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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・使用者賠責 

◇生命保険：新総合収入保障・新医療・八大疾病・年金 

◆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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

令和２年度採用「那須烏山市職員」募集 
【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２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 受験資格 

一般事務 
８名 

程度 

昭和６１年４月２日から平成１４年４月１

日までに生まれた人で、高等学校卒業程度以

上の学力を有する人 

一般事務 

（障がい者対象） 

１名 

程度 

昭和６１年４月２日から平成１４年４月１

日までに生まれた人で、次の①②すべての要

件を満たす人 

①次に掲げるいずれかの手帳の交付を受け

ている人 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

②活字印刷物（文字の大きさは１０ポイント

程度）による出題に対応できる人 

保育士・ 

幼稚園教諭 

１名 

程度 

昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、保

育士および幼稚園教諭（両方）の資格を取得

している人（令和２年３月末までに取得見込

みを含む。） 

保健師 
１名 

程度 

昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、保

健師の資格を取得している人（令和２年３月

末までに取得見込みを含む。） 

※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２２日（日） 

・矢板東高等学校（矢板市東町４－８） 

・市保健福祉センター 

※午前に矢板東高等学校で受験した

後、午後に市保健福祉センターで受

験します。 

２次試験 １０月１９日（土） 市役所烏山庁舎 

３次試験 １０月下旬予定 市役所烏山庁舎 

◇応募期間 ７月１日（月）～８月１６日（金） 

◇応募方法 「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時まで、郵

送の場合は８月１６日（金）午後５時必着です。 

※「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、提出書類等の詳細は、「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 

健康福祉課嘱託職員の募集 
◇任用期間 ８月１日～令和２年３月３１日 

◇採用職種等 

採用職種 看護師または保健師 

人数 １名 

業務内容 介護予防業務、パソコン事務 

賃金 日額９，６００円 

応募要件 
・看護師または保健師免許 

・普通自動車運転免許 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前８時 

３０分～午後５時１５分です。 

自宅から勤務地まで通勤距離が片道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（詳細は、募集期間終了後に通知します。） 

◇応募方法 ７月１６日（火）午後５時までに履歴書（写真貼付、      

白黒可）に各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７月１６日（火）午後５時必着です。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年７月１日 Ｎｏ．３３１ 

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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那須南病院職員募集 
 令和２年４月１日付採用職員を募集します。 

◇採用職種等 

採用職種 人数 応募要件 

看護師 ２名 
・看護師免許を既に取得している人 

・令和２年春までに免許の取得が見込まれる人 

◇試験日 ８月２９日（木） 

◇試験方法 作文、面接試験 

◇応募方法 ７月２２日（月）から８月９日（金）までに履歴書等関

係書類を下記あて提出する。郵送の場合は８月９日（金）

必着です。 

※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 那須南病院総務課 ☎０２８７－８４－３９１１ 

ＵＲＬ：http://www.minaminasukouiki.jp/ 

 

烏山土地改良区職員の募集 
◇任用期間 ９月１日～ 

◇採用職種等 

採用職種 一般事務 

人数 １名 

勤務地 
烏山土地改良区 

（大桶１９２６－９ 大桶運動公園管理棟内） 

賃金 烏山土地改良区職員給与規定による 

応募要件 
・ワードやエクセル等のパソコン操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則月～金曜日 午前８時 

３０分～午後５時１５分です。 

◇試験方法 面接試験（詳細は、募集期間終了後に通知します。） 

◇応募方法 ７月１２日（金）までに履歴書（写真貼付）に必要事項

を記入し、下記あて持参する。 

※受付は平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 烏山土地改良区 ☎０２８７－８４－０８６８ 

 

■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

７月２１日（日）執行 参議院議員通常選挙 
 参議院議員通常選挙が下記のとおり執行されます。 

【選挙日程】 
◇公示日 ７月４日（木） 

◇選挙期日 ７月２１日（日） 

◇投票所 市内１２箇所の投票所 

※本年４月より２４投票区から１２投票区に再編しています。 

◇投票時間 午前７時～午後６時 

※投票日当日の投票時間は、午後６時までとなります。 

◇投票の種類 ・参議院栃木県選出議員選挙 

       ・参議院選比例代表選出議員選挙 

【期日前投票】 
◇開設期間 ７月５日（金）～２０日（土） 

◇投票時間 午前８時３０分～午後８時 

◇開設場所 ・市役所烏山庁舎１階市民室 

・市役所南那須庁舎１階市民ホール 

※上記のほか、臨時の期日前投票所を開設する予定です。 

◇入場券の発送  

入場券は、公示日の翌日（７月５日）から順次配達されますが、

手元に届くまで数日かかる場合があります。郵便事情等により入場

券が届いていない場合や紛失してしまった場合でも、市の選挙人名

簿に登録があれば投票できますので、投票所で申し出てください。 

※詳細については、７月４日（木）に新聞折込予定のチラシをご覧く

ださい。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内）☎０２８７－８３－１１１７ 

不在者投票の手続き 
選挙人の状況により、要件に該当する場合は不在者投票ができます

が、証明書の交付が必要になるなど、手続きに時間がかかる場合もあ

りますので、早めにお問い合せください。 

【那須烏山市外に滞在する人の不在者投票】 
選挙期間（投票日当日および期日前投票期間）中、出張等で那須烏

山市以外の市区町村に滞在している人で、期日前投票所または投票日

当日に投票所に来て投票することが困難な人は、滞在先の市区町村の

選挙管理委員会で不在者投票ができます。 

利用される場合には、那須烏山市選挙管理委員会宛てに直接または

郵送での不在者投票用紙等の請求が必要になりますので、早めに下記

へお問い合わせください。なお、使者（家族）による請求も可能です。 

【指定病院等における不在者投票】 
選挙期間中、指定病院等に入院等をしている場合は、指定病院等で

不在者投票ができます。入院等をしている施設の事務担当者に、早め

に相談してください。 

【郵便等による不在者投票】 
郵便等による不在者投票には、市選挙管理委員会の交付する郵便等

投票証明書が必要です。証明書の交付を希望する人、また、証明書の

有効期限が終了している人は、速やかに申請手続きをしてください。 

◇郵便による不在者投票ができる人の要件 

手帳等の種類 障がい等の種別 障がい等の程度 

身体障害者手帳 

両下肢・体幹・移動機

能の障がい 
１級、２級 

心臓・腎臓・呼吸器・

ぼうこう・直腸・小腸

の障がい 

１級、３級 

免疫・肝臓の障がい １級～３級 

戦傷病者手帳 

両下肢・体幹の障がい 特別項症～第２項症 

心臓・腎臓・呼吸器・

ぼうこう・直腸・小腸・

肝臓の障がい 

特別項症～第３項症 

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護５ 

※上記の要件に該当する人で、自ら投票の記載ができない人が一定の

要件に該当する場合は、代理による投票用紙記載が認められる場合

があります。なお、手続きが必要となりますので、下記あてお問い

合わせください。 

◇投票用紙等請求書の受理期限 ７月１７日（水） 

■問合 選挙管理委員会（総務課内）☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

祝日に伴うごみの収集日にご注意ください 
７月１５日（月・祝）は、祝日のため「ごみの収集」を実施しませ

ん。「燃やすごみの収集」は、７月１６日（火）となります。 

※水分が多いごみは水切りを十分に行ってから出す等、ごみの減量化

にご協力をお願いします。また、ごみの出し方が悪く収集できない

ごみが増えてきていますので、正しく分別して出してください。 

※詳細は、平成３１年度（２０１９年度）家庭ごみ収集カレンダーを

ご確認ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

物ですので、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 ☎０２８７－８３－１１２０ 



- 3 - 

 

 

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

 

烏山駅発車予告メロディを変更します 
山あげ祭の開催に併せ、ＪＲ烏山駅を利用するお客様へ「山あげ祭」

の周知と地域の活性化を図ることを目的に、駅の発車予告メロディを

期間限定でお祭りの定番曲である「新囃子」に変更します。 

◇期間 ７月１日（月）始発から３１日（水）終電まで 

◇場所 ＪＲ烏山駅ホーム 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１  

 

■国保・年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民健康保険証の窓口交付 
 国民健康保険証は８月１日に更新となります。新しい保険証は７月

下旬から世帯全員分を世帯主あてに郵送する予定ですが、窓口での交

付を希望する場合は、事前に下記あてお申し込みください。 

◇申込期限 ７月１９日（金） 

◇交付期間 ７月２４日（水）～３１日（水） 

◇交付場所 ・市民課国保医療グループ（烏山庁舎） 

・市民課南那須分室（南那須庁舎） 

◇申込 ７月１９日（金）までに電話で下記あて申し込むか、上記交

付場所窓口で直接申し込む。 

※交付の際には、窓口に来る人の本人確認書類（運転免許証等）が必

要です。なお、世帯主または同一世帯の家族以外の人が代理で保険

証を受け取る場合には委任状も必要となります。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

国民年金保険料の免除申請受付 
 今年度分（令和元年７月～令和２年６月）の受け付けを７月から開

始します。また、納付期間が２年を経過していない期間（申請時点か

ら２年1か月前までの期間）をさかのぼって申請できます。 

【申請免除】 
失業等の経済的理由で納付が困難な場合、本人からの申請により、

保険料の全額または一部（４分の３、半額、４分の１）の納付が免

除される制度です。（本人、配偶者、世帯主の所得基準あり。） 

なお、年金額は免除の段階に基づき低額となります。 

【納付猶予】 
５０歳未満を対象とした納付猶予制度です。（本人、配偶者の所得

基準あり。）１０年以内に追納すれば、将来の年金額に反映されます。 

※平成２８年６月までは３０歳未満でしたが、平成２８年７月からは

５０歳未満が納付猶予制度の対象となりました。 

【学生納付特例】 
学生を対象とした納付猶予制度で、１０年以内に追納すれば将 

来の年金額に反映されます。 

◇申請に必要なもの 印かん、年金手帳 

※失業の際は、雇用保険被保険者離職票等の写し 

※学生の場合は、学生証（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載

がある場合は裏面も含む。）の写しまたは在学証明書（在学期間が分

かるもの。） 

◇申請窓口 ・市民課市民窓口グループ（烏山庁舎） 

・市民課南那須分室（南那須庁舎） 

※申請時の前年分の所得の申告をしてあることが必要です。 

※前年度に全額免除・納付猶予申請で継続審査を承認された人は新 

たに申請する必要はありません。なお、継続審査を希望しなかった

人や、失業等を理由として承認された人、４分の３・半額・４分の

１の各免除の承認を受けた人は、毎年度申請が必要になります。 

■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 

    ねんきんダイヤル  ☎０５７０－０５－１１６５ 

■観光・商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

山あげ祭清掃ボランティアの募集 
 山あげ祭で本市を訪れる観光客への“おもてなし”の一環として、

早朝一斉清掃を実施します。ボランティアとして参加できる人はご協

力ください。 

◇日時 ７月２７日（土）、２８日（日）、２９日（月）の３日間 

    午前８時３０分から約１時間程度 

◇場所 山あげ会館集合（ＪＲ烏山駅前、山あげ会館、清水川公園周

辺の清掃を実施します。） 

※軍手、ごみ袋は事務局で準備しますが、ごみ回収用トング等は各自

ご準備ください。 

■問合 山あげ祭実行委員会事務局（商工観光課内） 

 ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

プレミアム付商品券の取扱店を公募します 
 市では、消費税の税率引き上げが市民の消費に与える影響を緩和す

るとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、プレミアム

付商品券を販売するにあたり、プレミアム付商品券を用いた取り引き

を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができ

る取扱店を公募します。 

【プレミアム付商品券取扱店申請】 
◇応募資格 ・市内に店舗、事業所等を有すること 

      ・那須烏山市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団

員等でないこと 

◇応募方法 ７月３１日（水）までに申請書（下記備付）に必要事項

を記入・押印し、下記あて郵送または持参する。 

※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７月３１日（水）当日消印有効です。 

※申請書は、市ホームページでもダウンロードできます。 

※取扱店の登録料、使用済み商品券換金時の手数料等の取扱店の負担

はありません。 

※詳細は、市ホームページに掲載の「那須烏山市プレミアム付商品券

特定事業者（取扱店）募集要項」をご確認ください。 

◇商品券の利用対象とならないもの 

 ・不動産または金融商品 

 ・たばこ 

 ・商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの 

 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第２条   

第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務 

 ・国税、地方税や使用料等の租税公課 

【プレミアム付商品券】 
◇販売対象 ・令和元年度住民税非課税者（住民税課税者と生計同一

の配偶者・扶養親族を除く。） 

・平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までの間

に生まれた子が属する世帯の世帯主 

◇販売価格 １冊４，０００円 

（５００円券×１０枚 １冊５，０００円分） 

※対象者１人あたり５冊まで購入できます。（プレミアム率２５％） 

◇販売期間 １０月１日（火）～令和２年２月２８日（金） 

◇使用期間 １０月１日（火）～令和２年２月２９日（土） 

■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 

 

「那須烏山タウンナビ」掲載企業募集 
 那須烏山商工会ホームページでは、市内の企業を集めて掲載してい

る「那須烏山タウンナビ」への掲載企業を募集しています。那須烏山

商工会員であれば１企業１ページ無料で作成します。また、今月より

ピックアップ企業を掲載します。毎月２～４企業をピックアップし、

皆様にご紹介します。詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 那須烏山商工会本所 ☎０２８７－８２－２３２３ 

ＵＲＬ：https://nasukara.net/ 
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「中退共」の退職金制度 
 「中退共」は国がサポートする中小企業のための退職金制度です。 

中退共制度を利用すると、安全・確実・有利で、管理が簡単な退職

金制度が手軽に作れます。事業主の皆さん、従業員の確かな安心・活

気・やる気のために、退職金のことを考えてみませんか。 

◇メリット ・掛金の一部を国が助成します。 

・掛金は全額非課税で節税になり、手数料も不要です。 

・社外積立型なので手間がかからず管理が簡単です。 

・パートタイマー、家族従業員も加入できます。 

◇制度のしくみ 

・事業主が中退共と「退職金共済契約」を結び、従業員ごとに共済

手帳が送付されます。 

・毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は事業主負担です。 

・退職した従業員の請求に基づき、中退共から退職金が直接支払わ

れます。 

※詳細は、機構ホームページをご覧ください。 

■問合 勤労者退職金共済機構 ☎０３－６９０７－１２３４ 

ＵＲＬ：http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

 

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

 

一日豊島区民の旅 参加者募集 
交流都市の東京都豊島区で、都会の雰囲気を味わい夏休みの楽しい

思い出をつくりましょう。 

◇日時 ８月９日（金）午前１０時３０分集合 

◇集合場所 東京メトロ有楽町線東池袋駅（現地集合） 

※参考 ８：２６ＪＲ宇都宮駅発（普通）⇒１０：０８池袋駅着（徒

歩約１０分）⇒東京メトロ有楽町線東池袋駅 

◇内容 ・午前：２０２０年にグランドオープンを控える豊島区の新

たなシンボルＨａｒｅｚａ（ハレザ）池袋の芸術文

化劇場見学 

・午後：サンシャインシティ展望台「ＳＫＹ ＣＩＲＣＵＳ」

見学および自由散策（お買い物等） 

◇対象 市内在住または在勤の人（親子での参加も大歓迎です。） 

◇定員 ２０名 

※小学６年生以下は、保護者同伴での参加をお願いします。 

◇費用 昼食代および現地での交通費は自己負担となります。 

※展望台の料金は豊島区で負担します。 

◇申込 ７月２５日（木）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を

記入し、下記あてＦＡＸ、郵送または直接持参する。     

※応募者多数の場合は抽選で決定し、当選・落選の通知はメールで行

います。（当選者へは別途案内文をお送りします。） 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

    ＦＡＸ０２８７－８８－０５７２ 

    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

 

農地の利用状況調査（農地パトロール） 

を実施します 
食糧の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図るため、

また、遊休農地の発生防止・解消対策のための実態調査です。ご協力

をお願いします。 

◇調査期間 ７月２２日（月）～８月９日（金） 

◇調査地区 市内全域 

◇調査方法 農業委員および農地利用最適化推進委員が担当地区ごと

に目視で調査します。 

※調査日までに、農地の草刈を行う等、適正な管理をお願いします。 

※調査結果において、遊休農地（耕作放棄地等）であった場合、農地

中間管理事業の意向調査の対象となる場合があります。また、違反

転用等が見つかった場合は是正の対象となり、所有者（耕作者）に

指導・勧告等が行われます。 

■問合 農業委員会事務局（農政課内）☎０２８７－８８－７１１７ 

「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に要した経費の一部を補助します。 

◇補助対象 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。） 

※ただし、市税等の滞納がある場合は交付対象外とします。 

◇対象経費 商品開発に要した費用（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

拡大に要した費用（広告宣伝費、展示会出展費、Ｗｅｂ

サイト制作費等） 

◇補助率 ２分の１以内（上限１０万円） 

◇申請方法 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 農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

八溝そば畑作推進交付金 
「八溝そば」の安定供給やブランド力向上を図るため、生産者の畑

地におけるそば作付面積の拡大に応じて交付金を交付します。 

◇補助対象 そばを生産する市内認定農業者、集落営農、認定新規就

農者 

※ただし、市税等の滞納がある場合は交付対象外とします。 

◇対象農地 市内の現況地目が畑で、かつ過去３年間に交付申請者に

よるそばの作付けがされていない農地 

※作業履歴は、利用権、作業受委託契約、畑作物の直接支払交付金の

申請等により判断します。 

◇補助金額 １０ａあたり１０，０００円（１，０００円未満切捨） 

■問合 農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

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

 

オレンジクラブ（家族介護教室） 
毎日の介護、先の見えない介護で行き詰まることはありませんか？ 

そんな時にはオレンジクラブに参加してはいかがでしょうか！ 

◇日時 ７月１８日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター小会議室 

◇内容 講話：「認知症を理解しよう」 

講師：公益社団法人 認知症と家族の会  

栃木県支部代表 金澤林子 氏 

◇対象 介護者、介護経験者等 

◇申込 ７月１２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 

 

なすからキラキラ日記コンクール作品募集 
「福祉のまちづくり」の推進・啓発を目的とし、地域の思いやりや

つながりなど、福祉に興味を持ってもらうためのコンクール作品を募

集します。なお、応募作品の一部は、社協だより等広報紙で紹介する

予定です。 

◇対象 市内在住の人（小学校４年生以上） 

◇募集内容 「かがやきストーリー ～地域で頑張る人や素敵な福祉

の出来事～」をテーマにした日記風作品 

◇応募方法 ９月２７日（金）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。 

※応募用紙は社協ホームページからもダウンロードできます。 

※応募は１人１点のみです。（参加賞あり。） 

■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 

ＵＲＬ：http://www.nasukarasuyama-shakyo.or.jp/ 
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栃木県シルバー大学校第４０回学校祭 
 学生が日頃の学習成果を発表します。お子様からお年寄りまで楽し

める内容です。せひ、ご来場ください。 

◇日時 ①８月３日（土）、②４日（日） 

    午前１０時～午後３時（内容ごとに時間が異なります。） 

◇場所 栃木県シルバー大学校北校（矢板市矢板５４） 

◇内容 ①学習成果発表、バザー 

    ②演芸発表、そば打ち実演 

    ①②２日間共通：作品展、陶芸体験、野点体験（お茶席）、パ

ソコン体験、子ども広場等 

■問合 栃木県シルバー大学校北校 ☎０２８７－４３－９０１０ 

 

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

 

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 未就園児とその保護者等 

◇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。 

【管理栄養士によるお話】 
◇日時 ７月９日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇対象 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 

◇内容 夏バテ予防、７月行事食（七夕等）、旬の食べ物 

◇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。 

【親子で楽しくヨガ教室】 
◇日時 ７月１２日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇講師 満田美佐子 氏 

◇対象 未就園児とその保護者等 

◇定員 先着１５組 

◇持物 ヨガマットまたはバスタオル 

◇申込 ７月１０日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【ディンプルアートを体験しよう】 
那須烏山市で生まれた塗り絵感覚のステンドグラス風アートです。 

◇日時 ７月１６日（火）午前１０時～１１時３０分 

◇対象 子育て中の保護者 

◇定員 先着１５名（託児応相談） 

◇講師 ディンプルアートインストラクター 荒井栄子 氏 

◇費用 １個５００円 

◇申込 ７月９日（火）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 ７月２０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。 

※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「７月の移動出前サロン」 
◇日時 毎週木曜日 午前９時～午後２時  

◇場所 三箇公民館（三箇１２５８） 

◇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 未就園児とその保護者等 

◇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 

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。 

【４か月児健診】 
◇日時 ７月１６日（火）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成３１（２０１９）年３月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 ７月１７日（水）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成３０（２０１８）年１１月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ７月１８日（木）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成３０（２０１８）年６月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ７月１８日（木）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成２９（２０１７）年１２月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ７月１２日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２９（２０１７）年６月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ７月１６日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２８（２０１６）年１２月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ７月１２日（金）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成２８（２０１６）年６月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ７月１７日（水）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２６（２０１４）年７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 
◇日時 ７月１０日（水）開始：午前９時～、１０時～、１１時～ 

◇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（１組１時間程度） 

◇対象 乳幼児を育てる家族のうち、離乳食等の食事について疑問や

悩みを持っている人 

◇持物 申し込み時にお伝えします。  

◇申込 ７月３日（水）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 

「バランスボール」でシェイプアップ！ 
◇日時 ７月２５日（木）受付：午前９時４０分～１０時 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容 ・バランスボール（実技）＆ワーク 

    ・シェイプアップやメンタルケアについて 

◇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

２か月から１年６か月未満の人（先着１２組） 

※生後２か月～６か月のお子さんは一緒に参加できます。 

◇持物 飲物、母子健康手帳等 

※動きやすい服装でご参加ください。 

◇申込 ７月１８日（木）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 

 

認定こども園 烏山聖マリア幼稚園  

ひよこ教室 
◇日時 ７月８日（月）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 水遊びを楽しもう！（雨天時は室内遊びをします） 

◇対象 未就園児と保護者 

◇持物 水着（水遊び用オムツ可）・タオル・着替えなど 

◇申込 ７月５日（金）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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認定こども園 烏山みどり幼稚園  

みどり未就園児教室 
◇日時 ７月９日（火）午前１０時１５分～１１時４５分 

◇場所 認定こども園 烏山みどり幼稚園（金井１－５－１６） 

◇内容 リトミック、パネルシアター、おやつ 

◇対象 １歳半からの就園前の幼児と保護者 

◇費用 無料 

◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用） 

◇申込 ７月８日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

※受付は、平日の午前９時から午後５時まで。 

■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９ 

 

子育て支援センター きらきら 
【７がつのおたんじょうかい】 
◇日時 ７月８日（月）午前１０時～１１時 

◇内容 お楽しみシアター、お誕生カード作り 

◇対象 ７月生まれの未就園児と保護者１０組程度  

◇申込 ７月４日（木）までに下記あて電話で申し込む。 

【水遊びを楽しもう】 
◇日時 ７月１７日（水）、１８日（木）、２３日（火）、２４日（水） 

    午前１０時３０分～１１時３０分 

◇対象 未就園児と保護者 

◇持物 飲物、着替え  

※事前申し込みは不要です。期間中の時間内にお越しください。 

【きらきら子育て講座⑤ポーセラーツアートを体験しよう】 
◇日時 ７月２９日（月）午前９時３０分～１１時３０分 

◇内容 マグカップに転写紙を貼って、オリジナルのカップやお皿を

作ります。初めての人でも簡単にできます。 

※作品のお渡しまでに、１か月程度かかります。 

◇講師 ポーセラーツインストラクター 髙津戸みどり 氏 

◇対象 未就園児と保護者１５組程度  

◇費用 １，３００円程度（品物により若干値段が変わります。） 

◇申込 ７月２２日（月）までに電話で下記あて申し込む。 

※場所はすべて子育て支援センターきらきらです。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

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

 

女性限定「アクアフィットネス」参加者募集 
 ダイエットメニューを中心に、アクアビクス等の水中運動をとおし

て筋力・基礎代謝アップに繋げ、女性らしい身体づくりをサポートし

ます。また、実施日は施設全体が女性のみの利用になります。 

◇日時 ７月３０日、８月１日、６日、８日、２０日、２２日、 

    ２７日、２９日（火・木曜日 全８回） 

※時間はすべて午後６時３０分～７時３０分 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター 

◇対象 ２０歳以上の女性 先着２０名 

◇費用 ３，０００円（プール使用料込、初回受け付けの際に持参し

てください。） 

◇申込 ７月２６日（金）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を

記入し、下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール女性限定時間 
 「アクアフィットネス」開催日の下記の時間は「女性のみの利用」

となりますのでご注意ください。 

※小学４年生以下の男児は利用できます。 

◇日時 ７月３０日、８月１日、６日、８日、２０日、２２日、 

    ２７日、２９日（火・木曜日 全８回） 

※時間はすべて（夜間の部）午後５時～８時です。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

水泳教室（夏休み）参加者募集 
◇日時 ７月２２日、２４日、２６日、２９日、３１日、８月２日、

５日、７日、９日、１９日（月・水・金曜日 全１０回） 

※時間はすべて午後１０時～１１時３０分 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター 

◇対象 小学３年生～中学３年生 先着２０名 

◇費用 ２，０００円（プール使用料等） 

◇申込 ７月１７日（水）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を

記入し、費用を添えて下記あて申し込む。 

※電話での申し込みは受け付けませんのでご注意ください。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

Ｂ＆Ｇプールの受付・監視員募集 
◇募集内容 ・プール受付業務 募集人数：１名程度 

・プール監視業務 募集人数：５名程度 

◇勤務期間 ７月２日（火）～９月６日（金） 

※火～日曜日（シフト制） 

※勤務日は、相談のうえ決定します。 

◇勤務時間 ・午前：午前９時３０分～正午 

・午後：午後１時～４時 

     ・夜間：午後５時～８時 

◇時給 ９００円 

◇応募資格 上記期間勤務可能な高校生以上の人（就学のため市外に

居住する人を含む。）高校生は、学校の許可が必要です。 

◇応募方法 ７月１２日（金）午後５時までに履歴書（写真を貼付）

に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※高校生は、学校長から交付されるアルバイト許可証を添付する。 

◇採用試験 応募者多数の場合は、書類審査および面接等により決定

します。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

第１４回市民ナイター野球大会 
◇期日 ７月２７日（土）、２８日（日）、８月３日（土）、４日（日）、

１１日（日・祝）、２４日（土）、３１日（土）、９月１日（日） 

※予備日：９月７日（土）、８日（日）、１４日（土）、１５日（日） 

◇場所 緑地運動公園多目的競技場 

◇対象 市民または市内の事業所のチーム 

◇費用 １チーム７，０００円（申し込みの際に持参してください。） 

◇申込 ７月１２日（金）までに下記へ申し込む。 

※組み合わせ抽選は、事務局で代理抽選を実施後、代表者へ通知します。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

図書館の催し物 

【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ７月６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 

◇内容 絵本の読み聞かせ等 

【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ７月１３日（土）午後２時～３時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇出演 みなと座 

◇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 おはなし会】 
◇日時 ７月６日（土）午後２時～２時３０分 

◇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 絵本の読み聞かせ等 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 
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広告掲載募集中！ 
 
広報お知らせ版 
広報なすからすやま の有料広告を 
市ホームページ      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 

「図書館まつり」リサイクル本提供者と 

フリーマーケット出店者募集 
 ９月２９日（日）の「図書館まつり」でのリサイクルコーナーの本

の提供者とフリーマーケットの出店者を募集します。 

【リサイクル本の提供】 
 当日は図書館で除籍となる本・雑誌を無料で提供する「リサイクル

コーナー」を設けます。家庭で不要になった本やコミックを下記期間

に受け付けますので、不要の本等の提供をお願いします。 

◇募集期間 ７月２日（火）～９月２２日（日） 

◇募集対象 単行本、コミック（発売後、おおむね１０年までの傷み

が少ないもので、百科事典や全集は除きます。） 

※提供いただきました資料の返却はできませんのでご了承ください。 

【フリーマーケット出店者募集】 
◇募集期間 ７月２日（火）～募集区画に達するまで 

◇募集区画 １５区画 

◇出店内容 家庭での不要品、手作り品、農産物（加工品不可）等 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

■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。 

 

公民館講座 

「夏休みやっつけ隊」参加者募集 
小学生と保護者で参加する講座です。小学生は夏休みの作品づくり

のコツを教えてもらい、保護者は生活のためになる講座を受講します。 

◇日時 ①８月３日（土）、②８月１０日（土） 

※時間はすべて午前９時３０分～１１時３０分です。 

◇場所 南那須公民館 

◇内容 小学生：①理科研究、②絵画・ポスター 

    保護者：①金融講座、②珈琲講座 

◇講師 小学生：①箕輪秀樹 氏、②髙徳宗光 氏 

    保護者：①金融広報アドバイザー、②市田久美子 氏 

◇対象 市内在住の小学生 先着１０組（小学生と保護者で１組） 

※保護者は両親または祖父母を対象とします。（小学生のみの参加不可） 

◇費用 小学生：無料 

保護者：１人あたり５００円程度（材料費実費） 

◇持物 小学生：①理科研究をまとめるために必要な筆記用具・用紙 

②絵画・ポスターを描く画用紙・絵具等 

    保護者：①筆記用具、②コーヒーカップ 

◇申込 ７月６日（土）～１３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 

 

公民館講座 

「きのこ鑑定教室」参加者募集 
◇日時 ①７月２６日（金）午前７時３０分～午後４時 

②９月２７日（金）午前７時３０分～午後６時 

◇場所 ①日光市横川の山域 

 ②福島県昭和村の山域 

※集合場所はすべて南那須図書館駐車場です。 

◇内容 散策を楽しみながらきのこを採取して、専門家による診断を

受けます。 

◇講師 橘一十三 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名 

◇費用 ②のみ施設使用料５００円程度 

◇持物 昼食、飲物、腰かご、長靴、山歩きできる服装 

◇申込 ７月６日（土）～２０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 

■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

栃木県立博物館市町連携事業 

「博物館へ行こう」参加者募集 
◇日時 ８月４日（日）午前９時～午後４時３０分 

 受付：午前８時３０分～ 

◇場所 保健福祉センター駐車場集合（博物館へはバスで移動） 

◇内容 栃木県立博物館で解説を聞きながら展示室を見学し、また、

歯科用の素材を使った化石のレプリカ作りを体験します。 

◇講師 栃木県立博物館 河野重範 氏  

◇対象 小学生以上 先着１５名（４年生以下は保護者同伴） 

◇費用 無料 

◇持物 昼食（博物館内のレストランも利用可）、汚れてもいい服装（エ

プロン可）、飲物等 

◇申込 ７月２６日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課ジオパーク推進室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

「とちぎ子どもの未来創造大学」参加者募集 
 県では、子どもたちの学力の向上に向けた取り組みとして、専門性

の高い先進的な技術等を学ぶ機会を子どもたちに提供する事業を行っ

ています。本市を会場とした講座をご紹介しますので、夏休み期間中

に新しい体験をしてみませんか。ぜひ、ご参加ください。 

【おこづかいゲーム】 
◇日時 ７月２３日（火）午前１０時～（受付：９時３０分～） 

◇場所 南那須公民館 

◇講師 栃木県金融広報委員会 

◇対象 小学４年生～小学６年生 

◇申込期限 ７月１３日（土）まで 

【発明王エジソンの秘密】 
◇日時 ７月３１日（水）午前１０時（受付：９時３０分～） 

◇場所 南那須公民館 

◇講師 おもちゃのまちバンダイミュージアム 

◇対象 小学４年生～中学３年生 

◇申込期限 ７月２１日（日）まで 

【体験気象学】 
◇日時 ８月６日（火）午前１０時～（受付：９時３０分～） 

◇場所 烏山南公民館 

◇講師 宇都宮地方気象台 

◇対象 小学４年生～中学３年生 

◇申込期間 ７月６日（土）～２７日（土） 

【恐竜教室】 
◇日時 ８月２８日（水）午前１０時～（受付：９時３０分～） 

◇場所 烏山南公民館 

◇講師 栃木県立博物館 

◇対象 小学４年生～中学３年生 

◇申込期間 ７月２８日（日）～８月１８日（日） 

※各講座に参加を希望する場合は、とちぎ子どもの未来創造大学ホー

ムページからお申し込みください。また、参加費は無料ですが、講

座の種類によっては材料費がかかる場合もありますので、お申し込

み時にご確認ください。 

ＵＲＬ：https://www.tochigi-edu.ed.jp/rainbow-net/kodomo-daigaku 

※申込期間以降および各講座当日のお問い合わせは、市役所生涯学習

課（☎０２８７－８８－６２２３）へお願いします。 

■問合 塩谷南那須教育事務所 ☎０２８７－４３－０１７６ 
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■防災関連 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

消防団夏季点検とサイレン吹鳴 
◇日時 ７月７日（日）午前８時～ 

◇場所 大桶運動公園（荒天の場合は中止） 

※当日は午前７時に市内一斉にサイレンを吹鳴します。（南那須地区

は防災行政無線で吹鳴）火災と間違わないように注意してください。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

南那須地区総合水防訓練 
◇日時 ７月７日（日）午前１０時～ 

◇場所 大桶運動公園 

◇内容 夏季点検終了後、消防団（水防団）を中心とした水防訓練を

実施します。堤防決壊を想定した現場復旧訓練や防災ヘリ「お

おるり」による救出訓練を予定しています。 

※当日は、防災ヘリの状況確認を兼ねた偵察訓練が実施されます。 

※多くの市民の皆さんのご来場をお待ちしています。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

下水道排水設備工事責任技術者に関する 

講習会および模擬試験等 
【下水道排水設備工事責任技術者更新講習会】 
◇日程等 

区分 日時 場所 

第１回 
１０月８日（火） 

午後２時～４時 

栃木市岩舟文化会館 

（栃木市岩舟町静２３０３） 

第２回 
１０月１１日（金） 

午後２時～４時 

宇都宮市立南図書館 

（宇都宮市雀宮町５６－１） 

第３回 
１０月１７日（木） 

午後２時～４時 

那須野が原ハーモニーホール 

（大田原市本町１－２７０３－６） 

第４回 
１１月６日（水） 

午後２時～４時 

佐野市文化会館 

（佐野市浅沼町５０８－５） 

第５回 
１１月１０日（日） 

午後２時～４時 

コンセーレ 

（宇都宮市駒生１－１－６） 

第６回 
１１月２１日（木） 

午後２時～４時 

宇都宮市文化会館 

（宇都宮市明保野町７－６６） 

◇対象 現在この資格を有し、有効期限が令和２年３月３１日までの

人または有効期限が平成３１年３月３１日で切れ、現在資格

が失効している人 

◇申込 ７月１日（月）から３１日（水）までに申込書類（下記から

対象者あてに送付されます。）に必要事項を記入し、下記あて

申し込む。※郵送３１日消印有効 

【下水道排水設備工事責任技術者試験講習会および模擬試験】 
◇日時 ９月２６日（木）午前１０時～午後５時 

◇場所 コンセーレ（宇都宮市駒生１－１－６） 

◇申込 ８月１日（木）から３０日（金）までに申込書類（下記およ

び市役所上下水道課備付）に必要事項を記入し、下記あて申

し込む。※郵送３０日消印有効 

【下水道排水設備工事責任技術者試験】 

◇日時 １０月２９日（火）午後２時～４時 

◇場所 コンセーレ（宇都宮市駒生１－１－６） 

◇申込 ８月１日（木）から３０日（金）までに申込書類（下記およ

び市役所上下水道課備付）に必要事項を記入し、下記あて申

し込む。※郵送３０日消印有効 

※詳細は、下記あて問い合わせるか、とちぎ建設技術センターホーム

ページをご覧ください。ＵＲＬ：https://www.tochigictc.or.jp/ 

■問合 とちぎ建設技術センター ☎０２８－６２６－３１８７ 

    〒３２１－０９７４ 宇都宮市竹林町１０３０－２ 

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

 

労働保険年度更新の申告・納付期間は 

７月１０日までです 
 労働保険料の算定方法は、平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日までの賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。 

 概算・確定保険料の申告・納付は栃木労働事務局労働保険徴収室お

よび労働基準監督署において受け付けていますが、最寄りの日本銀行

歳入代理店、郵便局等でも取り扱っています。手続きの際は、申告書

と納付書を切り離さずに保険料を添えて窓口に提出してください。

（労働保険料申告等の事務を社会保険労務士や労働保険事務組合に委

託する方法もあります。） 

なお、申告書作成の結果、納付すべき保険料が発生しない場合、口

座振替を利用されている場合は、金融機関で申告書の取り扱いができ

ませんので、栃木労働事務局または労働基準監督署へ直接提出してく

ださい。また、電子申請による労働保険の年度更新の申告もｅ－ＧＯ

Ｖ（電子政府の総合窓口）から利用できます。 

※詳細は、下記または労働基準監督署、公共職業安定所あてお問い合

わせください。 

■問合 栃木労働局労働保険徴収室 ☎０２８－６３４－９１１３ 

 

県の施設をみる「県民バス」参加者募集 
 県では、県民の皆様に県や県政への理解を深めていただくため、「県

民バス」を実施しています。 

◇日程 ９月５日（木） 

◇集合場所 

 ・道の駅ばとう（那珂川町北向田１８３－１） 

（午前８時３０分集合、午後４時３０分解散） 

 ・県南那須庁舎（中央１－６－９２） 

（午前８時５０分集合、午後４時１０分解散） 

 ・高根沢町町民広場（高根沢町石末１８２５） 

（午前９時２０分集合、午後３時５０分解散） 

◇対象 那須烏山市、那珂川町、高根沢町在住者 

◇定員 ４６名（応募者多数の場合は抽選） 

◇内容 林業センター、県立博物館の見学 

※昼食は、道の駅ろまんちっく村（各自自由） 

◇費用 無料 

◇申込 ８月１５日（木）までに、往復ハガキ（１２４円）の往信用

裏面に①氏名、②住所、③当日連絡可能な電話番号、④年齢、⑤性

別、⑥希望集合地を明記し、下記あて申し込む。（１５日消印有効） 

※１枚の往復ハガキで２人まで申し込み可能です。２人の場合は、そ

れぞれ①～⑥を明記してください。 

■問合 県広報課県民プラザ室 ☎０２８－６２３－３７５７ 

    〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 

 

田んぼの学校 志鳥倶楽部 

「田んぼまわり、虫取り大作戦！パート１２」 
◇日時 ７月６日（土）午前１０時～正午 

◇場所 志鳥窯下の森（志鳥１９６７－２） 

※雨天の場合は、志鳥上公民館（志鳥１７９８）で行います。 

◇内容 ・滝田さんのすごいぞ昆虫、ダンゴ虫はおもしろい 森の中

の頭の体操 

    ・高橋先生からみなさんに指令書が！虫集めにチャレンジ 

    ・赤とんぼと米作り、岡田さんの水生昆虫教室 

    ・ほかほかの新じゃがを食べよう！ 

◇講師 とちぎ昆虫愛好会会長（元宇都宮大学講師） 高橋滋 氏 

◇費用 無料 

◇持物 汚れても良い服装、帽子、タオル、長靴等 

※虫かご・虫取り網を持っている人は持参してください。 

※事前申し込みは不要です。 

■問合 志鳥倶楽部（滝田）☎０９０－４１６７－３２１３ 
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写真展「山あげ祭の記憶」 
【昭和５８年 当番町 鍛冶町】 
◇期間 ６月２９日（土）～７月２８日（日）午前１０時～午後５時 

※７月１６日（火）、２２日（月）は休館となります。 

◇場所 ギャラリー寂（中央１－１７－２ 八雲神社北側鳥居前） 

◇内容 今年の祭礼当番町が鍛冶町であることにちなみ、昭和５８年

の当番町の鍛冶町による山あげ祭を写真で振り返ります。 

■問合 ギャラリー寂 ☎０２８７－８２－７９８０ 

ＵＲＬ：http://www.solitude.or.jp 

 

矢板東高等学校附属中学校説明会 
◇日時 ８月４日（日）午前１０時３０分～正午 

 受付：午前１０時～ 

◇場所 矢板市文化会館大ホール（矢板市矢板１０３－１） 

※駐車場は、文化会館、シルバー大学の駐車場をご利用ください。 

◇内容 ・矢板東高等学校附属中学校の教育内容、学校生活の概要に

ついて 

    ・令和２年度入学者選考等について 

◇対象 小学生、保護者、関係機関・団体等（参加資格、条件等なし。） 

※小学生のみ、保護者のみの参加も可能です。（事前申し込み不要） 

◇定員 １，０００名 

※駐車場の混雑が予想されますので、時間に余裕をみてお越しください。

また、できるだけ公共交通機関を利用してください。（矢板駅より徒歩

１５分） 

※学校一般公開を１０月５日（土）午前９時５０分～午後０時４０分

に実施します。（上履き、下履きを入れる袋を持参してください。） 

※当日、受付で願書配布を行っています。 

■問合 矢板東高等学校附属中学校（教頭：青木） 

 ☎０２８７－４３－１２４３ 

 

第２回ＲＵＮ伴チームなすからすやま 

参加者募集 
 ＲＵＮ伴（とも）とは認知症になっても安心して暮らせるまちづく

りを目指して、認知症の人もそうでない人も皆でタスキをつなぐラン

ニングイベントです。 

◇日時 ９月２1日（土）午前９時～ 

◇場所 ＪＲ烏山駅駅前広場 

◇内容 約１．５Ｋｍを皆でタスキをつないでゴールを目指します。 

◇対象 どなたでも 

◇費用 大人：２，５００円、中学生以下：１，５００円、 

認知症の人：１，０００円（Ｔシャツ、保険料込み） 

◇持物 申し込み時にお伝えします。 

◇申込 ８月９日（金）までに申込用紙（社会福祉協議会および市健

康福祉課備付）に必要事項を記入し、ＦＡＸで下記あて申し

込む。 

■問合 ＲＵＮ伴チームなすから実行委員会（横山）  

☎０２８７－８３－８２２８ 

ＦＡＸ０２８７－８３－２２２２ 

 

認知症について考えてみませんか 
 地域で認知症の人やその家族に対し、できる範囲で手助けをするこ

とを目的に、認知症サポーターを養成し、認知症の人に優しい地域づ

くりを目指します。 

◇日時 ７月１３日（土）午後６時～７時３０分 

◇場所 社会福祉協議会烏山支所 

◇内容 認知症についての講義と寸劇等 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

※事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。 

■問合 ＲＵＮ伴チームなすから実行委員会（横山）  

☎０２８７－８３－８２２８ 

ＦＡＸ０２８７－８３－２２２２ 

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 

オープンキャンパス 
◇日時 第１回：７月１３日（土）、第２回：８月６日（火）、 

第３回：８月２４日（土） 

※時間はすべて午前９時１０分～１１時５０分です。 

◇内容 学校説明、看護技術体験、在校生との懇談会等 

◇申込 希望者は、電話または本校ホームページ（ＵＲＬ：http:// 

shioyans.iuhw.ac.jp）で申し込む。 

■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務部 

 ☎０２８７－４４－２３２２ 

 

自衛官候補生等採用試験 
 令和２年３～４月に入隊する自衛官等を募集します。 

【自衛官候補生】 
◇受付期間 ７月１日（月）～９月６日（金） 

◇試験期日 ９月１４日（土）予備日：９月１５日（日） 

◇試験場所 宇都宮市（受付時にお知らせします。） 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満の者 

【一般曹候補生】 
◇受付期間 ７月１日（月）～９月６日（金） 

◇試験期日 １次：９月２０日（金）～２２日（日）のいずれか１日 

◇試験場所 宇都宮市（受付時にお知らせします。） 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満の者 

【航空学生１次】 
◇受付期間 ７月１日（月）～９月６日（金） 

◇試験期日 ９月１６日（月） 

◇試験場所 宇都宮市（受付時にお知らせします。） 

◇応募資格 海：１８歳以上２３歳未満の者 

      空：１８歳以上２１歳未満の者 

（高卒者（見込含）または高専３年次修了者（見込含）） 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

 ☎０２８７－２２－２９４０ 

 

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 

第２種電気工事士技能

試験準備講習 

７月１０日（水） 

～１２日（金） 
４，９５０円 ７月１日 

表計算データ処理 

（Excel2013応用編） 

７月１８日（木） 

１９日（金） 
３，５２０円 ７月８日 

技能検定準備講習 

（旋盤1・2・3級） 

７月２３日（火） 

～２５日（木） 
４，９５０円 ７月１５日 

技能検定準備講習 

（ﾌﾗｲｽ盤1・2・3級） 

７月２３日（火） 

～２５日（木） 
４，９５０円 ７月１５日 

２次元機械ＣＡＤ 
８月 ５日（月） 

～７日（水） 
３，５２０円 ７月２６日 

デーブルマナー講師認

定試験の傾向と対策 

８月 ８日（木） 

９日（金） 
３，５２０円 ７月２９日 

表計算データ処理 

（Excel2013関数編） 

８月２２日（木） 

２３日（金） 
３，５２０円 ８月１２日 

第１種電気工事士筆記

試験準備講習 

９月１０日（火） 

 ～１２日（木） 
３，５２０円 ９月２日 

第２種電気工事士筆記

試験準備講習 

９月２５日（水） 

 ～２７日（金） 
３，５２０円 ９月１６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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動物愛護ふれあいサマースクール２０１９ 
◇日時 第１回：７月３０日（火）、第２回：８月１日（木）、 

第３回：８月２０日（火） 

※時間はすべて午後１時～３時３０分です。 

◇場所 栃木県動物愛護指導センター（宇都宮市今宮４－７－８） 

◇内容 犬に関する講義、動物愛護に関するビデオ視聴、子犬とのふ

れあい・シャンプー体験等 

◇対象 県内在住の小学４年生～中学２年生の児童生徒とその家族 

◇定員 各回先着１２組程度（親子２～３名で１組） 

◇費用 無料 

◇申込 ７月５日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 栃木県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８ 

 

とちぎテレビのデータ放送をご覧ください 
 市内の郵便番号を登録した地上デジタル放送対応テレビで、市から

のお知らせ、イベント情報、各種事業等の情報を見ることができます。 

◇閲覧方法 チャンネルを「とちぎテレビ」に合わせ、リモコンの   

「ｄボタン」を押すと情報画面に切り替わります。 

※災害情報等についてもデータ放送をご覧ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

アプリやサイトから広報紙が見られます 
【アプリ マチイロ】 
 スマートフォンやタブレット端末から「広報なすからすやま」が見

られるようになりました！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「マチイロ」をダウンロード 

してください。アプリのダウンロード、利用は無料ですが、 

通信料は利用者負担になります。ＵＲＬ：machiiro.town/ 

※アプリ運営のため広告が表示されますが、市とは関係ありません。 

【ＴＯＣＨＩＧＩ ｅｂｏｏｋｓ】 
ＴＯＣＨＩＧＩ ｅｂｏｏｋｓ（栃木イーブックス）とは、インターネ

ット上で、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。通信料は利用者負担になりますが、会員登録などは不要

ですので、ぜひ、ご利用ください。ＵＲＬ：www.tochigi-ebooks.jp/ 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

７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 ７月３日、１７日 午前９時～正午 

◇場所 ・社会福祉協議会烏山支所（３日） 

・保健福祉センター（１７日） 

■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 ７月１２日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 烏山庁舎 

◇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 

【交通事故巡回相談】 
◇日時 ７月１９日（金）午前１０時～正午、午後１時～３時 

◇場所 県南那須庁舎１階南那須県民相談室 

◇申込 巡回相談日の３日前までに栃木県交通事故相談所（☎０２８

－６２３－２１８８）あて申し込む。（予約制） 

■問合 県くらし安全安心課 ☎０２８－６２３－２１８５ 

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】 
◇日時 ７月１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 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 ７月１８日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 保健福祉センター相談室（田野倉８５－１） 

◇内容 相続、離婚、交通事故、不動産等の問題 

◇対象 市内在住者 

◇費用 無料 

◇申込 ７月１日（月）～５日（金）午後５時までに受付票（下記備

付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※申し込み多数の場合は抽選となります。 

※土・日曜日および祝日は受け付けを行いません。 

■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 

 

満喫！とちぎ日和「山あげ祭を満喫！」 
 とちぎテレビで放送中の「満喫！とちぎ日和」で、山あげ祭の準備

作業が紹介されますので、ぜひ、ご覧ください。 

◇放送日 ・７月８日（月）午後７時３０分～７時４５分 

     ・７月１１日（木）午後８時～８時１５分 

◇県外放送 ・東京ＭＸテレビ（ＴＯＫＹＯ ＭＸ２） 

７月１３日（土）午前７時４５分～８時 

      ・ＫＢＳ京都 

       ７月１４日（日）午前１１時３０分～１１時４５分 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

７月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 月 
市県民税第１期納期限・口座振替日 

第１２回文月ソフトボール大会（～２日） 

 

緑地運動公園 

２ 火 南那須ゲートボール協会夏季大会 南那須運動場 

３ 水 

心配ごと相談 

そーいんぐ教室（要予約）受付 9:30～  

第３９回自治会親善ソフトボール大会（～４日） 

社会福祉センター 

保健福祉センター 

烏山運動場 

４ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

特定健診・がん検診（予約者の日） 

烏山庁舎・保健福祉センター 

保健福祉センター 

５ 金   

６ 土 
おはなし会10:30～11:00 

おはなし会14:00～14:30 

南那須図書館 

烏山図書館 

７ 日 
【休日当番医】佐野医院 

消防団夏季点検 

☎0287-84-1616 

大桶運動公園 

８ 月   

９ 火 第８回市長杯（県予選）グラウンド・ゴルフ大会 緑地運動公園 

１０ 水 
離乳食相談（要予約） 

第２回スローピッチソフトボール大会（毎週水・木・金～１９日）  

保健福祉センター 

烏山運動公園 

１１ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１２ 金 

もの忘れ相談 

特定健診・がん検診 

２歳児相談受付9:30～9:45 

３歳児健診受付13:00～13:30 

烏山庁舎 

七合公民館 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

１３ 土 
おたのしみ会14:00～15:00 

体協境支部成壮年ナイターソフトボール大会（～１４日） 

南那須図書館 

烏山運動公園 

１４ 日 【休日当番医】坂本ｸﾘﾆｯｸ（那珂川町） ☎0287-92-1166 

１５ 月 

海の日 

【休日当番医】塩谷医院 

Ｂ＆Ｇ海の日記念海洋性スポーツ普及大会 

 

☎0287-88-2055 

南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター 

※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 


