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■市民秋まつり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

２０１９那須烏山市民秋まつり 

を開催します！ 
各種催しを開催しますので、皆さん遊びに来てください！ 

【１０月１９日（土）開催イベント】 
◇健康福祉まつり 保健福祉センター 

◇ミニ図書館まつり 南那須図書館 

◇烏山図書館まつり 烏山図書館 

◇なすから男女共同参画フォーラム 南那須公民館 

◇花火大会 保健福祉センター大駐車場 ※雨天時順延 

【１０月２０日（日）開催イベント】 
◇映画「二宮金次郎」特別上映会 烏山公民館 

【両日開催イベント】 
◇那須烏山市文化祭 烏山体育館、烏山公民館、南那須公民館 

※詳細は、別途作成するチラシやポスター等でお知らせします。 

■問合 那須烏山市民秋まつり実行委員会事務局（まちづくり課内） 

☎０２８７－８３－１１５１ 

 

健康福祉まつり 

◇日時 １０月１９日（土）午前９時３０分～午後１時 ※雨天決行 

◇場所・内容 保健福祉センター（田野倉８５－１）  

【健康福祉・啓発交流コーナー】 こころと身体の健康教室、介

護・病気相談、在宅医療コーナー、ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥゲーム・

体験、フードバンク、キャンディすくい、赤い羽根共同募金、骨密

度健診、炊き出し実演、輪投げ、ＡＥＤ体験、バザー、木工体験、

盲導犬ふれあいコーナー、ミニくす玉作り、ふるさと太鼓保存会演

奏会、心と体の健康づくりについて等 

【模擬店コーナー】 石窯ピザ、餅、焼きそば、みそおでん、フラ

ンクフルト、わたあめ、カレーライス、タイグリーンカレー、ラー

メン、すいとん、パン、クッキー、シフォンケーキ、唐揚げ、甘酒、

山菜おこわ、 かき氷、ポップコーン、肉まん・あんまん、和菓子、

農産物販売、刃物とぎ等 

【作品展示・販売コーナー等】 高齢者施設利用者や特別支援学

校児童・生徒の作品展示、保護司活動紹介、更生保護事業紹介、小

物販売、社会福祉協議会活動紹介、マイナンバーカード申請支援、

行政相談所、シルバー人材センター紹介、下水道・浄化槽の紹介等 

※同会場で、苗木配布（開会式終了後）します。 

※骨密度検診をすると健康マイレージポイントが付きます。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

    社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

 

骨密度検診 

◇日時 １０月１９日（土）受付：午前９時～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター（健康福祉まつり会場） 

◇対象 市に住所を有している２０歳～８４歳の人 先着１００名 

（今年度に骨密度検診を受けていない人） 

◇費用 ５００円 

※事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

２０１９那須烏山市民秋まつり「花火大会」

協賛金を募集しています！ 
 １０月１９日（土）に南那須図書館周辺で開催する２０１９那須烏

山市民秋まつり「花火大会」の協賛金を募集しています。 

盛大に花火を打ち上げるため、皆様のご協力をお願いします。 

◇協賛金額 １口５，０００円（複数口可） 

◇受付期限 ９月２０日（金） 

※事前にご連絡いただければ、期限を過ぎても受け付けします。 

◇振込口座  

 ・金融機関：烏山信用金庫本店営業部 

・口座種別：普通 

・口座番号：１２１６２０７ 

 ・口座名義：那須烏山市民秋まつり実行委員会 

◇直接持参する場合の受付場所 

 ・那須烏山商工会本所（金井２丁目５－１１） 

 ・那須烏山商工会南那須支所（岩子６－１南那須公民館内） 

■問合 那須烏山市民秋まつり実行委員会商工部会 

 那須烏山商工会本所 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

なすから男女共同参画フォーラム 
 「～今日から ここから みんなから～なすから男女共同参画計画」

の実現に向けたフォーラムを開催します。 

性別や年齢などにとらわれず誰もが生き生きと輝いて暮らせる社会

について考えてみませんか。 

◇日時 １０月１９日（土）午後１時３０分～４時 受付：午後1時～ 

◇場所 南那須公民館２階研修室 

◇内容 

 ・講演：「誰もが生きやすい社会へ～多様な性と人権～」 

講師：Ｓ－ＰＥＣ代表 佐藤さえ子 氏、加藤加奈子 氏 

・栃木県初シニアチアダンスチームＳＨＩＮＹ☆ＳＭＩＬＥによる

チアダンス 

・烏山高校生による烏山学＋（プラス）の活動報告「女性が活躍す

る社会づくり」 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

◇申込 １０月１８日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日、座席に余裕がある場合は、事前申し込みをしていなくても参

加できます。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年９月１５日 Ｎｏ．３３６ 

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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■年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

年金生活者支援給付金制度が始まります 
１０月1日から年金生活者支援給付金制度が始まります。この制度

は、公的年金等の収入や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。 

受け取りには請求書の提出が必要です。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。 

【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】 
◇平成３１年４月１日以前から年金を受給している人 

対象となる人には、日本年金機構から請求手続きの案内が９月上旬

から順次送付されます。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、切手を貼って投函してください。 

◇平成３１年４月２日以降に年金を受給している人 

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所市民課で請求手

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。 

※日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を聞いたり、手数料等の

金銭を求めたりすることはありません。 

※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 給付金専用ダイヤル ☎０５７０－０５－４０９２ 

 

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

 

地域おこし協力隊成果報告会 
 市では、平成２８年度から地域おこし協力隊を３名採用し、様々な

地域振興の活動を展開してきました。 

まもなく任期終了を迎えるにあたり、協力隊のこれまでの活動成果

等を広く周知・共有することを目的に、下記により成果報告会を開催

します。 

どなたでも自由に参加できますので、ぜひ、お越しください。 

◇日時 ９月２０日（金）午後６時３０分～８時 

◇場所 那須烏山商工会館２階 

◇内容 ・３年間の活動、成果報告 

    ・任期終了後の取り組みについて等 

※内容を多少変更する場合があります。 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

※事前申し込みは不要です。直接会場までお越しください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

家庭ごみ収集カレンダーの１０月からの 

活用について 
家庭ごみ収集カレンダーは、半年毎の両面印刷となっています。 

 １０月～３月のごみ収集日の確認は、現在のカレンダーを裏返して

引き続き活用してください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

環境衛生週間 
 国では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行日である９月

２４日「清掃の日」から「浄化槽法」の施行日である１０月１日「浄

化槽の日」までの期間を、「環境衛生週間」としています。 

【統一標語】 
ごみ減量 みんなで進める リサイクル －ゴミゼロ社会をめざして－ 

【統一日】 
９月２４日「清掃の日」・１０月１日「浄化槽の日」 

※期間中、ごみの減量化やリサイクルの推進と浄化槽の適正な管理の

推進に努めましょう。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

軽減税率対策補助金 
 １０月の消費税率１０％への引上げと同時に、軽減税率制度が実施

されます。 

国では、同制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事

業者等に対して、複数税率対応レジ、券売機の導入や改修、受発注シ

ステム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を補助する

ことにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援します。 

◇補助対象者 消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要とな

る中小企業、小規模事業者等 

◇申請類型 軽減税率対応として、次の３つの申請類型があります。 

【Ａ型 複数税率対応レジの導入等支援】 
◇補助対象 複数税率に対応するレジの新規導入や既存レジの改修、

区分記載請求書等保存方式に対応する券売機の新規導入

や改修等（レジには、ＰＯＳ機能のないレジ、モバイル

ＰＯＳレジシステム、ＰＯＳレジシステムなどを含む。） 

◇補助率 原則４分の３（３万円未満のレジ購入の場合５分の４） 

◇補助上限 ・レジ１台あたり２０万円 

・券売機１台あたり２０万円 

※商品マスタの設定等が必要な場合には１台あたり４０万円（１事業

者あたり２００万円） 

◇対象要件 ９月３０日（月）までに、導入・改修に関する契約等が

完了していること。 

◇申請期限 １２月１６日（月）※事後申請 

【Ｂ型 受発注システムの改修等支援】 
◇補助対象 電子的な受発注システム（ＥＤＩ／ＥＯＳ等）を利用す

る事業者が、複数税率に対応するために必要となる機能

の改修・入替 

◇補助率 原則４分の３ 

◇補助上限  

・小売事業者等の発注システムの場合 １，０００万円 

・卸売事業者等の受注システムの場合 １５０万円 

・発注システム、受注システム両方の場合 １，０００万円 

◇完了期限 ９月３０日（月） 

◇申請期限 

 ・システム会社に改修を依頼する場合：６月２８日（金）※事前申請 

・申請者自らが改修する場合：１２月１６日（月）※事後申請 

【Ｃ型 請求書管理システムの改修等支援】 
◇補助対象 複数税率に対応する請求書管理システムの改修等 

◇補助率 原則４分の３ 

◇補助上限 １５０万円 

◇対象要件 ９月３０日（月）までに、改修等に関する契約等が完了

していること。 

◇申請期限 １２月１６日（月）※事後申請 

◇申請方法 申請方法等詳細には、下記あてお問い合わせください。 

■問合 軽減税率対策補助金事務局 ☎０１２０－３９８－１１１ 

（受付時間：平日の午前９時～午後５時）  

ＵＲＬ http://kzt-hojo.jp/ 
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那須烏山市地域雇用創造協議会による 

開発商品の取り扱い事業者募集 
 市では、那須烏山市地域雇用創造協議会が雇用創出実践メニューの

地域ブランド開発において開発した商品（新商品、メニュー、観光コ

ース）について、取り扱い事業者を募集しています。 

◇開発商品  

・新商品：烏山和紙を使用した商品や、中山かぼちゃを使用した菓

子等１６商品 

・メニュー：本市の祭りや伝承をモチーフとしたメニューや、梨や

栗などの市内の農産物を使用したメニュー等１１商品 

・観光コース：烏山城跡、龍門の滝、どうくつ酒蔵などの観光スポ

ットや、和紙すき体験やラフティング体験など、本

市ならではの魅力を詰め込んだ１０コース 

※開発商品の詳細は、市ホームページ「那須烏山市地域雇用創造協議

会による開発商品の使用認定について」に掲載の商品パンフレット

をご覧ください。 

◇申請資格 ・市内に居住する事業者等 

・市内での創業を計画する事業者等 

・その他、市長が適切と認める事業者等 

◇申請方法 使用認定申請書兼誓約書（下記備付）に必要事項を記入・ 

押印し、下記あて持参または郵送する。 

※使用認定申請書兼誓約書は、本市ホームページからもダウンロード

できます。 

■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 

 

就職活動基礎講座ｉｎ那須烏山市 
県では、女性および高齢者を対象として、就職活動をサポートする

ためのセミナーを開催します。気軽にご参加ください。 

◇日程 ９月１８日（水）午前１０時～正午  

◇場所 保健福祉センター小会議室 

◇内容 「就職活動基礎講座」雇用環境・求人の探し方・応募書類の

作成方法・情報交換等 

※終了後、希望者にはキャリアカウンセラーの個別相談や就職までの

サポート、仕事情報提供を受けられます。 

◇対象 ・結婚、出産、育児等で離職した後、再度働きたい女性 

    ・定年退職したが、まだまだ働ける高齢者 

    ・今後のライフプランや職業選択で迷っている人 

◇定員 先着１０名（定員に満たない場合は、当日参加もできます。） 

◇費用 無料 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。 

■問合 ㈱ワークエントリー栃木事業部 ☎０２８－６１２－８６４３ 

 

初歩からの働き方改革セミナー 
栃木労働局では、働き方改革関連法を含めた労働関係法令について

知っていただくため、下記セミナーを開催します。 

◇日程 １０月３日（木）午後１時３０分～４時 

（開場：午後０時３０分）  

◇場所 清原工業団地総合管理協会（宇都宮市清原工業団地１５－１） 

◇内容 「働き方改革とは」労働時間編、年次有給休暇編、健康確保編 

◇対象 労働法についてなんとなく知っているけどしっかり勉強した

い人、新たに労務管理担当になった人等、どなたでも参加で

きます。 

◇定員 先着１２０名 

◇費用 無料 

◇申込 事前に申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは郵送で下記

あて申し込む。 

※申込書は栃木労働局ホームページ（ＵＲＬ：https://jsite.mhlw.go.jp 

/tochigi-roudoukyoku/home.html）からダウンロードできます。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 栃木労働局総務部総務課 ☎０２８－６３４－９１１１ 

ＦＡＸ０２８－６３２－１９９９ 

〒３２０－０８４５ 宇都宮市明保野町１－４ 

食の安全に関するリスクコミュニケーション 

ｉｎ県庁 
県では、食に関する知識を深めるとともに、食品の安全性に関する

意見交換を推進することにより、生産から消費までの各段階の関係者

相互の信頼を築くことを目的として、下記セミナーを開催します。 

◇日程 １０月１０日（木）午後１時３０分～４時  

◇場所 栃木県庁東館４階講堂（宇都宮市塙田１－１－２０） 

◇内容 

 テーマ「食品の農薬って心配？ホントのところを聞いてみよう！」 

 講演：「農薬の安全確保・適正使用について」 

どうして農薬を使うのか、農薬を使った野菜や果物は本当に食べ

ても大丈夫なのか・・・知りたい人みんなで勉強しましょう！ 

  （講演後に意見交換、質疑応答の時間も予定しています。） 

◇対象 食品の農薬について興味のある人、農薬の適切な使用につい

て興味がある人等どなたでも参加できます。 

◇定員 先着１２０名 

◇費用 無料 

◇申込 １０月１日（火）までに参加申込書に必要事項を記入し、  

ＦＡＸで下記あて申し込む。 

※参加申込書は、県ホームページ（ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp 

/e07/shokuhinn-anzen/risukomi/20191010-1.html）からダウンロー

ドできます。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県生活衛生課 ☎０２８－６１２－８６４３  

ＦＡＸ０２８－６２３－３１１６ 

 

■税務 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

軽自動車税が変わります 
税制改正により、１０月１日から軽自動車に課税される税金につい

て新制度が適用されます。この改正により、軽自動車税は「種別割」

と「環境性能割」の２つで構成されることになります。 

◇軽自動車税の名称変更 

軽自動車を所有している人に毎年かかる軽自動車税は、軽自動車

税の「種別割」となります。税率は変更されません。 

◇自動車取得税の廃止と環境性能割の導入 １０月１日の消費税  

１０％への引き上げ時に、自動車取得税を廃止し、新たに軽自動車

税「環境性能割」が導入されます。１０月１日以後に軽自動車を取

得する際に課税され、新車・中古を問わず取得価格が５０万円を超

える車両に課税されます。税率は下記のとおりです。 

軽自動車（三輪以上）の車両区分 税率（％） 

電気自動車等 
自家用 非課税 

営業用 非課税 

令和２年度燃費基準＋１０％達成 
自家用 非課税 

営業用 非課税 

令和２年度燃費基準達成 
自家用 １．０％ 

営業用 ０．５％ 

平成２７年度燃費基準＋１０％達成 
自家用 ２．０％ 

営業用 １．０％ 

上記以外の軽自動車 
自家用 ２．０％ 

営業用 ２．０％ 

※令和２年９月３０日までの間に車を購入する場合、環境性能割は税

率１％分が臨時的に軽減されます。 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
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ＰａｙＰａｙが使えます！ 
９月３０日から市の税金や水道料金がＰａｙＰａｙで支払いできる

ようになります。アプリをダウンロードし、設定を済ませたスマート

フォンと納付書があれば、窓口まで行かなくても支払いができます。 

アプリの使い方や導入方法は、ＰａｙＰａｙホームページをご覧く

ださい。 

◇ＰａｙＰａｙ公式ホームページ ＵＲＬ：http://www.paypay.ne.jp/ 

※４月１日から収納サービスを提供していたヤフーアプリ（ヤフー株

式会社）は、９月２９日をもってサービス終了となります。今後は

事業を継承したＰａｙＰａｙアプリ（ＰａｙＰａｙ株式会社）が、

９月３０日より同様のサービスを提供します。 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

 

第６回 脳元気教室 
 認知症に関する情報の普及啓発および早期発見や予防活動に関し、

健康長寿サポーターが企画運営する教室です。気軽にご参加ください。 

◇日時 １０月３日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター和室 

◇内容 やさしいコーラス 

◇対象 おおむね６５歳以上の市民 

◇費用 無料 

◇持物 飲物 

◇申込  初めて参加する人は、９月２７日（金）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 

 

特定健診・がん検診等日程 
◇日程 

期日 場所 受付時間 

１０月 ６日（日） 

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 

１０月 ９日（水） 
保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

１０月１１日（金） 

烏山体育館（予約者の日） 

◎婦人検診等あり 

（中央２－１３－１２） 

１０月１５日（火） 
烏山体育館 

（中央２－１３－１２） 

１０月１８日（金） 
保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

※番号札は受付開始時間の３０分前から配布します。 

※申込者には健診実施日の１０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、特定健診受診券を持参してください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

ちょっとした困りごとありませんか？ 
一人暮らしや高齢者世帯等の「ちょっとした困りごと」を日常生活

支援ボランティア「助っ人からす」が解決します。 

「できる時」に「できる範囲」でお手伝いします。 

◇対応時間 １時間以内での活動 

◇内容 電球交換、簡単な衣類・家屋の修繕、冷暖房機器出し入れ・

お話し相手等 

◇対象 自力での対応が困難な高齢者 

◇費用 無料（電球や材料費等は利用者負担） 

◇申込 平日の午前９時～午後５時に電話等で下記あて申し込む。 

※一緒に活動できる会員も募集しています。気軽にご連絡ください。 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

    社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

地域住民公開講座 
最期まで自分らしく、後悔のない人生を送るためにも、人生の最期

の過ごし方について考えてみませんか？  

◇日時 １０月６日（日）午後１時３０分～ 

◇場所 那珂川町小川総合福祉センターあじさいホール 

◇内容 

 講演：「最後まで自分らしい生き方～あなたの願いは何ですか～」 

 講師：国立長寿医療研究センター 

緩和ケア診療部医師 西川 満則氏 

◇対象 どなたでも 

◇申込 ９月２７日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 南那須医師会 ☎０２８７－８２－２４７２ 

（受付時間：平日の午前１０時～正午） 

ＦＡＸ０２８７－８４－０３３８ 

 

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

 

そーいんぐ教室 
子育て支援ボランティア「ぬうレンジャー」の隊員が、育児用品や

園・学校で使うグッズの手作りを応援します。 

◇日時 １０月２日（水）、１１月６日（水）、１２月４日（水） 

午前９時３０分～２時間程度 

※１２月以降はお知らせ版で随時お知らせします。 

◇場所 保健福祉センター  

◇内容 ミシン等を使って製作します。 

◇対象 市内在住の人 先着５名  

◇費用 ３００円 

◇持物 製作に必要な材料（布、ひも、型紙等） 

※布等が用意できない場合は、申し込み時にご連絡ください。 

◇申込 各開催日の５日前までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

妊婦・産後ママサロン「自力整体」 
からだのバランスを整え、腰痛やむくみを予防しましょう。 

◇日時 １０月８日（火）受付：午前９時４０分～１０時 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容 自力整体（約９０分） 

◇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か月から産後１年６か月未満の人 

※託児あり。（定員１０名） 

※妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

◇持物 動きやすい服装、飲物、母子健康手帳、託児を希望する人は

おむつやミルク等のお出掛けセット  

◇申込 １０月１日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

■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 
【１０がつのおたんじょうかい】 
◇日時 １０月９日（水）午前１０時～１１時 

◇場所 子育て支援センターきらきら 

◇内容 お楽しみシアター、お誕生カード作り 

◇対象 １０月生まれの未就園児と保護者１０組程度  

◇申込 １０月２日（水）までに電話で下記あて申し込む。 

【きらきら子育て講座⑦「親子ヨガを楽しもう」】 
◇日時 １０月１７日（木）午前１０時～１１時 

◇場所 健康福祉センター和室 

◇講師 国際ヨガ協会認定トレーナー 飯塚弘美 氏 

◇対象 未就園児と保護者１５組程度（託児あり。） 

◇持物 ヨガマットまたはバスタオル、飲物（授乳可） 

◇申込 １０月１０日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 
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令和２年度 保育園入園児童募集 
◇保育園 

園名 開園時間・預かり年齢 

にこにこ保育園（公立） 

岩子１５２－１ 

☎０２８７－８８－５２５２ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時１５分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ５か月～ 

すくすく保育園（公立） 

野上７０３ 

☎０２８７－８２－２３５９ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時１５分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ５か月～ 

烏山保育園（私立） 

中央２－３－２５ 

☎０２８７－８２－３３７２ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時３０分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ２か月～ 

◇認定こども園（保育園部分） 

認定こども園 

烏山みどり幼稚園（私立） 

金井１－５－１６ 

☎０２８７－８２－３０８９ 

平日：午前７時３０分～午後６時３０分 

土曜：午前７時３０分～午後４時３０分 

・預かり年齢 ８か月～ 

認定こども園 

烏山聖マリア幼稚園（私立） 

南１－９－１９ 

☎０２８７－８２－３３５７ 

平日：午前７時３０分～午後６時３０分 

土曜：午前７時３０分～午後４時３０分 

・預かり年齢 ８ヶ月～ 

◇地域型保育 

みらいのKaze保育園（私立） 

滝田１７７２－１ 

☎０２８７－８２－７３７６ 

平日：午前６時３０分～午後１０時３０分 

土曜：午前６時３０分～午後１０時３０分 

・預かり年齢 ３か月～２歳児 

ゆうゆうランド 

那須烏山園（私立） 

南大和久４７３－２４ 

☎０２８７－８３－８６００ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時１５分～午後７時１５分 

・預かり年齢 ５か月～２歳児 

キッズランドあさひ（私立） 

宮原４５２ 

☎０２８７－８２－７３３３ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時１５分～午後７時１５分 

・預かり年齢 ２か月～２歳児 

◇入園基準 児童の保護者および同居の親族が家庭外・家庭内労働、

出産、疾病、病人等の看護・介護、災害等により保育の

必要性が認められる場合に限ります。 

◇保育料 児童の年齢と、保護者等の市民税の課税状況により決定し

ます。同一世帯から２人以上の児童が同時に保育園・幼稚

園・認定こども園等へ入園する場合、第３子以降の児童の

場合は減免措置があります。 

◇申込 １０月１日（火）～３１日（木）に、申込書を下記あて提出

する。仕事の都合等で市外の保育施設へ入園を希望する場合

も同様です。なお、受け付けは、平日の午前８時３０分～午

後５時１５分（木曜日のみ午後７時）です。 

※申込書は下記および各保育施設に備え付けています。ただし、仕事

の都合等で市外の保育施設へ入園を希望する場合は、こども課のみ

で配布します。 

※申し込み状況により希望する園に入園できない場合があります。 

※入所内定（不承諾）通知書は令和２年２月上旬に送付予定です。 

※不明な点や入所相談は受付期間中に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 

 

つくし幼稚園親子体験教室参加者募集 
【運動会でかけっこをしよう】 
◇日時 ９月２８日（土） 受付：午前１０時１５分まで ※雨天順延 

◇場所 つくし幼稚園 

※駐車場はつくし幼稚園北側をご利用ください。 

◇内容 運動会プログラム「未来のつくしっこ」 

◇対象 未就園児と保護者 先着５０組 

※乳児を抱っこしての参加も大歓迎です。 

◇申込 ９月２４日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 つくし幼稚園 ☎０２８７－８８－２１３１ 

令和２年度 市立つくし幼稚園園児募集 
◇募集 市内在住の幼児 

・３歳児（平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生）３５名 

・４歳児（平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生）若干名 

・５歳児（平成２６年４月２日～平成２７年４月１日生）若干名 

◇時間 午前９時～午後２時（休園：土、日曜日および祝日） 

◇保育料 無料 

◇諸経費 運動着代、新学期用品代、保護者会費、給食費、おやつ代等 

◇園児送迎 保護者対応が原則です。 

※希望者は可能な範囲で通園バス（有料）が利用できます。 

◇預かり保育 午後２時～５時（有料） 

※夏休み等長期休業期間も利用できます。 

※市から「保育の必要性の認定」を受けた場合は無料です。 

◇願書等受付 １０月１日（火）～１８日（金）に①入園願書、②調

査書、③支給認定申請書、④生活状況調査、⑤入園希

望児の住民票抄本を下記あて提出する。 

（受付時間：平日の午前１０時～午後５時） 

※①～④は下記備付または市ホームページからもダウンロードできます。 

※⑤は市民課（烏山庁舎・南那須庁舎）で取得してください。（有料） 

※願書提出の際は、入園を希望する幼児の面接を行いますので、必ず

一緒にお越しください。 

※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 つくし幼稚園 ☎０２８７－８８－２１３１ 

 

こども館の催し物 
【さつまいも掘り体験をしよう】 
◇日時 １０月２日（水）午前１０時３０分～１１時３０分 

※ぴよぴよ広場の時間で実施します。 

◇内容 さつまいも掘り体験 

◇対象 未就園児と保護者等 

◇持物 汚れても良い服装、長靴、帽子、飲物、軍手等    

◇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。 

【お月見について学ぶ】 
◇日時 １０月１２日（土）午前１０時～午後０時３０分 

◇内容  ・親子で月見だんごづくり 

・紙芝居、ゲームあそび 

・平山裕美先生による講演「親子のコミュニケーションの取

り方」 

※手作りだんご、豚汁の試食があります。 

◇講師 市婦人会 

◇対象 小学生以下と保護者等（保護者のみの参加も可） 

◇定員 先着１０組 

◇費用 無料 

◇持物 エプロン、三角巾 

◇申込 １０月３日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

※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 

 

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

 

秋の栃木県農作業安全確認運動 
 農作業の安全確保は農業経営の基本です。 

本県では、農作業中の事故による死亡者が過去１０年間に６５名お

り、その約３分の１が乗用型トラクターによるものです。年齢別では

約８割が６５歳以上となっています。稲刈り等の農繁期を迎えるにあ

たり、コンバインや乗用型トラクターによる事故防止に重点を置いた

運動を１１月３０日（土）まで実施します。 

農作業の事故は小さなことで防げますので、まずは意識することか

ら始めましょう。 

※詳細は、県ホームページ（ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/ 

nousagyouanzen.html）でご確認ください。 

■問合 農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 
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新規就農相談会ｉｎとちぎ 
◇日時 ９月２９日（日）午前１０時～午後３時 

◇場所 とちぎアグリプラザ（宇都宮市一の沢２－２－１３） 

◇内容 新規就農希望者への個別面談、農業研修受講相談、農業法人

等への就職相談、震災被災者への就農相談、「農業次世代人材

投資事業（就農前の研修および就農初期の青年就農者に対す

る交付金）」の説明会および相談 

◇申込 事前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、（一社）栃木県農業会議 

■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５ 

 

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

 

秋の交通安全県民総ぐるみ運動 
 交通安全意識の浸透、交通ルールの順守と交通マナーの実践を習慣

付けて交通事故防止の徹底を図ることを目的として実施されます。 

◇期間 ９月２１日（土）～３０日（月）の１０日間 

◇運動の重点 

【全国重点】 
①子供と高齢者の安全な通行の確保 

②高齢運転者の交通事故防止 

③夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

④全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

⑤飲酒運転の根絶 

 【栃木県重点】 
 ①「子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動」の推進 

 ②「夜間走行中の原則ハイビーム」の徹底 

◇統一行動日 

・９月２５日（水）「子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動」推進強化

の日、「止まってくれない！栃木県からの脱却」

強化の日 

・９月２６日（木）歩行者・自転車交通事故防止強化の日 

・９月２７日（金）飲酒運転根絶強化の日、「原則ハイビームの徹底」 

強化の日 

・９月３０日（月）交通事故死ゼロを目指す日（全国統一）、シート 

ベルト・チャイルドシート着用強化の日 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■防災関連 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

防災・行政情報メールを登録しましょう 
 市では、防災情報や行政情報の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 

直接入力して登録をお願いします。 

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。 

◇登録用アドレス bousai.nasukarasuyama-city@raiden3.ktaiwork.jp 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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 

 

火災情報テレフォンサービス 
 市内において火災が発生した際の情報をテレフォンサービスで案内

しています。消防司令業務の共同運用が開始されたことにより今まで

の電話番号が変更されていますのでご注意ください。 

◇テレフォンサービス火災案内 ☎０２８７－２３－６１１９ 

※通話料金がかかります。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ９月２１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 

◇出演 図書館ボランティア 

◇内容 絵本の読み聞かせ、かんたん工作等 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ９月２１日（土）午後２時～３時 

◇場所 烏山図書館児童コーナー 

◇出演 烏山図書館ボランティア「たんぽぽ」 

◇内容 絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、ゲーム等 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 ９月２８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 

 

第８回 図書館まつり 
楽しいイベントがいっぱいの「図書館まつり」を開催します。 

◇日時 ９月２９日（日）午前９時３０分～午後３時 

◇場所 南那須図書館  

◇内容 リサイクルフェア、おたのしみ抽選会（抽選券を持っている

人のみ１人１回）、本のコートかけ体験、押し花のコースター作り、

くるみボタンマグネット作り、わなげ、かんたん工作、新鮮野菜・

手作りパン・軽食等の販売、フリーマーケット（雨天中止）等 

※抽選券は、当日までに本を借りた人に配布します。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

■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。 

 

２０１９那須烏山市ハロウィンデイキャンプ 

参加者募集 
 様々なゲームや活動を通して、外国の文化や英語を楽しく学ぶ「ハ

ロウィンデイキャンプ」を開催します。一緒に英語を楽しく学びまし

ょう。 

◇日時 １０月２６日（土）午前１０時～午後３時 

◇場所 烏山公民館、烏山公民館周辺 

◇対象 市内の小学３年生から中学１年生 

◇定員 ４０名（定員を超えた場合は抽選） 

◇費用 ５００円（材料費等） 

◇申込 ９月１７日（火）～１０月５日（土）午後５時までに申込用

紙に必要事項を記入し、現金を添えて下記あて申し込む。 

※申込用紙は、各小中学校から対象児童・生徒へ配布。また、烏山公

民館、生涯学習課（南那須庁舎）にも備え付けてあります。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
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■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

パルティの後期講座 
 パルティ（とちぎ男女共同参画センター）では、男女共同参画社会

の実現をめざし、各種講座を開催しています。 

◇日程 ※場所はすべてパルティ（宇都宮市野沢町４－１）です。 

日時 内容等 

１１月９日（土） 

午前１０時 

～午後３時 

講座名 
イライラを笑顔に変えるアンガーマネジ

メント講座 

対象 
女性 ３０名（定員を超えた場合は抽選） 

※託児あり。 

費用 受講料２，０００円 

申込締切 受講・託児希望１０月８日（火） 

申込先 

（公財）とちぎ男女共同参画財団 

☎０２８－６６５－７７０６ 

 ＦＡＸ０２８－６６５－７７２２ 

１２月２１日（土） 

午後１時３０分 

～３時３０分 

講座名 女性への暴力を考える講演会 

対象 
どなたでも 先着１５０名（定員になり

次第受付締切）※託児あり。 

費用 無料 

申込締切 
受講希望１２月２０日（金） 

託児希望１２月６日（金） 

申込先 

パルティ 

☎０２８－６６５－８３２３ 

 ＦＡＸ０２８－６６５－８３２５ 

※詳細は、市役所・市保健福祉センター等の窓口で配布している講座

案内またはパルティホームページ（ＵＲＬ：http://www.parti.jp/）

でご確認ください。 

※他にも多くの講座が予定されていますので、ぜひ、ご覧ください。 

■問合 とちぎ男女共同参画センター ☎０２８－６６５－８３２３  

 

男女共同参画に関する講座の受講費補助 
 市では、パルティ（とちぎ男女共同参画センター）または公益財団

法人とちぎ男女共同参画財団が主催する講座の受講費用（教材費・材

料費は除く）に対して、５，０００円を上限に補助します。講座の受

講が決まりましたら、下記へご相談ください。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

「市民運動会オープン競技大縄跳び」 

参加チーム募集 
 市民運動会でオープン競技大縄跳びを開催します。お誘いあわせの

うえ、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 １０月１３日（日）正午頃～（受付：午前１１時まで） 

◇場所 大桶運動公園 

◇参加資格 市内に住所を有する人または市内に通勤・通学している人 

◇対象 小学生以上（１０名以上）のチーム 

◇持物 必要に応じて軍手等をご持参ください。 

◇申込 １０月４日（金）までに申込書（下記備付）に必要事項を記

入し、下記あて持参またはＦＡＸで申し込む。 

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。 

※当日でも受け付けしますので、午前１１時までに本部テントでお申

し込みください。 

※当日の駐車場は、案内板や係員の指示に従って駐車してください。 

■問合 那須烏山市市民運動会実行委員会事務局（市生涯学習課内） 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 ＦＡＸ０２８７－８８－２０２７ 

秋季婦人バレーボール大会 
◇日時 １０月１５日（火）～１８日（金）午後７時３０分～ 

◇場所 南那須中学校体育館 

◇参加資格 市内に在住または在勤する既婚者で構成されたチーム 

※独身女性は１セット毎に１名まで参加できますが、２０歳以上の学

生は参加できません。 

◇費用 １チーム１，０００円 

◇申込 ９月２７日（金）までに下記あて申し込む。 

【代表者会議】 
◇日時 １０月７日（月）午後７時３０分～ 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

■問合 婦人バレー代表（碓氷）☎０９０－２２３０－３７６２ 

（塩野目）☎０９０－１８１９－６４１８ 

 

第１４回 那須烏山市民親善交通安全    

グラウンド・ゴルフ大会 
◇日時 １０月２２日（火）受付：午前８時～ ※雨天順延 

◇場所 大桶運動公園  

◇参加資格 市に住所を有する人 

◇費用 １人５００円 

◇申込 １０月４日（金）までに費用を添えて社会福祉協議会本所ま

たは烏山支所あて申し込む。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ大会事務局（永山）☎０２８７－８２－３１８９ 

    社会福祉協議会本所（石井）☎０２８７－８８－７８８１ 

    社会福祉協議会烏山支所（曽根）☎０２８７－８４－１２９４ 

 

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

 

七合診療所の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２８日（土）～３０日（月） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

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

 

第６回 ＯＯＧＡＮＥ木漏れ日マーケット 
【みんなで楽しく繋がろう！ラン伴とも繋がろう！！】 
◇日時 ９月２１日（土）午前１０時～午後３時  

◇場所 ＪＲ烏山駅前広場 

◇内容 市民のステージイベント、模擬店、ワークショップ、地元野

菜、手作り品等地域の繋がる手作りマーケット 

◇後援 那須烏山市、那須烏山市観光協会、那須烏山商工会、那須烏

山市社会福祉協議会、那須烏山市教育委員会 

■問合 ＯＯＧＡＮＥ木漏れ日マーケット実行委員会 

    （事務局：ＮＰＯ法人 野うさぎくらぶ 矢口） 

☎０８０－６７３１－６８１８ 

ＦＡＸ０２８７－８３－８３０９（野うさぎハウス） 

 

那須烏山市歌謡協会 

「チャリティー発表会」参加者募集 
◇日時 １０月１４日（月・祝）午前９時３０分～ 

◇場所 大金温泉グランドホテル 

◇内容 カラオケ発表会（音源：ライブダム完備） 

◇費用 ３，０００円（昼食、飲物付） 

◇申込 ９月２０日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 那須烏山市歌謡協会（及川）☎０８０－５０７８－８８９５ 
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困ったら一人で悩まず行政相談（行政相談週間） 
総務大臣から委嘱をうけた行政相談委員が、行政に対する苦情や要

望を受け、関係機関への通知等を行っています。秘密は厳守されます

ので、安心してご相談ください。（事前申し込みは不要です。） 

◇相談実施日等（時間はすべて午前９時～正午です。） 

区分 日時 場所 行政相談委員 

第１水曜日 １０月２日 社会福祉センター 樋山  隆 

第３水曜日 １０月１６日 保健福祉センター 赤羽 幸雄 

第４水曜日 １０月２３日 市役所烏山庁舎 
萩原 宣子 

赤羽 幸雄 

※行政相談は、毎月第１、第３水曜日に「心配ごと相談」と同時開催

しています。 

【特設巡回相談】 
◇日時 １０月１９日（土）午前９時～正午 

◇場所 保健福祉センター 

※健康福祉まつり会場で実施します。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

「どろんこ田んぼの稲刈り」参加者募集 
◇日時 １０月６日（日）午前９時～ ※小雨決行 

◇場所 大桶下地内「どろんこ田んぼ」集合 

◇内容 古代米の稲刈り体験 

※昼食は、古代米のおにぎりと豚汁等を用意します。 

◇対象 市民（幼児は保護者同伴） 

◇費用 １人２００円（保険料等） 

◇持物 汚れてもよい服装、軍手、ゴム手袋、長靴、着替え、飲物、

タオル等 

※稲刈り用のカマを持っている人は、ご持参ください。 

◇申込 ９月２７日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 七合会事務局（高野）☎０９０－２１６８－９７８８ 

 

那須烏山市婦人会 

「女性防災研修会」参加者募集 
 安心して暮らせる地域づくりを目指して、災害時等における市民へ

の支え合いのあり方について共通理解を深め、避難所における支援方

法や配慮について女性の目線から学びましょう。 

◇日時 １０月２３日（水）午後１時３０分～４時１０分 

◇場所 保健福祉センター和室 

◇内容 ・市職員出前講座「防災講話」ハザードマップの見方等 

    ・ＬＰガス安全対策講話 講師：県ＬＰガス協会 

    ・避難所における支援方法について  

講師：日本赤十字社栃木県支部 浅賀昌代 氏 

◇対象 市内在住一般女性 先着４０名 

◇費用 無料 

◇持物 フェイスタオル２本 

◇申込 ９月１５日（日）～１０月５日（土）に電話またはＦＡＸで

下記あて申し込む。 

■問合 那須烏山市婦人会（柳田） 

☎０２８７－８４－３６３７（ＦＡＸ兼用） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

山あげ会館前 朝市出店者の募集 
 市内の農産物を集めた朝市を下記日程で開催予定です。 

「地元のおいしいを食べよう！」をテーマに、地元野菜の販売や料

理等を提供する出店者を募集しています。興味のある人は、団体フェ

イスブックページ等にご連絡ください。 

◇日時 １０月６日（日）午前７時～１０時 ※荒天中止 

◇場所 山あげ会館前 

◇対象 那須烏山市産農産物やそれらを使用した飲食物の販売等 

◇費用 ２，０００円（テント、テーブル、イスは持ち込み。） 

※主催者側では、備品等の貸し出しはしません。 

◇申込 ９月２０日（金）午後５時までに下記フェイスブックページ

等に申し込む。 

◇主催 ＮＰＯ法人 クロスアクション 

◇共催 （一社）那須烏山市観光協会 

◇協賛 那須烏山市 

■問合 ＮＰО法人 クロスアクション 

フェイスブック（ＵＲＬ：https://www.facebook.com/cross.ac 

tion.nasukarasuyama/） 

（一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７ 

 

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

 

９月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 月 
敬老の日 

【休日当番医】阿久津クリニック 

 

☎0287-83-2021 

１７ 火 南那須いきいきクラブ女性ゲートボール大会 南那須運動場 

１８ 水 心配ごと相談 保健福祉センター 

１９ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２０ 金 
交通事故相談 

地域おこし協力隊成果報告会 18:30～20:00 

県南那須庁舎 

那須烏山商工会館 

２１ 土 

おはなし会10:30～11:00 

おたのしみ会14:00～15:00 

秋の交通安全総ぐるみ運動（～30 日）  

南那須図書館 

烏山図書館 

 

２２ 日 【休日当番医】烏山台病院 ☎0287-82-2739 

２３ 月 
秋分の日 

【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） 

 

☎0287-92-2034 

２４ 火 

特定健診・がん検診（女性の日） 

２歳６か月児相談受付9:30～9:45 

４か月児健診受付13:00～13:30 

南那須ゲートボール協会すこやかゲートボール大会 

烏山公民館 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

南那須運動場 

２５ 水 

行政相談 

特定健診・がん検診 

５歳児相談受付9:30～9:45 

８か月児健診受付13:00～13:30 

烏山庁舎 

烏山体育館 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２６ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

離乳食相談（要予約） 

烏山庁舎・保健福祉センター 

保健福祉センター 

２７ 金 
２歳児相談受付9:30～9:45 

３歳児健診受付13:00～13:30 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２８ 土 おはなし会14:00～14:30 烏山図書館 

２９ 日 
【休日当番医】熊田診療所 

第８回図書館まつり9:30～15:00 

☎0287-88-2136 

南那須図書館 

３０ 月 

１歳児相談受付9:30～9:45 

１歳６か月児健診受付 13:00～13:30 

国民健康保険税第３期、介護保険

料第３期、後期高齢者医療保険料

第３期納期限・口座振替日 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

 

 

 

※水・日曜 子育て支援「ぴよぴよ広場」10:30～ こども館 

※木曜 子育て支援「移動出前サロン」9:00～ 三箇公民館 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 


