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■市民号 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第１２回那須烏山市民号の参加者募集 
ＪＲ烏山線の利用向上を目的に、那須烏山市民号を実施します。 

参加を希望される人は、次のとおり、お申し込みください。 

【絶景紀伊半島一周と世界遺産熊野三山詣り３日間】 
◇期日 １１月１４日（木）～１６日（土）２泊３日 

◇費用 ９７，３００円（２名１室の場合、プラス５，０００円） 

◇定員 ４０名（最少催行人数３０名）※定員になり次第締め切り。 

◇申込 １０月１８日（金）までに電話で下記申込先あて申し込む。 

※旅行代金は申し込み後、旅行会社へ直接持参してください。 

※旅行会社による自宅への訪問集金も可能です。 

※全行程添乗員同行、全行程食事付（朝２回、昼３回、夕３回）（宴会

２回、飲み放題付） 

◇申込金 ３０，０００円（旅行代金に充当） 

◇申込先 〒３２１－０６２８ 金井１－１１－１１ 

     関東ツアーサービス㈱烏山旅行センター  

 ☎０２８７－８４－１６６１ 

◇主催 関東ツアーサービス㈱烏山旅行センター 

【女神の世界遺産宗像大社と紅葉の萩・津和野の旅】 
◇期日 １１月１７日（日）～１９日（火）２泊３日 

◇費用 ９７，０００円（４～５名１室利用） 

※２名１室の場合、プラス６，６００円 

※３名１室の場合、プラス２，２００円 

◇定員 ８０名（最少催行人数３５名）※定員になり次第締め切り。 

◇申込 電話で下記申込先あて申し込む。 

※旅行代金は申し込み後、旅行会社へ直接持参してください。 

※旅行会社による自宅への訪問集金も可能です。 

※全行程添乗員同行、全行程食事付（朝３回、昼３回、夕２回）（宴会

２回、飲み放題付） 

◇申込金 ２０，０００円（旅行代金に充当） 

◇申込先 〒３２１－０６２６ 初音７－３ 

     那須南トラベル ☎０２８７－８４－０２８４ 

ＦＡＸ０２８７－８４－０３３７ 

◇主催 那須南トラベル 

◆協賛 那須烏山市 

※募集型企画旅行で実施します。詳細は、各旅行会社にお問い合わせ

ください。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ  

☎０２８７－８３－１１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

令和元年度こども課嘱託職員の募集 
◇任用期間 採用日～令和２年３月３１日 

◇募集内容 

【保育士】 
人数 １名 

業務内容 市立保育園の保育業務（療育支援） 

勤務時間 

月～金曜日：午前７時１５分～午後７時 

土曜日：午前７時１５分～午後５時３０分 

※上記時間内で７時間４５分勤務 

勤務地 すくすく保育園（野上７０３） 

賃金 日額９，１００円 

応募要件 保育士資格 

【保育補助】 
人数 １名 

業務内容 市立保育園の保育業務（療育支援） 

勤務時間 

月～金曜日：午前７時１５分～午後７時 

土曜日：午前７時１５分～午後５時３０分 

※上記時間内で７時間４５分勤務 

勤務地 すくすく保育園（野上７０３） 

賃金 日額７，２００円 

応募要件 特になし 

◇勤務条件 自宅から勤務地までの通勤距離が片道２０ｋｍ以上の場

合は、上記賃金に通勤費相当分を上乗せ支給します。 

◇試験方法 面接・適性試験（日程等の詳細は、別途通知します。） 

◇応募方法 下記あて履歴書（写真貼付、白黒可）に希望する職種を

明記し、資格証明書等の写しを添付のうえ、下記あて持

参または郵送する。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

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

 

境診療所の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。 

◇休診日 ８月２９日（木） 

■問合 境診療所 ☎０２８７－８２－２２９２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年８月１５日 Ｎｏ．３３４ 

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。） 

 

 「そば処 宮下」閉店のお知らせ 
 

平成１７年１２月の開店から、皆様方 
には格別なご愛顧を頂き支えられてきま 
した「そば処 宮下」は、８月３１日で  
閉店とさせて頂きます。大変有難うござ 
いました。 
長い間、皆様から温かいご支援、お引 

き立てを頂きましたことを、従業員一同、 
重ねて御礼申し上げます。 

そば処 宮下 
代表 雫 賢一 
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■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市プレミアム付商品券 

購入引換券の交付申請についてのお願い 
 市が実施するプレミアム付商品券事業の販売対象となる可能性があ

る住民税非課税の人に、プレミアム付商品券購入引換券の交付申請書

を７月中旬に郵送しました。 

プレミアム付商品券の購入を希望する人で手続きをしていない人は、

交付申請書に必要事項を記入し、下記あて郵送してください。 

また、プレミアム付商品券の販売対象となる可能性がある住民税非

課税の人で、市から購入引換券の交付申請書は届いていないが、対象

になると思われる人は、下記あてお問い合わせください。 

ただし、住民税非課税の人であっても、住民税課税者と生計同一の

配偶者または扶養親族、生活保護を受けている人等は、販売対象外と

なります。 

那須烏山市プレミアム付商品券事業の概要は、市ホームページの注

目情報「那須烏山市プレミアム付商品券事業の実施について」をご覧

ください。 

※プレミアム付商品券の販売対象となる子育て世帯の世帯主は、購入

引換券の交付申請は不要です。 

※例年、那須烏山商工会で実施の「わくわく商品券」事業は、今年度

は実施しません。 

■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 

 

那須烏山市なすからブランド認証候補品募集 
 市独自の基準に適合した特産物・技工・技術等を「なすからブラン

ド」として認証し、情報発信することにより、市の知名度向上と産業

の振興および地域経済の活性化を図るため、認証候補品を募集します。 

◇応募期間 ８月１５日（木）～９月３０日（月） 

◇認証候補品 ・市内で生産された農林水産物 

・市内で生産された農林水産物を使用した加工品 

・市内で製作または製造された工芸品または工業品 

・その他市長が認める特産物、技工、技術等 

◇応募方法 ９月３０日（月）までに応募申込書（下記備付）に必要

事項を記入し、下記あて持参または郵送する。（郵送９月

３０日消印有効） 

※応募申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。 

◇選考 那須烏山市なすからブランド認証委員会により、応募のあ    

った認証候補品が基準を満たしているか審査を行います。 

審査（１１月中に実施予定）にあたっては、申請者に説明

および認証候補品の提出をお願いすることがあります。 

なお、応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承く

ださい。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

ＦＡＸ０２８７－８３－１１４２ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

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

 

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

 

「いきいき温泉入浴証」は 

８月３１日（土）で利用を休止します 

大金温泉（大金温泉グランドホテル）で利用できる「いきいき温泉

入浴証」は、施設の都合により、８月３１日（土）をもって、休止し

ます。また、入浴証の新規発行も休止します。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただけますようお願いします。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

 ☎０２８７－８８－７１１５ 

第５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 ９月５日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター和室 

◇内容 楽しいコグニサイズ 

◇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２日（月）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 

９月１１日（水） 

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 

９月２４日（火） 

烏山公民館 

◎婦人検診のみ 

（中央２－１３－８） 

午後２時 

～３時３０分 

９月２５日（水） 
烏山体育館 

（中央２－１３－１２） 

午前８時３０分 

～１０時３０分 

※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 

 

なすから健康マイレージ事業 
 健診受診率アップと楽しく健康づくりに取り組むことを目的とした

「なすから健康マイレージ事業」に参加して、健康と景品をゲットし

ましょう。個人でチャレンジのポイントカード付チラシは、４月の行

政区長等文書配布で配布してありますが、下記の発行場所でも取得で

きます。 

◇対象期間 ４月１日（月）～令和２年２月２８日（金） 

◇対象 ２０歳以上で市内に住所のある人 

◇参加方法 次の２つのチャレンジから１つ選んで参加してください。 

（チャレンジはどちらか１人１回限りです。） 

【個人でチャレンジ】 
①ポイントカードを受け取る。 

②必須事業と対象事業に参加または個人の健康づくりに４週間以上

チャレンジし、５ポイントたまったら健康福祉課あて申請する。 

③景品の５００円利用券を受け取る。（利用券は、山あげ会館、あす

なろパン工房「風」、パン職人いっぴ、カフェ・みつわで使用でき

ます。） 

【チームでチャレンジ】 
①「チームでチャレンジ申込書」（健康福祉課備付）に必要事項を記

入し、健康福祉課あて申し込む。（先着２０組限定） 

②必須事業と対象事業に参加または個人の健康づくりに４週間以上

チャレンジし、５ポイントたまったら健康福祉課あて申請する。 

③景品のクオカード（１チームにつき５，０００円）を受け取る。 

※１チーム３～５名で１名以上２０～３９歳の人を含むこと。 

◇ポイントカード発行場所  

・個人でチャレンジ：健康康福祉課（保健福祉センター）、南那須庁

舎正面玄関フロア、市民課（烏山庁舎）、市ホ

ームページからもダウンロードできます。 

・チームでチャレンジ：健康福祉課（保健福祉センター） 

※「なすから健康マイレージ事業」の詳細は、上記のポイントカード

発行場所備付のチラシもしくは市ホームページをご覧ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
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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

日生まれの男性は、風しんの定期接種対象となりました。 

市で発行する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、今年度の対象者にはクーポン券を６月上旬に送付しています。 

◇クーポン券発送対象者（今年度） 

市に住所を有している、昭和４７年４月２日から昭和５４年４月１

日生まれの男性に、クーポン券を送付しています。 

◇クーポン券発送対象者以外の人 

市に住所を有している、昭和３７年４月２日から昭和４７年４月１

日生まれの男性で、クーポン券をご希望の人は、下記あてご連絡く

ださい。 

◇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、

厚生労働省ホームページに掲載しています。 

※クーポン券を紛失した場合は、下記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 

 

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

 

「こども医療費受給資格証」は 

１０月からこども課で交付します 
 窓口業務の見直しにより、「こども医療費受給資格証」の交付業務を

次のとおり変更します。ご理解とご協力をお願いします。 

◇変更内容 １０月１日（火）から市民課（烏山庁舎）で受け付けし

たこども医療費助成制度の「こども医療費受給資格証」

は、こども課で発行し、後日、ご自宅へ郵送します。 

なお、こども課（保健福祉センター）では従来どおり、

原則として、即日交付しますので、お急ぎの場合は、こ

ども課でお手続きください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

 ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

子育て支援センター きらきら 
【９がつのおたんじょうかい】 
◇日時 ９月９日（月）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 ９月生まれの未就園児と保護者１０組程度  

◇申込 ９月２日（月）までに下記あて電話で申し込む。 

■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 
【敬老の日のプレゼント作り】 
◇日時 ９月４日（水）～８日（日）午前９時～午後４時 

◇場所 こども館 

◇対象 未就園児とその保護者等 

◇申込 事前申込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。  

※月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

妊婦・産後ママサロン「リラックスヨガ」 
◇日時 ９月９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（約９０分） 

※体をほぐすことを目的としたヨガです 

◇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２０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 バスタオル、飲物、母子健康手帳 

※ヨガマットをお持ちの人は、ご持参ください 

※動きやすい服装でご参加ください。 

◇申込 ９月２日（月）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 

 

定期予防接種を受けましょう 
 接種対象期間を過ぎてしまうと接種費用は自己負担となります。 

【麻しん風しん】 
◇第１期 １歳以上２歳未満の幼児 

 １歳を過ぎたら早めに医療機関で接種してください。 

◇第２期 平成２５年４月２日～平成２６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２年３月３１日（火）までに、医療機関で接種してください。 

【日本脳炎】 
◇第１期 ３歳以上７歳６か月未満の人 

初回：６日～２８日の間隔で２回接種 

追加：初回（２回）接種後、おおむね１年の間隔をあけて１回接種 

◇第２期 ９歳以上1３歳未満の人（１回接種） 

小学４年生児（平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生）には、

今年５月に個別通知をしています。 

※平成３０年度より、市内の学校での集団接種は実施していません。 

◇平成１９年４月１日までに生まれた２０歳未満の人（特例対象者） 

２０歳になるまで、定期接種として自己負担なしで実施できます。 

◇平成１９年４月２日～平成２１年１０月１日生まれの人 

７歳６か月になる前に第１期初回・追加（計３回）が未接種の場合

は、９歳以上１３歳未満の間で、１期不足分を定期接種として実施

できます。 

※進学、就学等で市外に住所を異動した後の接種費用は、助成の対象

となりませんのでご注意ください。 

【二種混合】 
◇１１歳以上1３歳未満の人 

小学６年生児（平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生）には、

今年５月に個別通知をしています。 

◇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）。 

※県内の協力医療機関については、栃木県医師会のホームページでご

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（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 

 

烏山聖マリア幼稚園 ひよこ教室 
◇日時 ９月３日（火）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 認定こども園 烏山聖マリア幼稚園（南１－９－１９） 

◇内容 カワイ体操講師による体操＆リズム遊び（無料） 

◇対象 未就園児と保護者 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 ８月２６日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 烏山聖マリア幼稚園 ☎０２８７－８２－３３５７ 
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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（平成３１年４月分から適用） 

扶養児童数 支給額 

１人目 
全部支給：４２，９１０円 

一部支給：１０，１２０円～４２，９００円 

２人目 
全部支給：１０，１４０円を加算 

一部支給：５，０７０円～１０，１３０円を加算 

３人目以降 
全部支給：６，０８０円を加算 

一部支給：３，０４０円～６，０７０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 こども課に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】 
児童扶養手当の受給資格者は、毎年８月中に「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３０日（金）

までに下記あて提出をお願いします。 

◇提出先 随時、保健福祉センターこども課窓口で受付します。 

◇集中受付日 木曜日は、窓口延長で午後７時まで受け付けます。 

期日 時間 場所 

８月１８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） 

１５、２２、２９日 

午前８時３０分 

～午後７時 
保健福祉センター 

【臨時・特別給付金】 
令和元年１０月から消費税率が引き上げとなる環境の中、児童扶養

手当の受給者のうち未婚のひとり親に対し、臨時・特例の措置として

給付金が支給されます。 

◇給付対象 下記のすべての条件を満たす人。 

 ・令和元年１１月分の児童扶養手当を受給する人 

 ・令和元年１０月３１日において、これまで婚姻（法律婚）をした

ことがない人 

 ・令和元年１０月３１日において、事実婚をしていない人または事

実婚の相手の生死が明らかでない人 

◇支給額 １７，５００円（１回限り支給） 

◇申請方法 現況届にあわせてご案内します。 

※この給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注

意ください。不審な電話や郵便があった際は、警察署または下記あ

てご連絡ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

 ☎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）することが決定した人。ただし、１年以

上保育所等に勤務していなかった人。 

◇交付額 １０万円を上限 

◇応募方法 申請書等（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて郵

送または直接持参する。 

※申請書等は、市ホームページからも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 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

令和元年度子育て支援員研修受講生募集 
保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の

事業所に従事することを希望する人または従事している人を対象とし

て、必要な知識や技能等を修得した「子育て支援員」を養成する研修

を実施します。本研修の修了者に、栃木県知事が「子育て支援員」で

あることの証書を交付します。 

◇コースの種類と概要 

①地域保育コース 

 小規模保育や家庭的保育、事業所内保育、一時預かり保育従事者

や、ファミリー・サポート・センターで提供会員となる人のため

のコース 

②地域子育て支援コース 

 地域子育て支援拠点に勤務したり、利用者支援事業に従事したり

する人のためのコース 

③放課後児童コース 

 放課後児童クラブの補助員として、従事する人のためのコース 

◇研修日程  コースにより日程、時間、場所、定員（先着順）が異な

ります。案内リーフレット等でご確認ください。 

※案内リーフレットは、こども課（保健福祉センター）、こども館、市

役所烏山庁舎や南那須庁舎正面玄関フロア等に備え付けています。

また、県ホームページにも詳細が掲載されていますので、ご確認く

ださい。 

◇費用 無料（テキスト代、会場への交通費や昼食等は自己負担） 

◇申込期限 ９月６日（金） 

■問合 ㈱ＴＢＣ福祉教育センター ☎０２８－６５１－２１７１ 

 

■上下水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

漏水調査を実施します 
水道水の有収率向上と水道施設保全のため、漏水調査を下記の地区

で行っています。 

私有地への立ち入りに、ご理解ご協力をお願いします。 

◇期間 令和２年２月２８日（金）まで 

◇地区 南那須地区 

◇内容 道路に埋設されている水道本管から個人宅のメーターまでの

給水管の調査をします。 

※身分証を携帯した調査員が腕章をつけて調査しています。 

※漏水が発見された場合には、修繕工事を行いますので、ご協力をお

願いします。 

◇調査業者 ㈱伊藤ライニング ☎０２８－６８４－２５１１ 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

下水道・農業集落排水をお使いの皆様へ 
 下水道は何でも流せるわけではありません。施設の故障を防ぐため

に正しい利用をお願いします。 

◇紙おむつなどを流さないで 

 紙おむつ、ティッシュペーパー、生理用品などを流すと、下水道

管が詰まる原因になります。 

◇てんぷら油やサラダ油等の廃油を流さないで 

 下水道管の中で固まり、管を詰まらせる原因になります。廃油は

新聞紙等にしみこませ、燃えるゴミと一緒に出してください。 

◇ガソリンやシンナー、石油等の危険物を流さないで 

 下水道管やマンホール内で爆発する恐れがあります。 

■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 
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■スポーツ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第１５回 那須烏山マラソン大会参加者募集 
◇日時 １２月１日（日） ※雨天決行 

    競技開始：午前９時１０分～ 

◇場所 保健福祉センター駐車場 

◇受付 前日および当日の受け付けは行いません。ナンバーカード、

計測用チップ等は事前に送付します。 

◇種目 

種目 
スタート時間 

※１ 
クラス 区分 

２ｋｍ 

１０：００ 
１ 小学４・５・６年男子※２ 

２ 小学４・５・６年女子※２ 

１０：０５ ３ 親子（幼児～２年生） 

１０：０３ ４ 親子（３・４年生） 

３ｋｍ ９：３０ 

５ 中学生女子 

６ 一般女子（高校生以上） 

７ 
男子全般 

（小学生以下を除く。） 

５ｋｍ ９：２０ 

８ 中学生男子 

９ 
一般男子３９歳以下 

（高校生以上） 

１０ 一般男子４０歳以上 

１１ 
一般女子３９歳以下 

（高校生以上） 

１２ 一般女子４０歳以上 

ハーフ 

（２１.０９７５㎞） 

※３ 

・制限時間 

２時間３０分 

９：１０ 

１３ 一般女子高校生以上 

１４ 一般男子高校生～３９歳 

１５ 一般男子４０歳～４９歳 

１６ 一般男子５０歳～５９歳 

１７ 一般男子６０歳以上 

ウォーキング 

（４.５㎞）※４ 
９：２５ １８ 男女年齢制限なし 

※１ スタート時間を大幅に変更しましたのでご注意ください。 

※２ クラス１および２に小学４年生を追加しました。 

※３ ハーフコースは、１６．７ｋｍ地点で１３０分の関門がありま

す。時間を過ぎた場合は、係員の指示に従ってください。 

※４ ウォーキングは新コースになります。 

◇定員 先着２，０００名（定員になり次第締切り。） 

◇費用 一般：２，５００円、親子：２，０００円、小・中・高校生：

１，０００円、ウォーキング：１，０００円 

◇表彰 各クラス１位～６位まで表彰（ウォーキングを除く。） 

◇お楽しみ賞 各クラス抽選で賞品をプレゼントします。 

◇参加賞 当日、参加者全員に記念品をプレゼントします。 

※ナンバーカードを提示してください。 

※レース後は、参加者全員にとん汁を無料で配付します。 

◇申込方法 

・インターネットによる申し込み 

１０月１４日（月・祝）までに http://runnet.jp/にアクセスし、

必要事項を入力して申し込む。 

・郵便振替用紙による申し込み 

１０月４日（金）までに郵便振替用紙（下記または烏山庁舎正面

玄関フロア、烏山公民館正面玄関フロア備付）に必要事項を記入

し、参加費を添えてゆうちょ銀行、郵便局窓口、ＡＴＭで申し込

む。（払込手数料：窓口２００円、ＡＴＭ１５０円は自己負担） 

◇注意事項 

・１１月中旬にナンバーカード、計測用チップ等を発送しますので、

当日、忘れずにお持ちください。 

・市役所各庁舎では申し込みできません。 

・申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。また、大会当

日の申し込みはできません。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

■文化・生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

森田獅子舞・下境ささら獅子舞 

（市指定無形民俗文化財） 
【森田獅子舞】 
◇期日 ８月２４日（土） ※少雨決行 

◇場所 森田宿集会センター（森田１０６３） 

◇内容 午後８時～ 獅子舞奉納 

【下境ささら獅子舞】 
◇期日 ８月２５日（日） ※少雨決行 

◇場所 稲積神社（下境１４０６）  

◇内容 正午～ 新舞子による上演、午後１時～ 古舞子による上演 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

三箇塙の天祭（国選択無形民俗文化財） 
◇期日 ９月１日（日） ※少雨決行 

◇場所 松原寺境内（三箇１６６０）  

◇内容 午前１０時～ ぶっつけ口上、午前１０時３０分～ ぶっつけ 

    午前１１時～ 子供太鼓奉納、 

午前１１時３０分～ 天祭踊り奉納 

午後１時～ 直会 

    午後３時～ ぶっきり、幣束納め 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

第１４回 南那須地区音楽祭出演団体の募集 
◇日時 １０月１日（火）午前９時開会 

◇場所 那珂川町小川総合福祉センターあじさいホール 

◇対象 那須烏山市および那珂川町に在住または所在する事業所に勤

務する人 

◇種目 オープン参加部門 ・合唱（人数制限なし：７分以内） 

             ・合奏（人数制限なし：７分以内） 

◇申込 ８月３０日（金）までに、申込書（下記備付）に必要事項を

記入し、ＦＡＸ等で那珂川町生涯学習課あて申し込む。 

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。 

■問合 那珂川町生涯学習課 ☎０２８７－９２－１１３５ 

    ＦＡＸ０２８７－９２－２８９７ 

那須烏山市生涯学習課生涯学習グループ 

☎０２８７－８８－６２２３ 

ＦＡＸ０２８７－８８－２０２７ 

 

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

 

図書館の催し物 

【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ８月１７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 ８月１７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、エプロンシアター、工作等 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 ８月２４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 
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■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 参加者募集 

【刺し子教室】 
初心者コース、経験者コースの２コースで開講します。 

◇日時 １０月４日（金）、１１月１日（金）、１２月１３日（金） 

※時間はすべて午後１時３０分～３時３０分です。 

◇場所 南那須公民館第1会議室 

◇対象 市内在住または在勤の人 各コース先着１０名 

◇内容 刺し子の魅力を知り、その基本的・発展的な技術を学び、日

常生活で利用できる作品を作る。 

◇講師 滝田まあゆ 氏 

◇費用 １，０００円程度（材料費実費） 

◇持物 裁縫道具、チャコペンシル、定規、カッターマット、筆記用具 

◇申込 ８月１７日（土）～３１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。 

【珈琲研究室】 
 コーヒーの基礎知識を学び、こだわりコーヒーを家庭で気軽に味わ

ってみよう。 

◇日時 １０月５日（土）午前９時３０分～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館調理室 

◇内容 コーヒーの基礎知識、コーヒーのいれ方を学ぶ 

◇講師 那須烏山市地域おこし協力隊 市田久美子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名 

◇費用 ５００円程度（材料費実費） 

◇持物 コーヒーカップ 

◇申込 ８月１７日（土）～３１日（土）の午前９時から午後５時ま

でに電話で下記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

異文化交流体験 

ジョイント スタディ トリップ参加者募集 
◇日時 ９月７日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 烏山公民館 

◇内容 琴平神社秋祭りに参加し、外国籍の人との交流や親睦を深め

ましょう！（下川井下地区） 

◇対象 市民、市国際交流協会会員、市内在住・在勤の外国人 

◇費用 無料 

◇持物 タオル、帽子、着替え等 

※長い距離を歩けるような服装（Ｔシャツまたはポロシャツ、ズボン、

運動靴等） 

◇申込 ８月３０日（金）までに申込書（下記または生涯学習課（南

那須庁舎）備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

■問合 市国際交流協会事務局（烏山公民館内） 

☎０２８７－８３－１４１２ 

 

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

 

福祉のお仕事就職フェア（県北・県東エリア） 
◇日時 ①８月２４日（土）午後１時～３時３０分 

    ②９月１４日（土）午後１時～３時３０分 

◇場所 ①健康長寿センター（那須塩原市南郷屋５－１６３） 

    ②真岡商工会議所（真岡市荒町１２０３） 

◇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 

ＪＩＣＡ海外協力隊２０１９年度秋 
◇募集期間 ８月２０日（火）～９月２９日（日） 

◇募集説明会日時 ①８月３１日（土）午後１時３０分～３時３０分 

         ②９月７日（土）午後２時３０分～４時３０分 

◇場所 ①とちぎ国際交流センター（宇都宮市本町９－１４） 

    ②小山市生涯学習センター（小山市中央町３－７－１） 

◇応募資格 青年海外協力隊、シニア海外協力隊、日系社会青年海外

協力隊、日系社会シニア海外協力隊 

２０歳～６９歳 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 ＪＩＣＡ筑波連携推進課（枝）☎０２９－８３８－１１１７ 

Ｅメール：Eda-Koki@jica.go.jp 

ＵＲＬ：http://www.jica.go.jp/volunteer/ 

 

とちぎＷＯＲＫＷＯＲＫ（わくわく） 

就職促進プロジェクト事業 
 県では、「とちぎＷＯＲＫＷＯＲＫ（わくわく）就職促進プロジェク

ト事業」の一環として、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都および神奈

川県）からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の

解消に向けて、栃木県マッチング支援事業を実施します。 

そこで、企業情報掲載サイトに掲載を希望する、東京圏等からの移

住者を積極的に受け入れ可能な企業などを募集しています。企業情報

掲載サイトへ企業登録および求人登録をしてＰＲしてみませんか。 

※企業情報掲載サイトとは、県内の企業等が東京圏の求職者に対して

求人を強くアピールできるよう、県が新たに開設、運営するサイト

です。 

◇掲載までの流れ 

 ①対象条件を満たした求人をハローワークに提出し、求人票の写し

を入手する。 

②申請書に必要事項を記載し、求人票の写し等を添付して企業情報

掲載サイト事務局へ提出する。 

③書類審査を経て、申請から１週間から１０日程度で、企業情報掲

載サイトに掲載。 

◇費用 無料 

◇申込 申請書に必要事項を記入し、求人票の写し等を添付して郵送

で下記あて申し込む。 

※申請書は、サイトホームページ（ＵＲＬ：http://workwork-tochigi.jp/）

からダウンロードできます。 

■問合 企業情報提供サイト事務局 ☎０２８－６８８－７９７９ 

〒３２１－０１５２  

宇都宮市西川田１－７－１１ウツノミヤサイト 

 

健康づくり体験談の募集 
健康自慢の皆さんが実践している健康法を募集していますので、多

くのご応募をお待ちしています。 

◇募集テーマ 自分の健康管理のため行っている健康法とその効果 

◇募集部門 ・運動部門（運動、スポーツ等） 

・暮らし部門（食事、生活習慣等） 

・生きがい部門（社会活動、趣味等） 

◇対象 後期高齢者医療制度に加入している県内の被保険者 

◇応募方法 ９月３０日（月）までに健康づくり体験談（題名と本文、

原稿用紙２～３枚程度）に必要事項（応募部門、郵便番

号、住所、氏名、生年月日、電話番号）を記入したもの

を添付し、下記あて申し込む。（郵送３０日必着） 

◇賞品 ・最優秀賞：１点（旅行券３万円分） 

・優秀賞：３点（商品券１万円分） 

※優秀作品は連合ホームページで公表します。また、応募者全員にＱ

ＵＯカード（５００円分）をお送りします。 

■問合 栃木県後期高齢者医療広域連合総務課 

☎０２８－６２７－６８０５ 

〒３２０－００３３ 

宇都宮市本町３－９栃木県本町合同ビル２階 

Ｅメール：soumu@kouikirengo-tochigi.jp 
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栃木いのちの電話 公開講座 
◇日時 １０月２０日（日）午後１時３０分～３時（午後１時開場） 

◇場所 栃木県青年会館コンセーレ（宇都宮市駒生１－１－６） 

◇内容 社会的問題となっている自殺予防について、「ふれあいでい

のちをつなぐ」をテーマに公開講座を開催します。 

    講師：明治大学教授・教育学博士・臨床心理士 諸富祥彦 氏 

◇定員 先着１５０名 

◇費用 無料 

◇申込 １０月１５日（火）までに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 

 

とちぎ木材フェスティバル 

～もくもくまつり２０１９～ 
【平成から令和へ 新時代が来てもやっぱり木が好き】 
◇日時 ９月２９日（日）午前９時３０分～午後３時３０分 

◇場所 道の駅うつのみや ろまんちっく村（宇都宮市新里町丙２５４） 

◇内容 やっぱり木が好き（木材の性質を学習する体験コーナー、パ

ネル展）、風船プレゼント、チェーンソーカービングショー、

木のスマートボール、木のストラックアウト、ツリー輪投げ、

親子木工教室、森沢山丸太切り、木製品の販売、木片の無料

配布、苗木の無料配布、バンド演奏・幼稚園太鼓演奏、上棟

式、栃木県木材業協同組合連合会イベント、木育活動、高性

能林業機械デモンストレーション、ツリークライミング 

◇対象 県民どなたでも 

◇費用 無料 

■問合 とちぎ木材フェスティバル実行委員会 

（栃木県木材業協同組合連合会）☎０２８－６５２－３６８７ 

 

とちぎネットアンケート協力者募集 
県では、県民の皆様の意識やニーズを把握し、県政に反映させるた

め、インターネットを利用したアンケートを実施しています。 

◇対象 県内に在住の１６歳以上の人で、インターネットウェブサイ

トの閲覧およびＥメールの利用ができる人 

※国または地方自治体の議員、常勤の国家公務員および栃木県職員（教

員を除く。）は応募できません。 

◇応募方法 県ホームページの「とちぎネットアンケート協力者募集

の応募フォーム（ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/ 

c05/pref/kouhou/iken/anke.html）」から申し込む。 

※月１回、１０問程度の県政に関するアンケートです。 

※インターネット接続に要する通信費等は、ご本人の負担になります。 

※毎回、回答いただいた人の中から抽選で粗品を差し上げています。 

■問合 県広報課 ☎０２８－６２３－２１５８ 

 

「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

親近感を持っていただくため、「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校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字づめ原稿用紙１枚以内にまとめ、９月１０日

（火）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。 

※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 

土砂災害防止法に基づく基礎調査 
 土砂災害により被害を受けるおそれのある場所の地形や地質、土地

の利用状況等の基礎調査を実施します。 

調査員が該当地区にある急傾斜地に立ち入ることがあります。調査

結果については、後日説明会でお知らせする予定です。 

◇調査期間 ８月下旬～令和２年２月下旬 

◇調査地区 田野倉、小倉、宇井、大金、東原、小河原、高瀬、大里、

小塙、森田宿、輪之内、曲田、曲畑、八ヶ代、福岡、    

こぶし台、芦生沢、鴻野山、小白井、西野 

■問合 烏山土木事務所企画調査課 ☎０２８７－８３－１３１６ 

 

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 

 

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 

３次元機械ＣＡＤ 

（モデリング編） 

１０月２日（水） 

～ ４日（金） 
３，５２０円 ９月２３日 

３次元機械ＣＡＤ 

（アセンブリ編） 

１０月８日（火） 

９日（水） 
３，５２０円 ９月３０日 

ホテルサービス 

英会話 

１０月１５日 

～２月２５日 

（毎週火曜日） 

３，５２０円 １０月４日 

研削砥石取り替え 

業務特別教育 

１０月２４日（木） 

２５日（金） 
３，５２０円 １０月１４日 

アーク溶接特別教育 
１１月６日（水） 

～ ８日（金） 
４，９５０円 １０月２８日 

ガス溶接技能講習 
１１月１１日（月） 

１２日（火） 
４，９５０円 １１月１日 

第１種電気工事士 

技能試験準備講習 

１１月１９日（火） 

～２１日（木） 
４，９５０円 １１月１１日 

第２種電気工事士 

技能試験準備講習 

１１月２６日（火） 

～２８日（木） 
４，９５０円 １１月１８日 

◇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。） 

◇場所 県立県北産業技術専門校（那須町高久甲５２２６－２４） 

■問合 県立県北産業技術専門校 ☎０２８７－６４－４０００ 

ＦＡＸ０２８７－６４－５４４５ 

    〒３２５－０００１ 那須郡那須町高久甲５２２６－２４ 
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第１０回 西川会夏祭り 
◇日時 ８月１７日（土）午後６時開演 

◇場所 山あげ烏章館および山あげ会館駐車場 

◇内容 第1部：西川会門弟による舞踊（山あげ烏章館） 

    第２部：盆踊り大会（雨天時は山あげ烏章館） 

※ご来場のお子さんへ手持ち花火のプレゼントがあります。 

※露店も出ます。 

■問合 西川扇士浪 ☎０９０－３０６４－７１９４ 

 

聖園ヨゼフ老人ホーム夏祭り 
 毎年恒例の夏祭りを開催します！どなたでも参加できますので、皆

さんお誘い合せのうえ、ご来場ください。 

◇日時 ８月２５日（日）午後５時３０分～ ※雨天中止 

◇場所 聖園ヨゼフ老人ホーム園庭（南１－２８０６－１） 

※ホーム近くに臨時駐車場を開設しますので、ご利用ください。 

◇内容 盆踊り、カラオケ、抽選会、お子様ゲームコーナー 

◇費用 無料（ご来場の際、食券をお渡しします。） 

■問合 聖園ヨゼフ老人ホーム ☎０２８７－８２－２５７８ 

 

国見星望会 夏の天体観望会 
 木星、土星と夏の星雲星団を天体望遠鏡で見てみよう！  

◇日時 ８月３１日（土）午後６時３０分～９時 

◇場所 ＪＲ烏山駅前広場 

◇費用 無料 

※悪天候時の開催の有無については、下記あてお問い合わせください。 

■問合 国見星望会（阿久津） ☎０８０－５８６４－０４１４ 

 

２０１９とちぎ動物愛護フェスティバル 
◇日時 ９月２３日（月・祝）午前１０時～午後３時 

◇場所 ・記念講演：宇都宮市中央生涯学習センター（宇都宮市中央

１－１－１３） 午前１１時～正午 

    ・各種イベント：オリオンスクエア 午前１０時～午後３時 

◇内容 

№ イベント名 № イベント名 

1 

記念講演 

講師：松本秀樹 氏 

演題：犬を「飼う」時代か

ら、犬と「暮らす」時代へ 

11 獣医師会展示コーナー 

12 一日獣医さん体験 

2 マーチングバンド 13 動物なんでも相談 

3 
フライボール（ボールとハ

ードルのドッグスポーツ） 
14 動物愛護行政紹介 

4 
トークイベント 

ゲスト：松本秀樹 氏 
15 

動物愛護推進員ブース 

迷子札をつくってみよう 

5 警察犬＆災害救助犬実演 16 盲導犬ブース 

6 長寿犬優良飼養者表彰式 17 警察犬＆災害救助犬ブース 

7 譲渡犬たちの紹介 18 野生動物紹介 

8 盲導犬実演 19 水辺の生き物タッチプール 

9 
うちの動物（コ）見て見て！ 

コンテスト 
20 ヨーヨー釣り 

10 動物ふれあい広場 21 バルーンアート 

※１の記念講演は宇都宮市中央生涯学習センター、その他はオリオン

スクエアが会場です。 

※雨天決行（荒天の場合、内容は変更となる場合があります。） 

◇対象 県民どなたでも 

◇費用 無料 

■問合 ２０１９とちぎ動物愛護フェスティバル実行委員会事務局 

（県動物愛護指導センター）☎０２８－６８４－５４５８ 

行政相談 特設相談所 
総務大臣からの委嘱を受けた行政相談委員が、役所の仕事に対する

苦情や要望を受け付けて、公平・中立の立場から関係機関への通知等

を行います。毎月実施している定例相談のほか、特設相談所を開設し

ますので、気軽にご相談ください。なお、相談は無料で秘密は絶対に

守られます。 

◇日時 ８月２９日（木）午前９時～正午 

※２８日（水）開設予定でしたが、都合により変更しています。 

◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

なすからサロン 
各分野を代表する地元の講師陣による講座を開催します。（全１３回） 

◇日時 ９月２１日（土）午後１時３０分～３時 

◇場所 南那須公民館第１会議室 

◇内容 第７回講座「浄土真宗移民と志鳥焼」 

◇講師 大田原市なす風土記の丘湯津上資料館長 

上野修一 氏（専門：考古学） 

◇対象 どなたでも 

◇定員 先着５０名（事前申込不要） 

◇費用 無料 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（上野） 

☎０２８７－８８－８８３７ 

 

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

 

８月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 金 交通事故相談 県南那須庁舎 

１７ 土 
おはなし会10:30～11:00 

おたのしみ会14:00～15:00 

南那須図書館 

烏山図書館 

１８ 日 

【休日当番医】水沼医院 

押花体験会9:30～15:30 

自治会対抗親善野球大会（毎週日曜～２５日） 

☎0287-84-0001 

南那須図書館 

緑地運動公園ほか 

１９ 月   

２０ 火   

２１ 水 
心配ごと相談 

市シルバースポーツ大会 

保健福祉センター 

緑地運動公園 

２２ 木 

窓口業務延長（～19:00） 

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・保健福祉センター 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２３ 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 

２４ 土 

ジオパーク構想教室 受付9:30～ 

ＪＲのＥＣＯ大作戦！「エコ授業」11:25～ 

おはなし会14:00～14:30 

南那須公民館ほか 

ＪＲ烏山駅改札内 

烏山図書館 

２５ 日 【休日当番医】鈴木整形外科（那珂川町） ☎0287-96-2811 

２６ 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 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２７ 火 
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 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２８ 水 離乳食相談（要予約） 保健福祉センター 

２９ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

行政相談 

烏山庁舎・保健福祉センター 

烏山庁舎 

３０ 金 那須烏山ミステリー「ジオ」ツアー 受付 17:30～ 烏山公民館（集合） 

３１ 土   

※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 


