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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１８歳から３０歳代の 

期日前投票立会人を募集します！ 
若い世代の皆さんに選挙を身近なものに感じてもらえる投票所づく

りを目指すため、下記のとおり期日前投票立会人を募集します。 

◇仕事内容 有権者の代表として、投票が公正・適正に行われている

かどうかを監視する仕事です。 

◇応募資格 市の選挙人名簿に登録されている満１８歳から３９歳

までの人（経験は問いません。高校生も応募可） 

◇募集期間 随時受付（登録制） 

◇立会日時 期日前投票期間中の１日から数日 

※参院選は、７月５日（金）～２０日（土）を予定。 

※従事時間は、午前８時３０分から午後８時までです。（半日従事も可） 

※１日従事の場合には、昼と夜に食事を用意します。 

◇立会場所 烏山庁舎期日前投票所または南那須庁舎期日前投票所 

◇報酬 １日：９，６００円（半日：４，８００円） 

※規定の源泉所得税を控除後、指定口座に振り込みます。 

※交通費の支給はありません。 

◇選任までの流れ 応募者の選挙人名簿登録の有無を確認し、投票立

会人候補者として名簿に登録します。選挙の都度、従事の可否、希

望日等を確認・調整し、従事日を通知します。（希望者が多数の場合

には、ご希望に沿えない場合があります。） 

◇応募方法 申込書（下記備付）に必要事項を記入し、郵送、ＦＡＸ、

Ｅメールまたは下記あて持参する。（メールでの応募の際には、件名

に「投票立会人応募申し込み」と明記してください。） 

※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 選挙管理委員会（総務課内）☎０２８７－８３－１１１７ 

    ＦＡＸ０２８７－８４－３７８８ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成人式 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年 成人式 
案内状は、令和元年１０月１日現在で市内に住民登録がある人へ送

付します。市外在住の参加希望者は下記あて申し込みください。 

◇対象 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれ 

※現住所、出身地、出身校等を問わず参加できます。 

◇申込 下記事項を明記した封書、ハガキ、Ｅメールまたは電話で下

記あて申し込む。①氏名（ふりがな）、②性別、③案内状送付

先の郵便番号・住所・世帯主氏名、④生年月日、⑤電話番号、

⑥出身中学校、⑦市内の連絡先 

※①～⑥は必須、⑦は有する場合のみ実家等住所と世帯主を明記。 

※Ｅメールで申し込む場合は、件名に「成人式申込」等を必ず記載。 

【成人式開催概要】 
◇日時 令和２年１月１２日（日）午前１０時開式 

受付：午前９時～９時４５分 

◇場所 凮月カントリー倶楽部クラブハウス内（城山２６４１） 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

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

 

成人式実行委員募集 
◇対象 市内在住または在学・在勤の１８歳～２２歳位の人 

◇内容 記念行事の企画、成人式前日および当日の運営等 

※会議は月１～２回程度、平日午後６～８時頃に実施予定。 

◇活動期間 ８月頃から成人式終了まで 

◇活動場所 市役所南那須庁舎２階会議室 

◇募集人数 １０名程度 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年６月１日 Ｎｏ．３２９ 

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。） 

 

 
足利銀行(南那須)さん後ろ 中学生対象の補習系学習塾 

歩-Ayumi-塾 
☆入塾金０円！新1,2年生は初月の授業料０円！ 

☆小学校を卒業したら英語、数学の予習を始めてみませんか？ 

☆無料体験もあるので、まずはお電話を！ 

「広告を見た」とご連絡下さい 

☎090-5423-4499（代表者：佐藤 諒） 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 

６月１日は鮎釣りの解禁日です！ 

🎶 若鮎躍る落石あたり、よく描写されている 那須烏山市観光協会推薦曲 🎶 

ぜひ、お聴きください！ 

栃 木 路 烏 山 
（歌：Ｚｉｎｙａ-烏山出身-） 

 
烏山の自然の美しさ歴史、そして山あげ祭と烏山のすべてをつづ

った曲です。お求めは、「山あげ会館」「龍門ふるさと民芸館」へ 
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■市営住宅 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
【神長住宅（神長７５２－１）】 
①神長住宅５０１号室 1戸 

・間取り 和室２間、台所、浴室（浴槽）要持込、汲み取り式トイレ 

・家賃 月額５，１００円以上 

②神長住宅９０１号室 １戸 

 ・間取り 和室２間、台所、浴室（浴槽）要持込、汲み取り式トイレ 

 ・家賃 月額４，２００円以上 

【南大和久住宅（南大和久４５２）】 
③南大和久住宅Ｂ－４室 1戸 

・間取り 和室３間、台所、浴室（浴槽）要持込、水洗トイレ 

・家賃 １１，７００円以上 

④南大和久住宅Ｃ－２室 1戸 

 ・間取り 和室３間、台所、浴室（浴槽）要持込、水洗トイレ 

・家賃 １２，４００円以上 

◇入居資格 

 ・市内在住または在勤で、同居する親族がいる人 

（６０歳以上または身体障がい者は単身入居できる場合あり） 

 ・収入が基準額以下で、現に住宅に困窮している人 

 ・入居者および同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第２条第６号」に規定する「暴力団員」でない人 

 ・原則、市内在住者の連帯保証人がいること 

◇敷金 決定家賃の３か月分  

◇募集期間 ６月３日（月）～１７日（月） 

◇受付場所 都市建設課（南那須庁舎） 

※最短の場合、８月1日頃に入居可能です。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

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

 

６月１日～７日は水道週間 

「いつものむ いつもの水に 日々感謝」 
◇給水装置はあなたの財産 

 水道本管から分かれて、家庭の蛇口まで引き込まれた給水管や給

湯設備等は、あなたの財産です。 

漏水や器具に故障がないか等、維持管理をお願いします。 

◇古くなった水道管は取り替えましょう 

 家庭に引き込まれた給水管は、永久には使用できません。老朽化

はサビや漏水の原因となりますので、新しい管に取り替えましょう。 

◇引越の際は、届出をしましょう 

 転入・転出・転居する時は、「水道・下水道等使用異動届」を水道

を止める日の２～３日前までに下記あて提出してください｡ 

※貸家・アパートは、大家さんまたは管理会社の署名押印が必要です｡ 

◇悪質な商法にご用心 

 水道事業者に成りすまして、給水管洗浄・給水器具点検等と称し

高額な代金を請求する悪質商法が増えていますのでご注意ください。 

◇クロスコネクション（誤接合）は絶対ダメ 

水道管と自家水（井戸水等）との接続は水道水の汚染の原因とな

りますので禁止されています。 

◇水道料金の現金支払は、納期限内に必ず納付書持参で 

現金支払いの際は納付書を持参し、市役所、各金融機関（ゆうち

ょ銀行を含む。）窓口、またはコンビニで納入できます。 

◇地下漏水による水道料金の減免 

  地下漏水を市指定工事業者で修理した場合、申請により水道料金

が減額されます。市指定工事業者の修理証明を添付し、「水道事業納

付金減免申請書」を下記あて提出してください｡ 

※漏水量の１０分の７が減免されます｡（１年に１回限り。） 

■問合 上下水道課 ☎０２８７－８４－０４１１ 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

犬の登録および狂犬病予防注射 
【烏山地区】 

日程 場所 時間 

６   

月  

９ 

日 

(日) 

那須烏山市役所  烏山庁舎前 ８：４５～ ９：００ 

向田西二  熊野神社前 ９：１０～ ９：２０ 

滝  龍門の滝観光駐車場 ９：３０～ ９：４０ 

滝田ポケットパーク ９：５０～１０：００ 

大桶下公民館 １０：０５～１０：１５ 

大沢せせらぎ公園駐車場 １０：２５～１０：３５ 

大木須集会所 １０：４５～１０：５５ 

旧境保育園 １１：１０～１１：２０ 

境診療所 １１：３０～１１：４０ 

烏山体育館 １１：４５～１１：５５ 

【南那須地区】 

日程 場所 時間 

６   

月  

１６ 

日 

(日) 

那須烏山市役所  南那須庁舎 ８：４５～ ９：００ 

大金台管理事務所脇駐車場 ９：１０～ ９：２０ 

熊田西公民館 ９：２５～ ９：３５ 

志鳥地区公民館 ９：４５～ ９：５５ 

下川井上公民館 １０：０５～１０：１５ 

藤田公民館 １０：２５～１０：４０ 

鴻野山公民館 １０：５０～１１：００ 

八ヶ代コミュニティセンター １１：１０～１１：２０ 

曲畑消防詰所脇 １１：３０～１１：４０ 

南部地区公民館 １１：５０～１２：００ 

◇費用 登録料と注射料：６，５００円、注射料：３，５００円 

◇注意事項 

・登録および注射を受ける際は、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。 

※緊張すると興奮してしまう等、飼い犬に不安がある場合は、口輪を

付ける等対策をお願いします。 

※注射時に脱走してしまうこともありますので、首輪が緩んでいない

か、確認をお願いします。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

ごみの野外焼却は禁止されています 
野外焼却は、ダイオキシン類の発生源となるため、「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」により下記の場合を除いて禁止されており、ご

み減量化のためでも燃やすことはできません。 

家庭ごみは全量ステーションに出す等、適正に処理しましょう。 

◇野外焼却できる場合 

・廃棄物処理基準に適合した焼却炉（燃料等を使いダイオキシン類

が発生しないとされる８００度以上の高温で燃焼させるもの）を

使用する場合 

 ・どんど焼きなど社会習慣上やむをえない場合 

 ・たき火など日常生活を営むために行われる焼却で、周辺地域への

生活環境に与える影響が軽微な場合 

 ・災害の予防や復旧のために公益上必要な場合 

 ・農林漁業を営むうえでやむをえない場合（稲わらなどの焼却等） 

※上記の場合でも、近隣住民からの苦情があり迷惑となるような場合

は、中止や改善指導の対象となりますのでご注意ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 
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６月は「環境月間」です 
今月は、環境問題についての関心と理解を深めるため、国が定めた

６月５日の「環境の日」を中心とする環境月間となっており、６月５

日までが「ごみ減量・リサイクル推進週間」「全国ごみ不法投棄監視ウ

ィーク」「海ごみゼロウィーク」として定められています。 

期間中は、より環境負荷の少ないライフスタイルや環境に配慮した

生活への見直しなどを考え、ごみの分別や減量化をお願いします。 

※水分の多い生ごみ等は、十分に水分を切ってから出してください。 

※雑草等を出す場合は、よく乾燥させてから出してください。 

※ごみの出し方については、家庭ごみ収集カレンダーをご覧になり、

ルールに沿って出すようご協力をお願いします。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

 

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。 

◇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」 

対象 

テーマ準拠型 

※テーマの詳細は、６月３日以降に市ホームページまた

はまちづくり課で確認してください。 

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 

◇説明会 本事業の流れやテーマの詳細などの説明会を６月１２日

（水）午後３時から開催します。 

◇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。 

◇募集期間 ６月３日（月）～２１日（金） 

◇応募方法 所定の企画提案書等（下記備付）に必要事項を記載し、

下記あて提出する。 

※企画提案書は、市ホームページからもダウンロードできます。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

第３回「烏山線スクールアートギャラリー」 
栃木アフターＤＣの開催に合わせ、スクールアートギャラリーが開

催されます。南那須中学校、烏山中学校の生徒の力作が展示されます

ので、烏山線を利用しながら、ぜひ、ご鑑賞ください。 

◇期間 ６月７日（金）～３０日（日） 

◇場所 大金駅・烏山駅の各待合室 

◇内容 大金駅：南那須中学校デザイン部の作品展示 

烏山駅：烏山中学校在校生の作品展示 

※仁井田駅でも高根沢高等学校写真部の作品を展示します。 

■問合 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社総務部広報室  

☎０４８－６４２－７４２０ 

■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ハザードマップの再確認をしましょう 
 出水期を迎えるにあたり、ハザードマップで自宅の近くにある「浸

水想定区域・土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域」を再確認し

ましょう。ハザードマップは以前に各戸配付していますが、市ホーム

ページでも確認できます。 

大切な家庭を守るため、日頃から気象情報に注意し、避難場所を確

認するなど、災害に備えましょう。 

※災害情報や避難情報も市ホームページで確認できます。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

県内の雨量・河川水位情報が確認できます 
 出水期を迎えるにあたり、河川の急な増水や土砂災害には十分ご注

意ください。また、国や県において県内の雨量・河川水位情報や河川

監視カメラの画像等を配信しており、パソコンや携帯電話で確認する

ことができます。 

◇サイト名等 

サイト名 ＵＲＬ ＱＲコード 

リアルタイム雨量 

・河川水位情報 
http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/ 

 

河川情報センター 

「川の防災情報」 
https://www.river.go.jp/ 

 

河川情報センター 

「川の水位情報」 
https://k.river.go.jp 

 

■問合 県河川課県土防災対策班 ☎０２８－６２３－２４４５ 

 

■税務 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

新築・増築した家屋の評価にご協力をお願いします 
 平成３１年１月２日以降に新築・増築した家屋の「家屋評価」を実

施します。対象者には個別に通知しますが、希望日時がある人、建築

確認申請が不要な地域（境地区・興野地区）に家屋を新築・増築した

人は、下記あてご連絡ください。 

■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

 納期限（５月３１日）が過ぎましたので、お忘れになっている人は、

至急納税してください。納税されませんと督促状が送付され、延滞金

もかかります。また、督促状を送付してから１０日を経過しても完納

しないと、差し押え等の滞納処分を受けることになります。 

■問合 矢板県税事務所収税課 ☎０２８７－４３－２１７１ 

 

■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 ６月２０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 情報交換会～介護の体験談を聞こう・話そう～ 

◇対象 介護者、介護経験者等 

◇申込 ６月１７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 
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健康料理講習会 
高血圧などの生活習慣病予防を目的とした減塩バランス食の料理講

習会を開催します。健康に関する豆知識をゲット！ 

料理のレパートリーも増えること間違いなし！ぜひ、気軽にご参加

ください。 

◇日程等（夏メニュー） 

期日 場所 募集人数 

６月２２日（土） 烏山公民館 ７人 

６月２９日（土） 保健福祉センター １４人 

９月２日（月） 保健福祉センター ２１人 

※時間はすべて午前１０時～午後１時です。 

◇対象 市内在住の人（先着順） 

◇内容 健康講話（保健師・栄養士）、調理実習 

◇費用 １回：５００円（食材料費） 

◇申込 ６月１２日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※１０月以降、秋メニューを開催します。 

※この事業は、なすから健康マイレージ対象事業です。 

■問合 那須烏山市食生活改善推進員協議会事務局 

（健康福祉課健康増進グループ）☎０２８７－８８－７１１５ 

 

ＨＩＶ抗体特例検査 
 ６月１日～７日は「ＨＩＶ検査普及週間」です。 

下記のとおり、特例検査を実施します。（匿名で実施） 

◇日時 ６月１１日（火）午後３時～７時（要予約） 

◇場所 県北健康福祉センター本館（大田原市住吉町２-１４-９） 

◇内容 ＨＩＶ抗体検査、梅毒抗体検査 

◇費用 無料 

◇検査結果 採血から１時間後 

※受検者本人に直接お知らせします。代理の人や電話等でのお知らせ

は一切行いません。 

※感染の機会より３か月後（１２週間）に受検してください。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

 

介護支援専門員実務研修受講試験 
◇日程 １０月１３日（日）午前１０時～正午 

◇場所 ・第１会場：宇都宮大学峰キャンパス（宇都宮市峰町３５０） 

・第２会場：とちぎ健康の森（宇都宮市駒生町３３３７－１） 

【試験案内書（申込書）配布】 
◇配布期間 ６月３日（月）～６月２８日（金） 

◇配布場所 市役所健康福祉課（保健福祉センター）、県庁高齢対策課、

県健康福祉センター、とちぎ福祉プラザ、県シルバー大

学校、とちぎ健康の森 

◇費用 ８，８００円 

◇申込 ６月１１日（火）から２８日（金）までに試験案内書に同封

の封筒を使用し、簡易書留で送付する。（当日消印有効） 

■問合 （福）とちぎ健康福祉協会（栃木県委託試験実施機関） 

☎０２８－６５０－５５８７ 

〒３２０－８５０３ 宇都宮市駒生町３３３７－１ 

 

ストーマ用装具をご利用の人へ 
 ストーマ用装具（人工肛門、人工膀胱）をご利用の人を対象に、講

習会・相談会を開催します。 

◇日時 ６月１６日（日）午後１時～４時 

◇場所 南那須公民館第１会議室 

◇内容 講演：「漏れ剥がれを防ぐには？」 

◇講師 皮膚・排泄ケア認定看護師 松本貴司 氏 

◇費用 無料 

◇申込 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 岩田 ☎０２８４－４３－０１４４ 

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

 

乳幼児健診・相談 
【４か月児健診】 
◇日時 ６月２５日（火）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 ２０１９年２月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 ６月２６日（水）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 ２０１８年１０月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ６月２４日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 ２０１８年５月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ６月２４日（月）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 ２０１７年１１月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ６月２８日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 ２０１７年５月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ６月２５日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 ２０１６年１１月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ６月２８日（金）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 ２０１６年５月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ６月２６日（水）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 ２０１４年６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 ６月２７日（木）開始：午前９時～、１０時～、１１時～  

◇場所 保健福祉センター  

◇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 

◇内容 栄養士・保健師による個別相談（１組１時間程度） 

◇持物 申し込み時にお伝えします。  

◇申込 ６月２０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 

 

子育て支援「６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 

 

ひまわりきっず「消防署見学をしよう」 
家庭教育オピニオンリーダーによる子育て支援事業です。 

◇日時 ６月９日（日）午前１０時～１１時３０分 

    受付：午前９時４５分～ 

◇場所 那須烏山消防署（神長８８０－１）※現地集合 

◇内容 消防車と救急車の見学等 

◇対象 未就学児とその保護者等 

◇定員 先着１５組 

◇費用 １組：１００円（保険料等） 

◇申込 ６月６日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

※月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 
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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 ６月１１日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 かみかみ食材・七夕・旬の食べ物 

◇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 

◇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。 

【親子体操でスキンシップ】 
◇日時 ６月１４日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇講師 佐藤明美 氏 

◇対象 １歳６か月以上の幼児とその保護者等 

◇定員 先着１５組 

◇申込 ６月１２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 ６月１５日（土）午前１０時～午後１時 

【音を鳴らしてあそぼう】 
◇日時 ６月２１日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇講師 黒須千鶴 氏 

◇対象 未就園児とその保護者等 

◇定員 先着２０組                                                                                       

◇申込 ６月１９日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【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 

 

児童手当・特例給付 現況届の提出 
児童手当・特例給付受給者は、毎年６月中に「現況届」を提出する

必要があります。詳細は、受給者へ郵送する現況届案内通知をご覧く

ださい。通知は、５月２９日から順次発送しています。 

※公務員の受給者は、勤務先へ確認してください。 

◇受付方法 随時、郵送またはこども課窓口で受け付けします。 

・郵送：〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

こども課こそだて支援グループあて 

・窓口：開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

◇集中受付 日時・場所等 

窓口での混雑を避けるため、下記の集中受付日をご利用ください。 

受付日 受付時間 受付場所 

６月１３日（木） 午前９時～午後７時 烏山庁舎市民室 

６月１６日（日） 午前９時～午後３時 
保健福祉センター 

こども課 

６月６日、１３日、

２０日、２７日（木） 

午前８時３０分 

～午後７時 

保健福祉センター 

こども課 

◇持参するもの 

 ・児童手当現況届、受給者の健康保険証のコピー、印かん（インク

浸透式スタンプ以外のもの） 

・その他該当者のみ提出する書類（児童と別居中の受給者、児童の

生計維持者 等） 

◇提出期限 ６月２８日（金） 

※現況届の提出がない場合や、提出しても不備がある場合には６月分

以降の手当が差し止めとなる場合がありますのでご注意ください。 

■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 
【七夕飾りを作ろう＆子育て情報交換会】 
◇日時 ６月１７日（月）午前１０時～１１時１５分 

◇場所 保健福祉センター和室 

◇内容 親子で七夕飾りを作りましょう。子育てについて気軽に話し

ましょう。 

※６月１８日（火）から７月５日（金）までは、子育て支援センター

きらきらで七夕飾りが製作できます。（事前申込不要） 

◇対象 未就園児と保護者１５組 

◇申込 ６月１０日（月）までに電話で下記あて申し込む。 

【６月のおたんじょうかい】 
◇日時 ６月２５日（火）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、お誕生カード作り等 

◇対象 ６月生まれの未就園児と保護者１０組程度  

◇申込 ６月１８日（火）までに電話で下記あて申し込む。 

【きらきら子育て講座④】 
◇日時 ７月１日（月）午前１０時～１１時 

◇場所 にこにこ保育園にこにこホール 

◇内容 ３Ｂ体操を楽しもう！ 

※ベルやボールなどを使って体を動かしますので、動きやすい服装で

お越しください。 

◇講師 ３Ｂ体操公認指導者 屋代美代子 氏 

◇対象 １歳以上の未就園児と保護者１５組程度  

◇持物 飲物 

◇申込 ６月２４日（月）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 

 

つくし幼稚園「つくしっこまつり」 
 子どもたちのゲーム屋さんで楽しみましょう。 

◇日時 ７月５日（金）受付：午前１０時２５分～１０時３５分 

◇場所 つくし幼稚園 

◇内容 子どもたちの作ったゲームであそぼう 

◇対象 未就園児と保護者 先着４０組 

◇持物 親子とも上履き、タオル、飲物 

◇申込 ６月１４日（金）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 

 

烏山みどり幼稚園 みどり未就園児教室 
◇日時 ６月１１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 ６月１０日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

※受付日時は月～金曜日の午前９時から午後５時までです。 

■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９ 

 

とちぎ保育士・保育所支援センター 
【復職応援コミュニティ「おしゃべりカフェらふ&ラフ」】 
 不安を抱えた保育士同士が集い、楽しく語らいながら現場で活かせ

るミニ講座と簡単な制作を行います。 

◇日時 ６月１９日（水）午前１０時～正午 

◇場所 とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草１－１０－６） 

【１ｄａｙ保育体験】 
 栃木県内の公立保育園で１日保育体験ができます。 

◇対象 保育士の有資格者、もしくは保育士資格取得見込みの人 

◇実施期間 ６月３日（月）～令和２年２月２８日（金） 

ただし、受け付けは令和２年１月３１日（金）までです。 

※上記のいずれの事業も、詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 とちぎ保育士・保育所支援センター（とちぎ福祉プラザ内） 

☎０２８－３０７－４１９４ 
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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 

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 

 

ひとり親家庭就業相談（巡回相談） 
ひとり親家庭等で就職・転職を希望する人を対象に、就業相談を実

施します。一人で悩まず、気軽にご利用ください。 

◇日程  ６月２７日（木）午前１０時～正午、午後１時～３時 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容  求人票を紹介しながら個別相談に応じます。相談時間は、  

１人あたり１時間以内です。 

◇対象  県内のひとり親家庭の母、父または寡婦 

◇申込  ６月２０日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合  こども課こそだて支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 

 

医療事務（医科コース）研修受講生募集 
ひとり親家庭の就業援助のため、医療事務について学ぶ講習会を実

施します。 

◇日程  ８月３日（土）～令和２年１月１１日（土）の土曜日 

（全１３回） 

◇時間 原則午前９時～午後４時 

◇場所 とちぎ男女共同参画センター（宇都宮市野沢町４－１） 

◇対象  ひとり親家庭の母、父または寡婦で、研修を全課程修了し医

療事務管理士技能認定試験を受験できる人 

※受講者の決定は面接により行います。（面接日：７月１３日（土）） 

◇定員  ２５名 

◇費用  無料（テキスト代：１１，０００円と受験料：７，５００円は

自己負担です。） 

◇申込  ６月２５日（火）までに申込書（市役所こども課（保健福祉

センター）備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

■問合  県ひとり親家庭福祉連合会 ☎０２８－６６５－７８０１ 

 

■統計調査 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「経済センサス-基礎調査」を実施します 
総務省統計局は、下記の期間で、「経済センサス-基礎調査」を実施

します。この調査は、我が国のすべての産業分野における事業所の活

動状態等の基本的構造を全国的および地域別に明らかにする重要な調

査です。調査員がすべての事業所の活動状態を外観等（実地）で確認

し、新たに把握した事業所等の一部の事業所には調査票を配布します

ので調査へのご理解、ご協力をお願いします。 

◇対象区域 市内全域の事業所 

◇実施期間 ６月１日（土）～令和２年１月３１日（金） 

■問合 栃木県統計課産業統計担当 ☎０２８－６２３－２２５０ 

     総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

「工業統計調査」にご協力ください 
 経済産業省は、６月１日現在で、「２０１９年工業統計調査」を実施

します。この調査は「製造業」に属する事業所を対象として、事業所

数、従業者数、製造品出荷額、原材料使用額等を調査し、工業の実態

を明らかにすることを目的としています。５月下旬から、調査員が訪

問し、調査票を配布していますので、調査にご協力をお願いします。 

◇コールセンター ☎０１２０－８０５－０７１（フリーダイヤル） 

※受付時間：午前９時～午後６時（土・日曜日および祝日を除く。） 

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

軽減税率対策補助金 
 １０月の消費税率１０％への引き上げと同時に、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、以下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） 

◇完了期限 ９月３０日（月） 

◇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 

◇完了期限 ９月３０日（月） 

◇申請期限 １２月１６日（月）※事後申請 

◇申請方法 申請方法等詳細は、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/ 

 

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

 

牛乳・乳製品をたっぷり使った料理教室 

◇日時 ６月１９日（水）午前１１時３０分～午後２時３０分 

◇場所 保健福祉センター栄養指導室 

◇内容 ・さば缶のふわふわつくねハンバーグ 

    ・切り干し大根のさっぱりサラダ 

    ・ヨーグルトミルクプリン 

◇対象 家庭で料理に携わる人 ２０名 

◇費用 ５００円 

◇持物 エプロン、三角巾 

◇申込 ６月３日（月）～７日（金）に電話で下記あて申し込む。 

■問合 酪農とちぎ宇都宮支所（野中）☎０２８－６７６－１５０４ 
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生き物調査とホタルの観察会 

（小塙・猿久保田んぼ公園） 

【生き物調査】 

◇日時 ６月１５日（土）午後３時３０分～ ※小雨決行 

◇持物 長靴、帽子、長袖、長ズボン、汚れてもよい服装、着替え 

※道具、飲物、夕食（焼きそば）は事務局で準備します。 

【ホタルの観察会】 

◇日時 ６月１５日（土）午後７時３０分～８時３０分  

※雨天時は１６日（日）に順延 

◇持物 長靴、懐中電灯 

※飲物は事務局で準備します。 

【共通事項】 

◇場所 猿久保田んぼ公園周辺 

※市道高瀬森田線のＪＲ烏山線踏切（小塙）付近に集合してください。 

◇費用 無料 

◇申込 ６月１４日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 荒川南部土地改良区 ☎０２８７－８８－７５９９ 

 

グリーン・ツーリズムコーディネーター 

養成講座受講者募集 
都市と農村の交流活動を担う人材を養成するため、農村地域の人材

や地域資源をコーディネートできる手法を学ぶ講座です。 

◇期間 

 ①座学編（全４日間） 

 ６月１８日（火）、１９日（水）、２５日（火）、２６日（水） 

②フィールドワーク編（２泊３日） 

 ７月３０日（火）～８月１日（木） 

◇内容 

①座学編：グリーン・ツーリズムの現状や体験指導者の役割、体験

プログラムの作成手法等 

②フィールドワーク編：グループでのフィールドワークを通した、

グリーン・ツーリズムのプランニングやＰＲ手法等 

◇対象 原則として全日程参加可能な人で、講座終了後にグリーン・

ツーリズムに関する取り組みを予定されている人 

※講座終了後、実践活動としてモニターツアーの企画運営を行い、令

和２年度から３年間、取組状況報告を行っていただきます。 

◇講師 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 

◇定員 ２０名（定員を超えた場合は選考となります。） 

◇費用 資料代：２，０００円（宿泊代、飲食代等は別途） 

※まちむら交流きこうが運営管理している認定資格の取得に係る試験

を受験する場合には、６，０００円が別途必要となります。 

◇場所 栃木県庁、あきやま学寮（佐野市） 

◇申込 ６月７日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 県農村振興課農村・中山間地域担当 

☎０２８－６２３－２３３３ 

 

■学校教育 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

栃木県育英会奨学生の募集 
◇募集期限 ６月２０日（木） 

◇対象 ４月に高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校

の高等部を含む。）または、修業年限２年以上の専修学校高等

課程に在学している学生 

◇貸与月額 国公立：１８，０００円、私立：３０，０００円 

※願書は、県内高等学校、市町教育委員会、県教育事務所、県民プラ

ザ、県民相談室等で配布しています。また、手続きは学校を通じて

行います。なお、募集期限の６月２０日（木）は学校から育英会へ

の提出期限ですので、各校へは早めにお申し込みください。 

■問合 （公財）栃木県育英会事務局 ☎０２８－６２３－３４５９ 

ＵＲＬ：http://www.tochiiku.sakura.ne.jp  

病気・災害・自死遺児等のための奨学生募集 
あしなが育英会では、保護者等が病気や災害（道路上の交通事故を

除く。）、自死（自殺）などで死亡、または保護者が著しい障がいを負

っている家庭の子どもたちに奨学金の貸与、給付をしています。 

◇対象 ・高校等在学募集（２０１９年度在学者） 

・予約募集（２０２０年度高校等へ進学希望の中学３年生） 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。（平日：午前９時～午後５時） 

■問合 （一財）あしなが育英会奨学課 ☎０１２０－７７－８５６５ 

ＵＲＬ：http://www.ashinaga.org 

 

教科書展示会の開催 
来年度使用するための教科書を採択するにあたり、教科書の展示会

を開催します。また、現在使用している小中学校および小中学校特別

支援学級用教科用図書の展示をします。 

◇期間 事前展示：６月１１日（火）～１３日（木） 

法定展示：６月１４日（金）～７月３日（水） 

※事前展示、法定展示どちらでも閲覧できます。 

※時間は、午前９時～午後５時です。（土・日曜日を除く。） 

◇場所 那珂川町小川公民館２階 那珂川教科書センター 

    那珂川町小川２５２４－１ ☎０２８７－９６－２１１４ 

※閲覧に際し、特別な手続きは不要です。閲覧後は、閲覧名簿に氏名

等をお書きください。 

■問合 学校教育課指導支援グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

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

 

第１４回南那須地区柔道大会開催日変更 
◇日時 ６月２３日（日）受付：午前９時、開会：午前９時３０分 

※５月１５日号広報お知らせ版で掲載した日程と変更になりました。 

◇場所 市武道館 

◇参加資格 市に在学する小・中・高校生、市在住および在勤者 

◇費用 無料 

■問合 市体育協会柔道部長（横嶋）☎０２８７－８８－９４６９ 

 

武道館に遊びに来てください 
市体育協会剣道部では、下記日程により市長杯剣道大会を開催しま

す。ご来場のお子さんには、プレゼントがあります。 

◇日時 ６月８日（土）開会式：午前９時 

◇場所 市武道館 

◇大会名 市長杯剣道大会 小中学生の団体戦・個人戦 

■問合 市体育協会剣道部事務局（相ヶ瀬） 

☎０９０－１０３１－０６１４ 

 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール（一般利用） 
◇遊泳時間 ※各部終了時には、全員退場していただきます。 

・午前の部：午前１０時～１１時４０分（正午閉館） 

・午後の部：午後１時～３時４０分（午後４時閉館） 

 ・夜間の部：午後５時～７時４０分（午後８時閉館） 

◇開館期間（予定） 

期間 
平日 土・日 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

６月８日～３０日    ○ ○  

７月１日～１９日  ○ ○ ○ ○ ○ 

７月２０日～９月１日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

９月７日 市水泳大会のため臨時休館 

９月２日～６日  ○ ○    

◇休館日 毎週月曜日 

◇費用 中学生以下：１００円、高校生・一般：２００円 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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水泳教室（夜間）参加者募集 
 泳力に応じてクラス分けを行い指導します。 

◇期間 ６月１９日（水）～７月１９日（金） 

毎週水・金曜日 午後６時３０分～８時 全１０回 

◇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 ４０名（定員になり次第締め切り） 

◇費用 ２，０００円（プール使用料等） 

◇申込 ６月１４日（金）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。 

※夏休み期間中（昼間）の水泳教室については、後日募集します。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会 

栃木県予選会 参加者募集 
 第２２回芳賀海洋センター水泳大会と併せて上記予選会を行います。 

ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 ７月７日（日）開会：午前９時１５分 

◇場所 芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター 

◇対象 どなたでも 

◇定員 １８０名（定員になり次第締め切り。） 

◇費用 １種目：７００円 

◇種目 男女別 ※印の種目が全国大会の予選種目です。 

種目 自由形 平泳ぎ 背泳ぎ 
バタ 
フライ 

個人 
メドレー 

小学生 

未満 
２５ｍ ２５ｍ ２５ｍ - - 

小学 

１・２年生 
２５ｍ ２５ｍ ２５ｍ ２５ｍ - 

小学 

３・４年生 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 
- 

小学 

５・６年生 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 
１００ｍ 

中学生 
※５０ｍ 

※１００ｍ 
※５０ｍ ※５０ｍ ※５０ｍ １００ｍ 

高校生 

以上 
５０ｍ ５０ｍ ５０ｍ ５０ｍ １００ｍ 

小学４年生

以下 
２５ｍビート板バタ足 

◇申込 ６月２２日（土）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。 

■問合 芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎０２８－６７７－００３０ 

 

市長杯グラウンド・ゴルフ大会兼 

県民スポーツ大会市予選会参加チーム募集 
◇日時 ７月９日（火）集合：午前８時 ※予備日７月１０日（水） 

◇場所 緑地運動公園多目的競技場 

◇参加資格 市に住民登録をしている人（小・中・高校生は参加不可） 

※短大・大学生については、住民登録をし、居住していること。 

◇チーム編成 

 ・チームは８名程度で（男女混合）構成し、４ラウンド実施する。

同点の場合は、３０ｍでプレーオフとする。 

 ・記録者はチーム内から選出する。記録者ハンデはなし。 

◇費用 無料 

◇申込 ６月２６日（水）までに電話等で社会福祉協議会本所または

烏山支所あて申し込む。 

※上位男女各５人は、県民スポーツ大会の選手に推薦されます。ただ

し、本人の同意を必要とします。 

■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 

市体育協会グラウンド・ゴルフ部長（永山） 

☎０２８７－８２－３１８９ 

第２回スローピッチソフトボール大会 
◇日時 ７月１０日（水）～１２日（金）、１７日（水）～１９日（金） 

試合開始：午後７時３０分 

◇場所 烏山運動公園 

◇費用 １チーム：５，０００円 

◇申込 参加希望チームは保険加入し、６月２１日（金）までにメン

バー表および費用を添えて烏山ソフトボール協会事務局（園

城）☎０２８７－８２－２０１６あて申し込む。 

※既に申し込みをしているチームで参加できない場合は、６月２１日

（金）までに下記あて連絡する。 

■問合 烏山ソフトボール協会事務局（吉原） 

☎０２８７－８４－３３６４ 

 

第１４回春季市民ソフトテニス大会 

参加者募集 
◇日時 ６月１６日（日） ※雨天の場合は２３日（日）に順延 

受付：午前８時～ 開会式：午前８時４５分 

◇場所 緑地運動公園テニスコート 

◇競技種目 ・一般（男・女） 

・シニア（男性６０歳以上、女性５０歳以上） 

・グランドシニア（男性７０歳以上、女性６０歳以上） 

◇参加資格 那須烏山市、那珂川町在住または市内事業所勤務者 

◇チーム編成 ２人で１ペア 

◇費用 １ペア：１，０００円 

◇申込 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 市体育協会ソフトテニス部 

部長（木下）☎０９０－７４１５－７３５７ 

事務局（矢口）☎０９０－５４２９－７７９１ 

 

■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 

「手作りフォトフレーム」参加者募集 
 デジタルカメラやスマートフォンで撮影した写真を現像しています

か。せっかく撮った楽しい思い出を、素敵に飾ってお部屋のインテリ

アにしましょう。お子さんと一緒の参加も大歓迎です。 

◇日時 ７月７日（日）午前１０時～正午 

◇場所 南那須公民館 

◇内容 フォトフレームの制作 

◇講師 久保居厚子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名 

◇費用 ７００円程度（材料費実費） 

◇持物 写真普通サイズ（Ｌサイズ）３枚または集合写真（２Ｌサイ

ズ）１枚程度 

◇申込 ６月８日（土）～１５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 

 

宮原青少年野外活動広場の利用終了 
 青少年の健全育成を図るため、各種団体等の活動の場としての役割

を果たしてきた「宮原青少年野外活動広場」は、適正管理上の問題や

周辺の自然木が倒れる危険性がある等の理由から、占用期間満了をも

って国へ返却します。 

◇利用終了日 １０月３１日（木） 

※１１月以降は、市で設置した水道設備や仮設トイレ等の撤去を行う

予定です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
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イングリッシュ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「イ

ングリッシュキャンプ」を開催します。一緒に英語を楽しく学びまし

ょう。 

◇日時 ７月６日（土）午前１０時～午後３時 

◇場所 南那須公民館 

◇対象 市内の小学３年生から中学１年生まで 

◇定員 ４０名（定員を超えた場合は抽選） 

◇費用 ５００円（材料費、保険料込） 

◇申込 ６月１日（土）～１５日（土）の午前９時から午後５時まで

に申し込み用紙に必要事項を記入し、費用を添えて下記あて

申し込む。 

※申し込み用紙は、各小中学校より対象児童・生徒へ配布します。ま

た、下記および生涯学習課（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 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ６月１日（土）、１５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 

【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ６月８日（土）午後２時～３時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇出演 おはなし冒険団 

◇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 ６月１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 

【烏山図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ６月１５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 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

那須「写楽」写真展示会 
◇日時 ６月１日（土）午前１０時～１６日（日）正午 

※図書館休館日を除く。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 髙野元義 ☎０２８７－８２－２８５２ 

 

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

 

烏山高等学校吹奏楽部 第１０回定期演奏会 
◇日時 ６月９日（日）午後１時３０分～ 開場：午後１時 

◇場所 那珂川町小川総合福祉センターあじさいホール 

◇曲目 天野正道作曲「ＧＲ」よりシンフォニック・セレクション 

福田洋介編曲「チャップリン・タイムス」 

マイケル・ブラウン編曲「Ａ Ｄｉｓｎｅｙｌａｎｄ Ｃｅｌ

ｅｂｒａｔｉｏｎ」他 

◇費用 無料 

◇賛助出演 烏山高等学校郷土芸能部 

■問合 烏山高等学校（勝城）☎０２８７－８３－２０７５ 

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 第５回：６月１日（土）午後２時～４時 

第６回：７月６日（土）午後２時～４時 

◇場所 フナヤ道場（熊田４９７） 

◇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 

 

季節の盆栽展 
 新緑の季節が感じられる盆栽展を下記により開催します。 

◇日時 ６月８日（土）、９（日）各日とも午前９時～午後４時 

◇場所 殖産ホール（旧サンハウス入口） 

◇内容 会員が丹精を込めた雑木、松柏盆栽を展示します。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 日本盆栽協会那須烏山支部（高野） 

☎０９０－１８０２－３４３９ 

 

「水路ウォーキング＆生き物調査」参加者募集 
◇日時 ６月９日（日）午後１時～５時３０分 

◇場所 興野集会所（興野９６５）※駐車場あり 

◇内容 興野集会所下水路のクリーン作戦（小学生以上）、ウォーキン

グ田んぼまわり、水路の生き物調査 

◇講師 栃木県環境カウンセラー協会、メダカ里親の会 

◇費用 無料 

※抽選で興野産農産物等が当たるほか、多数景品があります。 

※興野農産物直売所東側、興野集会所下水路等でホタル観賞できます。 

■問合 興野ほたるの里づくり環境保全会 

（阿相）☎０９０－２４６８－１５６４ 

（坂主）☎０９０－１０４５－５５８０ 

 

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。 

◇日時 ６月１５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４回講座「なす・やみぞの文芸風土（近代編）」 

◇講師 大田原市歴史民俗資料館長 木村康夫 氏（専門：民俗学） 

◇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 

 

南那須地域医療を守る会 講演会 
平成の病院史を振り返りつつ、地域医療の今後の課題とこれからの

健康長寿について考えてみませんか。 

◇日時 ６月１６日（日）午後１時３０分～ 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 演題：「みんなで考える 健康長寿」（約１時間） 

講師：那須南病院統括管理監 関口忠司 氏 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

◇後援 那須烏山市、那珂川町、南那須医師会、那須南病院、下野新

聞社 

※事前申し込みは不要です。気軽にご来場ください。 

※講演会終了後、第１０回定期総会を行います。会員は総会にもご参

加ください。 

■問合 南那須地域医療を守る会（城所） 

 ☎０９０－３５４４－０４１４ 
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横枕青年団ｐｒｅｓｅｎｔｓ 

科学実験教室＆横枕動植物生き物自然観察会 
◇日時 ６月８日（土）午後２時～（開場：午後１時３０分～） 

◇場所 横枕文化伝承センター（横枕４２５－４） 

※駐車場は、よこまくらグループホーム（旧やまびこの湯からすやま）

駐車場をご利用ください。 

◇内容 

・科学とお笑いのパフォーマンスサイエンスショー（先着５０名） 

出演：かがくと森田くん（東京工業大学～よしもとクリエイティブ

エージェンシー所属） 

・横枕動植物生き物自然観察会（講師：栃木県環境カウンセラー協会） 

◇費用 無料 

※各種模擬店も用意します。 

◇申込 ６月７日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 横枕青年団事務局（澤村）☎０９０－２２２６－９５５５ 

 

不動産無料相談会 
◇日時 ６月１３日（木）午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 烏山庁舎市民室 

◇内容 不動産相談（要予約） 

◇相談員 県北支部相談担当委員 

◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。 

■問合 （公社）栃木県宅地建物取引業協会県北支部 

☎０２８７－６２－６６７７ 

 

放送大学 １０月入学生募集 
 放送大学はテレビやインターネットで授業を行う通信制の大学です。 

働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたい等、様々な目的で

幅広い世代の人が学んでいます。 

詳しい資料を送付しますので、下記あてお問い合わせください。 

◇出願期間 ６月１５日（土）～８月３１日（土） 

９月１日（日）～２０日（金） 

■問合 放送大学栃木学習センター ☎０２８－６３２－０５７２ 

    ＵＲＬ：https://www.ouj.ac.jp 

 

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

 

６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 ６月５日、１９日 午前９時～正午 

◇場所 ・社会福祉協議会烏山支所（５日） 

・保健福祉センター（１９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 ６月１４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 

【交通事故巡回相談】 
◇日時 ６月２１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 ６月３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 

クロスアクション 

朝摘みさくらんぼ狩り＆モーニングカフェ 
頑張って早起きした日曜日！まだ朝露が残る農園で、朝摘みさくら

んぼが食べ放題の特別な時間をお楽しみください。さくらんぼ狩りを

楽しんだ後は、お待ちかねのモーニングカフェ。朝の清々しい空気や、

周りの山々の景色も一緒に味わってみてはいかがですか！！  

◇日時 ６月９日（日）午前７時～８時３０分（集合：６時４５分） 

◇場所 ぼくんちの樹（曲畑１４０１－６） 

◇内容 集合～あいさつ・説明～朝摘みさくらんぼ狩り（１５分間）

～モーニングカフェタイム～解散 

◇定員 ２０名 

◇費用 ２，０００円（未就学児：１，５００円） 

◇申込 ６月８日（土）までに電話等で下記あて申し込む。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 ＮＰＯ法人 クロスアクション（髙橋） 

☎０９０－３１０９－１７８４ 

    Ｅメール：realcommunity.0829@gmail.com 

 

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

 

６月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 土 

那須「写楽」写真展示会（～１６日） 

おはなし会10:30～11:00 

おはなし会14:00～14:30 

南那須図書館 

南那須図書館 

烏山図書館 

２ 日 

【休日当番医】高野病院（那珂川町） 

第７２回国民体育大会アーチェリー競技第３次県予選 

市民フットサル大会（～２３日、毎週日曜日） 

☎0287-92-2520 

大桶運動公園 

烏山体育館 

３ 月 

児童手当現況届（～２８日） 

烏山図書館特別休館（～７日） 

春季婦人バレーボール大会（～７日） 

ファミリー記念混合ソフトボール大会（～５日） 

精神障がい者と家族の会交流会・相談会 

 

 

南那須中学校体育館 

緑地運動公園 

大金駅前観光交流施設 

４ 火 烏山支部グランド・ゴルフ愛好大会（～５日） 烏山野球場 

５ 水 
心配ごと相談 

第４０回壮年ソフトボール大会（～１４日、毎週水・木・金） 

社会福祉センター 

烏山運動公園 

６ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

７ 金   

８ 土 
第１４回市長杯剣道大会 

おたのしみ会14:00～15:00 

市武道館 

南那須図書館 

９ 日 
【休日当番医】烏山台病院 

狂犬病集合予防注射（第２次）烏山地区 

☎0287-82-2739 

 

１０ 月   

１１ 火 南那須いきいきクラブ第３９回ゲートボール大会 南那須運動場 

１２ 水   

１３ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

特定健診・がん検診（女性の日） 

烏山庁舎・保健福祉センター 

烏山体育館・烏山公民館 

１４ 金 
特定健診・がん検診 

もの忘れ相談 

興野集会所 

保健福祉センター 

１５ 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 

※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 


