５，０００円上限 

※確認検査が必要になった場合、５，０００円を追加で助成します。 

◇助成が受けられる医療機関 県内医療機関（現物給付） 

※県外で受診する場合は、検査日から１年以内に下記窓口で申請して

ください。（償還払い） 

◇受診方法 「新生児聴覚検査受診券」（白色）を医療機関に提出し

てください。 

※妊娠届出の情報により対象者に個別通知していますが、出産間近で

あるにもかかわらず通知等がない場合や詳細は、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 
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乳幼児健診・相談 
乳幼児健診・相談については、新型コロナウイルス感染症対策で、

延期または規模を縮小して実施する可能性もあります。対象者には個

別に通知します。 

【４か月児健診】 
◇日時 ４月２８日（火）受付：午後１時～１時２０分 

◇対象 令和元年１２月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 ４月２３日（木）受付：午後１時～１時２０分 

◇対象 令和元年８月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ４月２７日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成３１年３月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ４月２７日（月）受付：午後１時～１時２０分 

◇対象 平成３０年９月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ４月２４日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成３０年３月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ４月２８日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２９年９月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ４月２４日（金）受付：午後１時～１時２０分 

◇対象 平成２９年３月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ４月２３日（木）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２７年４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 

 

子育て世代包括支援センターをご活用ください 
安心して妊娠・出産・子育てができるように、子育てに関するさま

ざまな相談に応じ、必要な情報・サービスの提供を行っています。 

保健師・助産師・看護師・管理栄養士等が、妊娠・出産・子育ての

相談に応じます。気軽にご相談ください。 

◇開設時間 平日の午前８時３０分～午後５時 

◇場所 こども課（窓口・電話・家庭訪問等、お母さんとお子さんの

様子に合わせて対応します。） 

※現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、一部事業

を中止、延期または縮小して実施しています。各種事業等について

の相談がある場合にもご活用ください。 

※事業等の関係で、すぐに対応できない場合がありますので、窓口等

でのご相談を希望する場合は、事前に下記あてご連絡ください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

麻しん風しん混合予防接種はお早めに！ 
◇１期（１回目） １歳～２歳の幼児 

※１歳を過ぎたら早めに医療機関で接種してください。 

◇２期（２回目） 平成２６年４月２日～平成２７年４月１日生まれ

の幼児（幼稚園・保育園の年長に該当する年齢の幼児） 

※令和３年３月３１日（水）までに、医療機関で接種してください。 

◇接種費用 県内の協力医療機関で接種する場合は、窓口での自己負

担はありません。協力医療機関以外で接種する場合は、

接種費用の助成があります。（限度額あり。） 

※接種対象期間を過ぎると接種費用は自己負担となります。 

※県内の協力医療機関については、栃木県医師会ホームページでご確

認ください。 

※接種を希望する場合は、必ず医療機関へ連絡し予約をしてください。 

※予診票を紛失した場合は、こども課（保健福祉センター）または市

民課市民窓口（烏山庁舎）で受け取ってください。 

※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 

 

「親と子のよい歯のコンクール」と 

「三歳児よい歯のコンクール」の募集 
◇応募条件（両方のコンクールに応募することはできません。） 

「親と子のよい歯のコンクール」 

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までに３歳児健診を

受け、むし歯がなく口の中が健康な父親と幼児または母親と幼児 

「三歳児よい歯のコンクール」 

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までに３歳児健診を

受け、むし歯がなく口の中が健康な幼児 

◇応募方法 ４月２４日（金）までに、所定の申込書（下記窓口およ

び市役所烏山庁舎（市民課通路側壁掛け）に備付）に必

要事項を記入し、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 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

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として就労準備金を交付します。 

◇対象 市内在住の人で保育士・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（下記備付または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 

 

こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】 
◇日時 毎週水曜日・日曜日 午前１０時３０分～１１時３０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 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。 

【音を鳴らしてあそぼう】 
◇日時 ４月１７日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇講師 黒須千鶴 氏 

◇対象 未就園児と保護者等 先着１５名 

◇申込 ４月１５日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【なのはなリサイクル】 
「子育て応援リサイクル事業」で譲っていただいた子ども用品等を

無料でお譲りします。（エコバッグ等を持参してください。） 

◇日時 ４月１８日（土）午前１０時～午後１時  

【子育て応援リサイクル事業】 
市では、家庭で不要となった子ども用品等を譲り受け、毎月１回「な

のはなリサイクル」で希望する人に配布しています。 

家庭で不要となった子ども用品等を無料で譲りたい人は、こども館

で随時受け付けていますので、ご持参ください。 

※衣類についてはサイズ別に分けてお持ちください。 

※衣類・おもちゃ以外の物については、事前にご相談ください。 

◆上記催し物の場所は、すべてこども館です。月曜日・祝日は休館です。 

【子育て支援「４月の移動出前サロン」】 
◇日時 ４月１６日（木）、２３日（木）、３０日（木） 

※時間はすべて午前９時～午後２時です。 

◇場所 旧向田小学校（向田２１８７） 

◇内容 手遊び、親子体操、お楽しみタイム等で子育て支援員と一緒

に遊びましょう！（市ホームページでも確認できます。） 

◇対象 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。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 
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■生涯学習         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

生涯学習情報誌「おたのしみプラン」配布 
 令和２年度版「おたのしみプラン」は、全世帯配付をせず、４月の

行政区長等文書配付で各班回覧をします。 

なお、個人で必要な場合は、烏山公民館、南那須図書館、烏山図書

館、市役所烏山庁舎・南那須庁舎、保健福祉センターの窓口等で入手

することができますので、ぜひ、ご利用ください。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

ホットほっと電話相談員養成研修 
 栃木県教育委員会が実施する「ホットほっと電話相談室」の相談員

を養成することを目的として、相談員養成研修を実施します。下記の

応募資格のある人は、ぜひ、ご応募ください。 

なお、養成研修を終了した人を、９月２６日から電話相談員として

委嘱します。 

◇日程 ６月１０日（水）、２４日（水）、７月８日（水）、２２日（水） 

※時間はすべて午前８時３０分～午後４時です。 

◇費用 無料（ただし、交通費・昼食等は受講者負担） 

◇応募資格 次の①～③の要件を全て満たす人 

①カウンセリングの専門的講座・研修等３０単位（２時間を１単位

とする）以上を終了した人 

②栃木県内に在住し、令和２年４月１日現在で満３５歳から６０歳

までの人  

③養成研修の全日程を受講可能な人 

※公務員は応募できませんので、ご注意ください。 

◇応募方法 ５月２０日（水）までに所定の用紙（下記備付および県

ホームページhttp://www.pref.tochigi. lg.jp/m06/kouhou/ 

r2hothot-bosyu.html 掲載）に必要事項を記入し、次の書

類を添えて下記あて提出する。 

      ・ホットほっと電話相談員養成研修申込書（様式１） 

      ・履歴書（様式２） 

      ・作文（様式３） 

・カウンセリングの専門的講座・研修等を３０単位以上

終了したことを証する書類 

※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５月２０日当日消印有効です 

※応募書類により書類審査を行い、受講者を決定します。 

■問合 県教育委員会生涯学習課 ☎０２８－６２３－３４０４ 

    〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 

      

■文化         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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、有識者等の

協力を得ながら調査、研究に取り組むこととなりました。 

山あげに関連する資料等をお持ちで、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） 

◇提供方法 ８月３１日（月）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 

 

烏山山あげ保存会芸能部会会員募集 
 烏山山あげ保存会芸能部会では、山あげの踊りや常磐津（三味線・

浄瑠璃）、鳴物（笛・太鼓等）の会員を募集します。 

稽古を積んで、山あげの舞台に出演しましょう。 

◇募集期間 年間を通じて募集 

◇内容 稽古、舞台公演等 

◇対象 どなたでも 

◇申込 下記あてご連絡ください。 

■問合 烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 

    ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■スポーツ         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

南那須陸上競技教室参加者募集 
年間を通して各種目専門の講師の指導が受けられる陸上教室です。 

◇日時 毎週土曜日 午後２時～４時 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止による休校が延長された

場合は延期します。 

※夏休み期間中は午後５時～７時に変更します。 

※臨時で中止になる場合があります 

◇場所 烏山高等学校金井キャンパス（旧烏山女子高） 

◇種目 短距離、長距離、走高跳、走幅跳、ハードル、ジャベリック

スロー、砲丸投げ等 

◇対象 小学４年生～中学生 

◇費用 ２，０００円（スポーツ保険料含む。） 

◇持物 動きやすい服装、タオル、飲物、着替え等 

※４月１１日（土）午後２時から現地説明会を行います。現地で見学

してから決めることもできます。必ず保護者と一緒に来てください。 

■問合 南那須陸上競技協会（清水）☎０９０－４９２２－９０１５ 

市体協陸上競技部（川俣）☎０９０－２７５４－９８５０ 

 

那須烏山市歩こう会月例会参加者募集 
 令和２年度の那須烏山市歩こう会の開催予定です。楽しくウオーキ

ングをしてみませんか。ぜひ、ご参加ください。 

実施日 行先 受付日 

５月１０日（日） 宇都宮城・健康の森・大谷観音 ４月１９日（日） 

６月２１日（日） 奥日光（小田代ヶ原） ５月２４日（日） 

８月２３日（日） 沼ッ原湿原（那須） ８月２日（日） 

９月２７日（日） 古墳めぐり（群馬県方面） ９月６日（日） 

１０月１８日（日） 森林公園散策（川越） １０月４日（日） 

１１月１日（日） 二本松・菊人形（四季の森） １０月１１日（日） 

１２月６日（日） 
あしかがフラワーパーク・イル

ミネーション 
１１月１５日（日） 

令和３年 

１月１７日（日） 
恵方参り １２月２０日（日） 

２月１４日（日） 節分草 
令和３年 

１月２４日（日） 

３月６日（土） 理事会、役員会  

※今年の月例会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

延期・中止も見込まれますので、事前に下記あてお問い合わせくだ

さい。 

■問合 歩こう会事務局（松本）☎０９０－１６６８－８４２２ 

           （岩崎）☎０８０－１２２９－０６９２ 
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第１５回 那須烏山市弓道大会 
◇日時 ４月２９日（水・祝）午前９時３０分～ 

 受付：午前８時３０分～ 

◇場所 烏山弓道場 

◇参加資格 那須烏山市民および那珂川町民 

◇競技種目 個人戦：近的１０射、大的４射 

◇表彰 近的：一般男子、一般女子、学生の３部門 各５位まで 

大的：一般男子、一般女子、生徒を1部門として５位まで 

◇費用 無料 

◇申込 当日、会場で受け付けます。 

■問合 市体協弓道部（雫）☎０９０－４００２－３７６１ 

 

第４３回 烏山地区自治会親善ソフトボール大会 
◇日時 ５月７日（木）～２９日（金）の毎週水・木・金曜日 

    試合開始：午後７時３０分～ 

◇場所 烏山運動公園 

◇対象 烏山地区の自治会チーム 

◇費用 １チーム８，０００円（保険料含む。） 

◇申込 ４月２５日（土）までに費用を添えて、大会会計（園城）☎

０２８７－８２―２０１６あて申し込む。 

■問合 大会事務局（𠮷原）☎０２８７－８４－３３６４ 

 

■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 

「ゴルフ教室」参加者募集 
◇日時 ①５月１０日（日）、②６月７日（日）、③６月２８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 ゴルフを通して、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 先着１０名（初めての人対象） 

◇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、筆記用具、活動に適した服装 

※申し込みの際にゴルフクラブの有無をお伝えください。 

◇申込 ４月４日（土）～１８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。 

※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 

「植物図鑑」参加者募集 
◇日時 ①５月１６日（土）、②８月２２日（土）、③１０月３日（土）、 

④１月２３日（土） 

※時間はすべて午前９時３０分～１１時３０分です。 

◇場所 ①南那須公民館（第１会議室）、三箇四季の森、②下川井の江川、

③松倉山、④猿久保田んぼ公園 

◇内容 自生の植物を採取して、オリジナルの植物図鑑を作成する。  

◇講師 生涯学習課職員 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名程度（親子可） 

◇費用 無料  

◇持物 筆記用具、新聞紙（Ａ３判（１ページの半分）２０枚程度）、

飲物、ティッシュペーパー、山野を散策できる服装 

※「植物図鑑」をお持ちの人は、持参してください。 

◇申込 ４月４日（土）～１８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 

公民館講座 

「川柳教室」参加者募集 
身近な文芸、川柳を楽しんでみませんか。 

◇日時 ①５月１４日（木）、②５月２８日（木） 

※時間はすべて午前９時３０分～１１時３０分です。 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 川柳の魅力等についての話、句題の探し方、作句 

◇講師 篠﨑酔月 氏（栃木県川柳協会会長） 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１５名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 ４月４日（土）～１８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 

 

子ども体験教室事業「若鮎クラブ」参加者募集 
 市内の小学生を対象に、週末における自然体験活動等の様々な体験

や交流活動ができる事業を行います。 

◇期間 ５月３１日（日）～令和３年３月６日（土） 

※おおむね土曜日に実施します。（全１１回） 

◇活動場所 烏山公民館および現地 

◇内容 川・山などでの自然体験教室、地域の文化の学習、昔遊び教

室、料理教室、田植えなど様々です。 

◇対象 市内の小学1年生～５年生（定員２０名） 

※定員を超えた場合は抽選となります。また、年間を通して参加でき

る人を募集しています。（途中からの参加はできません。） 

◇費用 年額１５，０００円程度（材料代・使用料等実費負担） 

※詳細は、申し込み者に通知します。 

※集合・解散場所まで保護者の送迎となります。 

◇申込 ４月１０日（金）～２４日（金）の午前９時から午後５時ま

でに申込書（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、下記あて申し込む。（郵送、ＦＡＸ可） 

※学校を通した申し込みは受け付けていません。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

ＦＡＸ０２８７－８３－２７６０ 

〒３２１－０６２１ 中央２－１３－８ 

 

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

 

七合診療所の４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 ４月１０日（金） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

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

 

ストップ 不法電波 
総務省では、６月１日から１０日までを「電波利用環境保護周知啓

発強化期間」として、電波を正しく利用するための周知・啓発活動お

よび不法無線局の取り締まりを強化します。ルールを守らない不法な

無線局は、テレビ・ラジオ放送、携帯電話等の身近なものから、警察・

消防・救急用無線等の人命に関わる重要な無線に対して混信・妨害を

与えるなど、私たちの生活や安全を脅かします。安全で豊かな社会を

実現するために、電波はルールを守り、正しく使いましょう。 

◇電波に関する困りごと・相談 

 ・不法無線局による混信・妨害 ☎０３－６２３８－１９３９ 

・テレビ・ラジオの受信障害 ☎０３－６２３８－１９４５ 

■問合 関東総合通信局電波監理部電波利用環境課 

 ☎０３－６２３８－１８０３ 
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栃木県運営適正化委員会 
 栃木県運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情や相談を受

け、事業所への調査や話し合いによるあっせんを行う等、苦情の解決

を図ります。なお、相談は無料で秘密は絶対に守られます。 

◇相談例 ・約束したはずのサービスが受けられない。 

     ・支援の仕方が乱暴だ。職員の言動に傷つけられた。 

     ・もう少しプライバシーを守って欲しい。等 

※相談は、窓口や電話のほか、文書やＥメールでも受け付けています。 

■問合 栃木県運営適正化委員会 ☎０２８－６２２－２９４１ 

    ＦＡＸ０２８－６２２－２３１６ 

〒３２０－８５０８ 

宇都宮市若草１－１０－６ とちぎ福祉プラザ内 

Ｅメール：asu.sw@dream.ocn.ne.jp 

 

栃木県立がんセンター職員募集 
 令和３年４月１日付採用職員を募集します。 

◇採用職種 看護師 

◇募集人数 ４０人程度 

◇応募要件 昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、看護師の免許

を有する人または令和２年度に実施される国家試験によ

り免許の取得が見込まれる人 

◇試験日等 

試験日 募集期間 

６月２７日（土） ５月１２日（火）～６月１２日（金） 

７月１８日（土） ６月 ３日（水）～７月 ３日（金） 

８月 １日（土） ６月１５日（月）～７月１５日（水） 

８月２２日（土） ７月 ７日（火）～８月 ７日（金） 

８月２９日（土） ７月１４日（火）～８月１４日（金） 

◇試験内容 作文、適性検査、面接 

◇申込 上記の試験日毎の募集期間に必要書類を下記あて提出する。 

※提出書類および詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 栃木県立がんセンター ☎０２８－６５８－５７９４ 

 

栃木県立美術館 

企画展 親と子でみる世界の美術 
◇期間 ４月１８日（土）～６月２８日（日） 

◇場所 栃木県立美術館（宇都宮市桜４－２－７） 

◇主な作品 ・オタ・ヤネチェク：赤い小鳥（１９８０年） 

      ・ムビダ：踊り（部分）等 

※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 栃木県立美術館 ☎０２８－６２１－３５６６ 

 

栃木いのちの電話 開局４０周年記念 

チャリティーコンサート 
【癒しのケーナ～初夏の風にのせて～】 
◇日時 ５月２３日（土）午後１時３０分（開場：午後１時） 

◇場所 宇都宮市南図書館サザンクロスホール（宇都宮市雀宮町５６

－１）※ＪＲ雀宮駅東口前 

◇内容 曲目：コンドルは飛んでいく、コーヒールンバ他 

    演奏：Ｑｕｅｎａ Ｐｌａｙｅｒ Ｒｅｎ 氏 

◇費用 大人１，０００円・小中高校生５００円・未就学児無料 

※全席自由です。なお、コンサートの収益金は「（社福）栃木いのちの

電話」の活動を支える資金になります。 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

※受付は、月～金曜日の午前９時～午後５時です。 

※手作り品販売をコンサート会場で開催します。 

■問合 栃木いのちの電話事務局 ☎０２８－６２２－７９７０ 

ＦＡＸ０２８－９０２－１０３０ 

Ｅメール：tid1999@maple.ocn.ne.jp 

在職者訓練（技能向上コース）受講者募集 
企業・団体にお勤めの人、自営業者の人を対象に講座を実施します。 

◇実施コース等 

コース名 日程 受講料 募集締切日 

機械製図基礎 
５月１２日（火） 

  １３日（水） 
３，５８０円 ５月 １日（金） 

第２種電気工事士筆

記試験準備講習① 

５月１９日（火） 

 ～２１日（木） 
３，５８０円 ５月１１日（月） 

測定技術基礎 
５月２８日（木） 

  ２９日（金） 
５，０４０円 ５月１８日（月） 

研削砥石取り替え業

務特別教育① ※１ 

６月 ４日（木） 

   ５日（金） 
３，５８０円 ５月２５日（月） 

ガス溶接技能講習① 

※２ 

６月 ６日（土） 

   ７日（日） 
５，０４０円 ５月２６日（火） 

アーク溶接特別教育

① ※３ 

６月１０日（水） 

 ～１２日（金） 
５，０４０円 ６月 １日（月） 

マシニングセンタプ

ログラミングの基礎 

６月２４日（水） 

  ２５日（木） 
３，５８０円 ６月１５日（月） 

ビジネスマナー 
６月２５日（木） 

  ２６日（金） 
３，５８０円 ６月１５日（月） 

観光業におけるマー

ケティング 

６月２９日（月） 

  ３０日（火） 
３，５８０円 ６月１９日（金） 

◇時間 午前９時～午後４時（コースによって時間・定員は異なります。） 

※１午前８時３０分～午後５時３０分、※２、※３午前９時～午後５時 

◇場所 栃木県立県北産業技術専門校（那須町高久甲５２２６－２４） 

■問合 栃木県立県北産業技術専門校 ☎０２８７－６４－４０００ 

 

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 ５月２日（土）午後２時～４時 

◇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 

 

聴こうよクラシック 参加者募集 
◇日時 毎月第３日曜日 午後２時～４時 

◇場所 烏山南公民館３階（旧野上小学校） 

◇内容 ＬＰレコードによる演奏会。「演奏を聴く」だけでなく、「演

奏を聴く＋α」があなたの感性の扉を開きます。 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

■問合 聴こうよクラシック（大久保）☎０９０－４７１０－００３６ 

 

防災・行政情報配信サービスを登録しましょう 
◇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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ＵＲＬ：bousai.nasukarasuyama 

-city@raiden3.ktaiwork.jp 

※App StoreまたはGoogle Playで

「info canal」と検索しても登録

できます。 

 

 

※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 
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危険物取扱者試験 
◇日時 ６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 

◇申込 ４月６日（月）～１７日（金）に消防本部予防課（神長８８

０－１）あて申し込む。（土・日曜日を除く。） 

■問合 消防本部予防課 ☎０２８７－８３－８８０２ 

那須烏山消防署 ☎０２８７－８２－２００９ 

 

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 

 

令和２年度広報カレンダー 
 広報カレンダーは、下記施設で配布しています。 

なお、外出困難等により下記施設で入手することができない人に限

り郵送しますので、下記あてお問い合わせください。 

◇配布場所 烏山庁舎（総合政策課・正面玄関フロア）、南那須庁舎

（正面玄関フロア）、保健福祉センター、烏山公民館、南

那須図書館、烏山図書館 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画区域マスタープランの縦覧および公聴会 
◇都市計画の構想 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 ４月１０日（金）～２４日（金） ※土・日曜日を除く。 

◇縦覧場所 ・県都市計画課 

・県烏山土木事務所企画調査課 

・市役所都市建設課 

※構想について意見がある人は、縦覧期間中に意見申出書（縦覧場所

備付）に公聴会で公述人となる意思の有無を明記し、直接または郵

送で縦覧場所に提出してください。 

◇公聴会日時 ５月２５日（月）午後６時３０分～ 

◇公聴会場所 市役所南那須庁舎大会議室 

※公述人がいない場合は公聴会を開催しません。傍聴を希望する人は、

開催の有無を事前に下記あてお問い合わせください。 

■問合 県都市計画課 ☎０２８－６２３－２４６５ 

 

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

 

４月の各種相談事業 
【もの忘れ相談】 
◇日時 ４月１０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 ４月６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 

 

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

 

４月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 水   

２ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

３ 金   

４ 土   

５ 日 【休日当番医】近藤クリニック ☎0287-83-2250 

６ 月 精神障がい者と家族の会交流会・相談会 大金駅前観光交流施設 

７ 火   

８ 水 
小学校・中学校始業式 

ソフトボール協会リーグ戦第 1 部（～6/26、毎週水曜日）  

 

緑地運動公園 

９ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１０ 金 もの忘れ相談 保健福祉センター 

１１ 土   

１２ 日 
【休日当番医】佐野医院 

市民野球大会（１９日） 

☎0287-84-1616 

緑地運動公園 

１３ 月   

１４ 火   

１５ 水 一般男女ソフトボール大会（毎週水木金～２３日） 烏山運動公園 

※水・日曜 子育て支援「ぴよぴよ広場」10:30～ こども館 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 
                                                                       
                                                                      
                                                                       

駐車場に空きがあります。ご希望の方はお問い合わせください！                                 
                                                                                                       

🚘 1か月 ２，５００円／台 🚘                     

（屋根付き ４，０００円／台）                              
                                                                                          
❖お問い合わせ                                    

斎藤 📞０２８７－８２－２２４４                                   
桑名 📞０２８７－８２－２４１３        （鍛冶町自治会）                    

月 極 有 料 駐 車 場 

 


