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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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

まちづくり課嘱託職員の募集 
◇任用期間 ７月１日～令和２年３月３１日 

◇募集内容 

職種 廃棄物監視員兼作業員 

人数 １人 

業務内容 
廃棄物不法投棄監視および回収、仕分処理、野犬等の捕獲、

動物の死骸回収、事務補助的業務 

賃金 日額８，５００円 

応募要件 
・ワードやエクセル等の基本的なパソコン操作ができる人 

・普通自動車運転免許（マニュアル車の運転ができる人） 

◇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。 

◇試験日 ５月２３日（木）※時間等は、募集期間終了後に通知します。 

◇試験方法 面接・適性試験 

◇応募方法 ５月１６日（木）午後５時までに履歴書（写真貼付、白

黒可）に免許証の写しを添付のうえ、下記あて提出して

ください。 

※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５月１６日（木）午後５時必着です。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課嘱託職員の募集 
◇任用期間 ６月１日～令和２年３月３１日 

◇募集内容 

職種 一般事務員 

人数 １人 

業務内容 事務処理センター内での郵送事務等、パソコン事務 

賃金 日額８，８００円 

応募要件 
・ワードやエクセル等の基本的な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。 

      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。 

◇試験日 ５月２１日（火）※時間等は、募集期間終了後に通知します。 

◇試験方法 面接・適性試験 

◇応募方法 ５月１５日（水）午後５時までに履歴書（写真貼付、白

黒可）に免許証の写しを添付のうえ、下記あて提出して

ください。 

※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５月１５日（水）午後５時必着です。 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

５月２日（木・休）は「燃やすごみ」を収集します 
 休日の５月２日（木・休）に「燃やすごみ」を収集しますので、ご

みは当日の朝８時３０分までに出してください。 

※当日は「燃やすごみ」の量が通常より多くなることが予想され、収

集時間は通常の時間と異なる場合があります。 

※休日の５月２日（木・休）は、保健衛生センターへの家庭ごみの直

接持ち込みはできません。休日の直接持ち込みは、５月１２日（日）

となります。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年５月１日 Ｎｏ．３２７ 

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。） 
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■農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第９回八溝そば街道そばまつり 
◇日時 ５月１８日（土）、１９日（日）午前１０時～午後３時 

◇場所 大桶運動公園 

※駐車場は大桶運動公園内駐車場、ＪＡなす南本店駐車場、河川敷駐

車場、ＪＲ烏山駅前、山あげ会館駐車場をご利用ください。 

◇内容 ・「八溝そば街道推進協議会加盟店８店舗」、「日光例幣使そば

街道加盟店２店舗」、「常陸そばの会１店舗」出店 

・「ご当地グルメ２０店舗」出店 

・「そば打ち道具店」「農産物直売所」出店 等 

【無料シャトルバスをご利用ください】 

イベント期間中、会場への無料シャトルバスを運行します。会場周

辺の駐車場は混雑が見込まれますので、ぜひ、ご利用ください。 

◇ルート ＪＲ烏山駅→山あげ会館→大桶運動公園（帰りは逆順路） 

※随時約１５分間隔で運行予定です。当日の運行状況は上記ルート発

着場所でご確認ください。 

■問合 那須烏山市観光協会  ☎０２８７－８４－１９７７ 

 

春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。 

本県では農作業による死亡事故者が過去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。 

田植え等の農繁期を迎えるにあたり、乗用型トラクターや耕うん機

による事故防止に重点を置いた運動を６月３０日（日）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、県のホームページをご確認ください。 

■問合 農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

令和元年度栃木県海外派遣農業研修生募集 
海外農業先進諸国における農業実習と学課研修を通じて、国際関係

等に精通した将来の栃木県の農業を担う優れた人材を育成するための

研修です。 

【海外農業研修（アメリカ）】 
◇業種 酪農、肉牛、養豚、養鶏、野菜、花き、造園、果樹等 

◇費用 ８５０，０００円 

◇期間 約１８か月（令和２年３月下旬～令和３年８月下旬） 

【海外農業研修（オーストラリア）】 
◇業種 野菜、マンゴー等 

◇費用 １，２４０，０００円 

◇期間 約１２か月（令和２年３月下旬～令和３年３月上旬） 

【共通事項】 
◇対象 高等学校卒業または同等以上の学力を有し、農業の基礎知識

や経験がある平成２年４月２日から平成１３年４月１日の間

に生まれた日本国籍を持つ独身男女 

◇募集人員 若干名 

◇申込 （公社）国際農業者交流協会Ｗｅｂサイトよりプレエントリ

ーして申込書様式を入手し、必要事項を記入のうえ、６月  

２８日（金）までに下記あて申し込む。 

■問合 農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

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

 

熊田診療所の５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 ５月１５日（水） 

■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

■国保 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

集団健診には受診券をご持参ください 
 特定健康診査（集団健診）の受診券を対象者へ５月中旬に発送しま

す。集団健診受診の際には受診券が必要となりますので、必ず持参し

てください。なお、人間ドックまたは脳ドックを受診される人は、集

団健診と重複して受診することはできません。 

※受診券は国民健康保険の加入者はクリーム色、後期高齢者医療保険

の加入者はピンク色になります。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

個別健康診査（７５歳以上の人） 
 後期高齢者医療保険に加入する人（７５歳以上の人および６５歳以

上で一定の障がいがある人も含む）の個別健康診査を、市内の医療機

関（一部を除く）において無料で実施します。 

 対象者には受診券（ピンク色）を５月中旬に発送しますので、受診

の際には必ず受診券を持参してください。 

※受診券は市の特定健康診査（集団健診）の受診券と兼用になります

ので、どちらかを選択して受診してください。重複して受診するこ

とはできません。 

※人間（脳）ドックを受診する人は、健康診査の対象ではありません

のでご注意ください。 

◇実施期間 ６月１日（土）から９月３０日（月）までの４か月間 

※日曜日・祝日および医療機関の休診日を除く。 

◇実施場所 市内医療機関 

※詳細は、受診券をご覧ください。 

◇持物 後期高齢者医療被保険者証、郵送された受診券（ピンク色） 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■税務 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

後期高齢者医療保険制度の保険料 
本年度の後期高齢者医療保険料軽減特例措置は次のとおり見直され

ます。なお、所得の低い人や元被扶養者（後期高齢者医療制度に加入

する日の前日に被用者保険の被扶養者であった人）への保険料の軽減

措置は、平成２９年度から段階的に見直されています。 

【所得の低い人の軽減措置】 
本来７割軽減のところ特例措置として、平成３０年度まで９割軽減、

８．５割軽減となっていましたが、９割軽減に該当する人は、基本的

に介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給対象（ただし、

被保険者本人や同一世帯の人で、市町村民税が課税されている人がい

る場合は、対象となりません。）となることから、本年度は８割軽減に

見直されます。 

区分 平成３０年度 本年度 

軽減割合 
９割軽減 ８割軽減 

８．５割軽減 ８．５割軽減※ 

※８．５割軽減対象の人は、年金生活者支援給付金の支援対象となら

ないこと等を踏まえ、本年度は８．５割軽減を据え置きます。 

【元被扶養者の人への均等割額軽減特例措置】 
平成３０年度は特例措置として、制度の加入期間にかかわらず、均

等割額が５割軽減されていましたが、本年度以降は制度加入後２年間

が５割軽減となります。 

◇軽減判定所得基準の拡充 

  均等割軽減の対象となる世帯（被扶養者全員と世帯主）の軽減判

定所得基準が拡充され、均等割額５割軽減については、被保険者数

に乗ずる金額が２７．５万円から２８万円に、２割軽減については

被保険者に乗ずる金額が５０万円から５１万円に引き上げられます。 

■問合 栃木県後期高齢者医療広域連合 

☎０２８－６２７－６８０５（代表） 

 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
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軽自動車税の減免申請 
下記の要件のいずれかに該当する人は、軽自動車税の減免を受けら

れる場合があります。なお、減免申請は毎年必要となります。 

◇資格要件 

・次のいずれかに該当し、障がいの等級など一定の要件を満たす場

合、申請によって減免の対象となります。ただし、手帳に記載さ

れている級別によって該当しない場合があります。 

①身体障がい者等本人が運転する場合 

②身体障がい者等と生計を一にする人が運転する場合 

③身体障がい者等を常時介護する人が運転する場合 

※②と③については専ら介護等のために運転する場合 

※減免を受けられる軽自動車は上記の手帳交付を受けている人１人に

つき１台です。普通自動車（自動車税）の減免を受ける場合は軽自

動車の減免は受けることができません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

・構造が専ら身体障がい者等が利用するための軽自動車である場合 

・公益のために利用するための軽自動車である場合 

◇申請期間 ５月８日（水）～３１日（金） 

※軽自動車税納税通知書が届いてから申請願います。 

※受け付けは、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

◇申請に必要なもの 

・身体障害者手帳等 

・軽自動車を運転する人の免許証 

・減免申請する軽自動車税の納税通知書（納付書） 

・印かん 

・減免申請する人（納税義務者）の個人番号、法人番号 

・減免申請する軽自動車の車検証 

・常時介護証明書（介護する人のみ） 

・軽自動車の写真（構造が身体障がい者等が利用する構造の軽自動

車の場合のみ。構造や車両番号が確認できるもの） 

◇申請方法 申請用紙（下記備付）に必要事項を記入し、納税通知書

を添付のうえ、税務課（烏山庁舎）あて申請する。 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

自動車をお持ちの人へ 
 自動車税は、毎年４月１日時点で、運輸支局に登録されている自動

車の所有者に対して課税される県税です。本年度の自動車税納税通知

書を発送しましたので、納期限の５月３１日（金）までに必ず納めま

しょう。自動車税は、銀行や郵便局などの金融機関のほか、コンビニ

エンスストア、クレジットカード、ペイジーでも納付できます。 

■問合 矢板県税事務所 ☎０２８７－４３－２１７１ 

 

■土地利用対策 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

土地利用対策審議会委員募集 
 市では、土地利用に関する重要事項を調査審議する「市土地利用対

策審議会」の委員を募集します。 

◇人数 ３人以内（任期：任命の日から２年間） 

◇資格 １８歳以上の市内在住または在勤の人 

◇職務 一定規模以上の開発に伴う審査および今年度策定予定の土    

地利用基本計画等について議論を行う。 

※委員の総数は公募以外の委員（７人）も含めて１０人以内です。 

◇報酬 日額５，０００円 

◇申込 ５月２１日（火）までに応募申込書（下記備付）に必要事項

を記入し、郵送（２１日必着）、ＦＡＸ、Ｅメールまたは下記

あて持参する。 

※応募申込書は、市ホームページでもダウンロードできます。 

◇選考 応募申込書を基に選考し決定します。なお、応募いただいた

書類は返却いたしません。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

ＦＡＸ０２８７－８４－３７８８ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

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

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

 

合併浄化槽設置費補助金 
合併浄化槽設置費補助金は、浄化槽の普及を進めるために設置費の

一部を補助するものです。 

◇補助対象浄化槽 

 本年度設置の合併浄化槽（５人槽、７人槽、１０人槽） 

※浄化槽法の構造に適合する浄化槽に限る。 

◇対象 下水道認可区域外または農業集落排水区域外等に住んでいる

人（予定者を含む）で、専用住宅（店舗併用住宅は住宅部分

が２分の１以上）に合併浄化槽を設置する人 

※令和２年３月１３日（金）までに実績報告書を提出できること。 

◇申込 申込書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。 

※工事着手後の申し込みは受け付けできませんので、必ず事前にお申

し込みください。 

■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

単独処理浄化槽等撤去費補助金 
新たに合併浄化槽の設置および公共下水道へ接続するために、従来

お使いの単独処理浄化槽の撤去費の一部を補助します。 

◇対象 ・新たに合併浄化槽を設置するため専用住宅（店舗併用住宅

は住宅部分が２分の１以上）で使用していた単独処理浄化

槽等を撤去する人 

・下水道に接続するため単独処理浄化槽等（合併浄化槽を含

む）を撤去する人。 

※産業廃棄物として適正に処分した場合に限ります。 

◇補助限度額 単独処理浄化槽等の撤去費用のうち、上限９万円 

◇申込 申込書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。 

※撤去後の申し込みは受け付けできませんので、必ず事前にお申し込

みください。 

■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

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

 

春の交通安全県民総ぐるみ運動 
 新年度が始まり１か月が過ぎ、少しずつ新生活になれつつある時期

ですが、時間や気持ちに余裕をもって、市民一人ひとりが交通ルール

を守り、交通事故防止に努めましょう。 

◇運動の期間 ５月１１日（土）～２０日（月） ※１０日間 

◇スローガン 「マナーアップ！あなたが主役です」 

◇運動の重点  

（全国重点） 

・子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

・自転車の安全利用の推進 

・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 

・飲酒運転の根絶 

（栃木県重点） 

・「子どもや高齢者に優しい３Ｓ（スリーエス）運動」の推進 

 （３Ｓ：ＳＥＥ（発見）、ＳＬＯＷ（減速）、ＳＴＯＰ（停止）） 

・「夜間走行中の原則ハイビーム」の徹底 

◇統一行動日  

・５月１３日（月）「子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動」推進強化の日 

・５月１５日（水）シートベルト・チャイルドシート着用強化の日 

・５月１６日（木）歩行者・自転車交通事故防止強化の日 

・５月１７日（金）「飲酒運転根絶」・「夜間走行中の原則ハイビーム」

の徹底強化の日 

・５月２０日（月）交通事故死ゼロを目指す日 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
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■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

かしこい消費者講座 
 県では、かしこい消費者を目指す自己啓発や、地域で消費生活に関

する普及啓発活動のリーダーを目指す人などのために、「かしこい消

費者講座」を開催します。 

【基礎コース】 
◇日時 ６月２５日（火）～９月３日（火）の隔週火曜日の６日間 

午前１０時～午後３時 

◇内容 消費生活に関する基礎知識を習得するための講座 

◇締切日 ５月３１日（金） 

【応用コース】 
◇日時 ９月２４日（火）～１２月１７日（火）の隔週火曜日の６日間 

午前１０時～午後３時 

◇内容 消費生活に関する県の施策や地域活動に即した内容の講座 

◇締切日 ８月３０日（金） 

【共通事項】 
◇対象 ・自己啓発のために消費者力をアップしたい人 

    ・講義を聴いて仕事に役立てたい人 

    ・地域の消費者啓発活動などに参加したい人 

    ・国家資格を目指す人 など 

◇場所 県庁本館会議室（宇都宮市塙田１－１－２０） 

◇定員 各講座５０名 

※各コースとも全体を受講する受講者のほかに、一部の講義を選んで

受けられる聴講者も募集します。定員は、受講者、聴講者合わせて

各講座５０名です。 

◇費用 無料 

◇申込 上記各締切日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 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

那須烏山商工会ホームページ 

「那須烏山タウンナビ」新規開設 
 本市の企業を集めて掲載している「那須烏山タウンナビ」を新規開

設しました。飲食や建設、製造、各種サービス等、本市の企業を多数

掲載しています。何かお困りの時、力になれるサイトとなっています

ので、ぜひ、ご活用ください。 

「那須烏山タウンナビ」へは那須烏山商工会ホームページからアク

セスできます。また、掲載を希望する企業も受け付けていますので、

下記あてご連絡ください。 

■問合 那須烏山商工会本所 ☎０２８７－８２－２３２３ 

    ＵＲＬ：https://nasukara.net/ 

 

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

 

休日当番医変更 
 ５月１２日（日）高野病院が「飯塚医院」に変更、６月２日（日） 

飯塚医院が「高野病院」に変更になります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

献血（全血） 
 ２０～３０歳代の献血者が減少しています。ぜひ、ご協力ください。 

◇日時 ５月２８日（火） 

    烏山庁舎：午前１０時～正午 

    南那須庁舎：午後１時３０分～４時 

※当日、直接会場へお越しください。 

※全血は、２００mℓ ・４００mℓ となります。 

※この事業は「なすから健康マイレージ事業」対象事業です。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

イスウルさんと一緒に運動しませんか？ 
 イスウルは、イ＝食べる（ｅａｔ）、ス＝眠る（ｓｌｅｅｐ）、ウ＝

歩く(ｗａｌｋ)、ル＝笑う（ｌａｕｇｈ）を合言葉に活動する健康づ

くりの会です。イスウル友の会会員と一緒に、運動をしてみませんか？ 

◇日時 ５月２８日（火）午前９時３０分～１１時３０分 

◇場所 烏山体育館 

◇内容 「イスウルさんと一緒に運動」 

◇講師 健康運動指導士 

◇対象 運動制限のない市民 約１５名 

◇費用 無料 

◇持参 体育館シューズ、甘くない飲み物、動きやすい服装等 

◇申込  ５月１７日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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みませんか！ 

◇日時 ５月１６日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 小規模多機能ホームなごみ（滝田１７７２－１） 

◇内容 小規模多機能ホームなごみを見学します 

◇対象 介護者、介護経験者等 

◇申込 ５月２１日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※現地集合となります。詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

健康長寿セミナーふまねっと運動 
 ふまねっと運動とは、マス目を踏まないように注意深く、ゆっくり

慎重に歩く運動です。様々なステップを間違えないように歩き、歩行

バランスの改善や、認知機能を向上させる効果が期待できます。 

◇日時 ５月２７日（月）午前９時３０分～１１時 

◇場所 保健福祉センター和室 

◇内容 ふまねっと運動、ロコモ予防ヨガ 

    講師：金枝明子 氏 

◇対象 おおむね６５歳以上の市民 先着２５名 

◇費用 無料 

◇持物 動きやすい服装（室内履きは必要ありません）、飲物 

◇申込 ５月２３日（木）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 

 

精神保健福祉クリニック 
◇日時 ５月８日、６月１２日、７月１０日、８月７日、９月１１日、

１０月９日、１１月１３日、１２月１１日、１月８日、２月

１２日、３月１１日 水曜日 午後１時～（要予約） 

◇場所 県庁南那須庁舎本館２階会議室 

◇内容 ・保健師による問診（午後１時～） 

    ・精神科医師による相談（午後１時３０分～、１人あたり  

３０分×３人）※時間帯が変更になる場合があります。 

◇対象 精神疾患のことで悩んでいる人、アルコールや薬物のことで

悩んでいる人、認知症のことで悩んでいる人、人との関わり

方で悩んでいる人（家庭、職場、近隣等）、思春期のことで悩

んでいる人（不登校、性の悩み、家庭内暴力、拒食過食等）、

身近な人を亡くされ悩んでいる人 

※精神疾患かどうか、医療機関（精神科）を受診した方が良いかどう

か、家庭の対応方法等、精神科医師による指導・見立てを希望する

人は、ぜひ、ご活用ください。 

※本人だけでなく、家族や関係者からの相談もできます。また、本人・

家族等の同意が得られる場合は関係機関等の同席も可能です。 

◇費用 無料 

◇申込 前日の午前中までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 烏山健康福祉センター ☎０２８７－８２－２２３１ 
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風しん抗体検査 
◇日時 毎週火曜日 午後１時～２時 

◇場所 県北健康福祉センター（大田原市住吉町２－１４－９） 

◇対象者 県内在住で下記のいずれかに該当する人 

     ①妊娠を希望する女性 

     ②①の配偶者などの同居者 

     ③風しん抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者 

※ただし、これまでに風しん抗体検査を受けたことがある人（妊婦健

診等も含む）で、十分な量の風しんの抗体があることが判明してい

る人は除く。 

◇費用 無料 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。 

■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

 

とちぎ難病相談支援センター医療相談 
【神経・筋疾患】 
◇日時 ５月１８日（土）午後１時～４時 

◇医師等 国際医療福祉大学病院神経内科医師 加藤宏之 氏 

     国際医療福祉大学病院医療相談室医療ソーシャルワーカー 

清野綾乃 氏 

◇主な疾患 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く）、筋ジストロフィ

ー、もやもや病、重症筋無力症、多系統萎縮症、多発性

硬化症／視神経脊髄炎、ハンチントン病、大脳皮質基底

核変性症、パーキンソン病、進行性核上性麻痺、筋萎縮

性側索硬化症（ＡＬＳ） 

◇申込 ５月１５日（水）正午までに電話等で下記あて申し込む。 

【免疫系疾患】 
◇日時 ５月２３日（木）午後１時～４時 

◇医師 獨協医科大学病院リウマチ・膠原病内科医師 新井聡子 氏 

◇主な疾患 バージャー病、結節性多発動脈炎、悪性関節リウマチ、

全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ）、皮膚筋炎／多発性筋

炎、シェーグレン症候群、成人スチル病、ベーチェット

病、混合性結合組織病 

◇申込 ５月２０日（月）正午までに電話等で下記あて申し込む。 

※受け付け時間は、平日の午前１０時～正午、午後１時～４時です。 

※場所はすべて栃木県立リハビリテーションセンター１階障害者総合

相談所相談室（宇都宮市駒生町３３３７－１）です。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

 

共同募金「地域福祉活動費」助成 
社協では、安心して暮らせる思いやりのあるまちづくりのために、

地域住民や関係団体等が主体的に行う地域福祉活動への助成をします。 

◇対象 地域福祉活動を実施する住民組織、福祉団体、ボランティア

団体、民間福祉施設等 

◇対象活動の範囲 

交流・見守り活動、健康や生きがいづくり活動、子育て支援活動、

地域福祉に関する普及啓発活動等 

◇助成内容 事業費の助成（福祉活動の事業計画に応じて助成） 

※当該福祉活動の事業計画、使途を明確にすること。 

◇助成事業実施期間 

助成期間は単年度。ただし、継続して助成することにより事業の効

果が高まると認められる場合は、３年を限度として助成することが

できる。（平成３１年度申請団体より） 

◇助成対象外 

 ・既に公的機関等から、同様（同事業）の助成金を得ている団体 

 ・活動費に相当する財源が既に確保されている団体 

 ・政治または宗教を目的とした活動を行う団体 

◇申込 ５月１７日（金）までに所定の用紙（下記備付）に必要事項

を記入し、下記あて申し込む。 

※申し込み用紙は、社協ホームページからもダウンロードできます。 

■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 

 

栃木県シルバー大学校第４１期生募集 
◇応募資格  

①県内在住で６０歳以上（令和２年３月３１日現在）の人 

②地域活動を実践している。または地域活動に意欲があること。 

※５０歳以上６０歳未満の人でも、②の要件を満たし、市の推薦があ

れば応募できます。 

◇費用 年額１９，０００円、資料代：年額２，１００円 

※授業教材費、交通費等は自己負担です。 

◇学校説明会 入学を希望する人は、必ず希望する学校の説明会に参

加してください。（時間はいずれも１０時～） 

・中央校（宇都宮市）５月１３日（月）、６月５日（水） 

・南校（栃木市）５月１５日（水）、６月４日（火） 

・北校（矢板市）５月１７日（金）、６月６日（木） 

◇申込 ６月２６日（水）までに願書（下記備付）に必要事項を記入

し、下記あて提出する。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

聞こえと難聴の悩み 学習と交流会 
◇日時 ５月８日（水）※予約不要、参加費無料 

    午後１時～３時：学習会（受付：午後０時５０分まで） 

    午後３時～４時３０分：コミュニケーション体験・交流会 

◇場所 市貝町中央公民館（市貝町大字上根１５７７） 

◇内容 聞こえについての学習会（聞こえの悩み、難聴者の意思疎通

の方法、情報提供等）、難聴者に役立つ福祉機器の展示・試用等、難

聴者のコミュニケーション方法を体験しながらの交流（補聴器の聞

こえをよくするヒアリングループ、筆談、手話等） 

◇主催 特定非営利活動法人 栃木県中途失聴・難聴者協会 

■問合 難聴者協会 ☎０８０－８７４２－９８１１ 

    ＵＲＬ：http://tochiginancho58.jimdo.com/ 

 

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

 

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 ５月２８日（火）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 ２０１９年１月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 ５月２３日（木）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 ２０１８年９月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ５月２７日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 ２０１８年４月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ５月２７日（月）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 ２０１７年１０月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ５月２４日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 ２０１７年４月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ５月２８日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 ２０１６年１０月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ５月２４日（金）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 ２０１６年４月生まれの幼児 

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

◇対象 ２０１４年５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 

 



- 6 - 

 

妊婦・産後ママサロン「リラックスヨガ」 
◇日時 ５月１３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か月から産後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 ５月９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 

 

そーいんぐ教室 
◇日時 ５月１５日（水）、７月３日（水）、８月７日（水） 

午前９時３０分～２時間程度 

※８月以降はお知らせ版にて随時お知らせ 

◇場所 保健福祉センター  

◇対象 市内在住の人 先着５名  

◇内容 ミシン等を使って製作します。 

◇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 

 

幼児フッ素塗布 
◇日時 ５月２１日（火）受付：午後１時～１時３０分 

※今回は１日のみ実施します。（次回は１１月１２日（火）の予定です。） 

◇場所 保健福祉センター（例年と同じ場所です） 

※駐車場が混雑するため、図書館寄りの駐車場をご利用ください。 

◇対象 市内在住で２歳以上の未就学の幼児 

※２歳以上３歳未満児は、綿棒で歯に直接フッ素を塗ります。 

◇費用 ５００円（おつりのないようにお願いします。） 

◇持物 フェイスタオル（診察・塗布時のスタイとして使います。） 

◇申込 ５月１４日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※保育園等を通して申し込みされた場合、個別申し込みは不要です。 

※当日は、事前に歯をよく磨いてきてください。 

※フッ素の効果は、約６か月です。 

※対象のお子さんにはプレゼントがあります。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

離乳食相談 
◇日時 ５月２９日（水）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 ５月２２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 

 

子育て支援センター きらきら 
◇日時 ５月２０日（月）午前１０時～１０時５０分 

◇場所 にこにこ保育園にこにこホール 

◇内容 子どもの心を育む童謡・わらべうたを歌う＆音で遊ぼう 

◇講師 音楽療法士 黒須千鶴 氏 

◇対象 未就園児と保護者２０組程度（０歳児も大歓迎） 

◇申込 ５月１３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 

烏山みどり幼稚園 みどり未就園児教室 
◇日時 ５月２８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 ※費用無料 

◇対象 １歳半からの就園前の幼児と保護者 

◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児、保護者用） 

◇申込 ５月２１日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※受け付けは、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 

 

烏山聖マリア幼稚園 ひよこ教室 
◇日時 ５月２０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 みんなでやろう！親子ヨガ！  

◇対象 未就園児と保護者 

◇持物 ヨガマットまたはバスタオル 

◇申込 ５月１３日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

※動きやすい服装でご参加ください。 

■問合 烏山聖マリア幼稚園 ☎０２８７－８２－３３５７ 

 

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。５月２２日（水）はボランティアグループ「パネ

ルシアターしゃぼんだま」による上演があります。 

◇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。 

【管理栄養士によるお話】 
◇日時 ５月１４日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 梅雨の時期に向けて・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。 

【親子で楽しくヨガ教室】 
◇日時 ５月１７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 ５月１５日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

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

無料でお譲りします。（エコバッグ等を持参してください。） 

◇日時 ５月１８日（土）午前１０時～午後１時 

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

のはなリサイクル」で希望する人に配布しています。 

家庭で不要となった子ども用品等を無料で譲りたい人は、こども館

で随時受け付けていますので、ご持参ください。 

※場所はすべてこども館です。月曜日・祝日（５月１日～６日）は休

館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

子育て支援「５月の移動出前サロン」 
◇日時 毎週木曜日 午前９時～午後２時 

※５月２日（木・休）の移動出前サロンは休日のためお休みです。 

◇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 
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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 

ひまわりきっず開講式「お友達を作ろう」 
家庭教育オピニオンリーダーによる子育て支援教室です。 

◇日時 ５月１５日（水）午前１０時～１１時３０分 

受付：午前９時４５分～ 

◇場所 こども館 

◇内容 お友達と楽しく遊ぼう！ 

◇対象 未就園児とその保護者等 

◇定員 先着１５組 

◇費用 １組１００円（保険料等） 

◇申込 ５月１０日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※月曜日・祝日（５月１日～６日）は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

とちぎ保育士・保育所支援センター 
【未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付事業】 
◇対象 県内の保育所等に保育士として週２０時間以上勤務する人で、

次の①または②の条件に該当する人 

①未就学児を持ち、県内の保育所等に新たに勤務する人（含再就職） 

②未就学児を持ち、産休・育休から復帰する人 

◇募集人数（年間） １００名程度（募集人数に達し次第受付終了） 

◇申請期間 就労開始日（産休・育休から復帰する日）を含む月の翌々

月末まで 

◇貸付額 保育料（未就学児が複数人いる場合は保育料を合算した金

額）の半額、かつ、月額２７，０００円以内で、勤務を開

始した月から起算して１２か月分を限度とします。 

※県内の保育所等で保育業務に２年間引き続き従事した場合は、返還

が免除されます。 

【保育士就職準備金貸付事業】 
◇対象 次の①～③すべての条件に該当する人 

①保育士登録後１年以上経過した人または、保育士登録後の期間が

１年未満の人のうち、養成施設卒業もしくは保育士試験の合格か

ら１年以上経過した人 

②以下の施設または事業を離職後1年以上経過または、当該施設ま

たは事業に勤務経験のない人 

・保育所（保育所型認定こども園含む） 

・幼保連携型認定こども園 

・家庭的保育事業 

・小規模保育事業 

・事業所内保育事業 

・幼稚園 

③県内の保育所等に新たに勤務する人 

※保育士として週２０時間以上の勤務が必要です。 

※国庫補助による貸付制度等を利用している人は対象となりません。 

◇募集人数（年間） ８０名程度（募集人数に達し次第受付終了） 

◇申請期間 就労開始日を含む月の翌々月末まで 

◇貸付額 １人１回：４００，０００円以内 

※県内の保育所等で保育業務に２年間引き続き従事した場合は、返還

が免除されます。 

※仕事を探している間にエントリーが必要です。 

※上記のいずれの事業も次に該当する場合は返還が必要です。 

・貸付契約が解除された場合 

・県内の保育所等において保育業務に従事しなくなった場合 

・業務外の事由により死亡し、または心身の故障により業務に従事

できなくなった場合 

※詳細は、センターホームページでご確認ください。 

■問合 とちぎ保育士・保育所支援センター 

 ☎０２８－３０７－４１９４ 

〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１－１０－６ 

ＵＲＬ：https://www.tochigi-hoikushi-center.org/ 

 

 

 

 

 

女性のためのこころのケア講座 
 ＤＶやパワハラ、セクハラなどの経験による「こころの傷つき」に

ついて考え学んでいく講座です。 

◇日時等  

日時 内容 

５月２３日（木） 
ＤＶ・トラウマを理解する 

～自分を大切にするために～ 

６月１３日（木） 
「世間の枠」と私らしさ 

 ～本当の「私らしさ」って？～ 

６月２７日（木） 
身体的暴力・性暴力 

 ～暴力とその影響を知る～ 

※時間はすべて午前１０時～正午です。 

※連続した講座ではありません。希望する回のみの参加もできます。 

◇場所 パルティ（宇都宮市野沢町４－１） 

◇定員 各回先着１５人（女性限定） 

◇費用 各回５００円 

◇一時保育 １人１回５００円（満１歳～就学前） 

※各回の３週間前までに申し込みが必要です。 

◇申込 事前に電話等でパルティ（☎０２８－６６５－７７０６）

あて申し込む。 

※市では、とちぎ男女共同参画財団およびとちぎ男女共同参画センタ

ーが主催する講座の受講費用（教材費・材料費を除く）に対して、

５，０００円を上限に補助します。詳細は、市生涯学習課（南那須

庁舎）にご相談ください。 

※詳細は、パルティホームﾍﾟ―ｼﾞ（ＵＲＬ：http://www.parti.jp/）で

ご確認ください。また、各講座の案内チラシは、市こども課（保健

福祉センター）にも備え付けてあります。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

    生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

とちぎウーマン応援塾２０１９ 参加者募集 
◇実施期間 ７月６日（土）～１１月９日（土）のおおむね土曜日 

全７回 

◇場所 パルティ（宇都宮市野沢町４－１）ほか 

◇内容 男女共同参画に関する講義やグループワークを通して社会的

な場で必要とされるスキルを身につける 

◇対象 地域活動、社会活動に参画する意欲のある女性 

◇定員 定員２０名程度（選考のうえ、６月中に決定） 

◇費用 無料（第６回目のみ実費負担あり。） 

◇申込 ６月１２日（水）までに所定の申込用紙（下記備付）に必要

事項を記入し、下記あて申し込む。 

※詳細は、パルティホームページ（ＵＲＬ：http://www.parti.jp/）で

ご確認ください。申込用紙のダウンロードもできます。 

■問合 とちぎ男女共同参画センター（パルティ） 

☎０２８－６６５－８３２３ 

    生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

ふれあいじんけんフォーラム 
県教育委員会では、人権に関する様々な課題について、正しい理解

と認識を深めることを目的として人権フォーラムを開催します。 

今年度は、魂のヴォーカリストによる講演ライブを開催します。実

体験を通じて生まれた「魂のうた」を歌い“絆”の大切さを伝えます。 

◇日時 ６月１１日（火）午後１時３０分～４時（受付午後１時～） 

◇場所 那珂川町小川総合福祉センター（那珂川町小川１０６５） 

◇内容 人権ライブ「絆 ～僕が命の大切さを知った日～」 

講師：杉山 裕太郎 氏 

◇対象 県民一般、行政・教育関係者等 

◇費用 無料 

◇申込 ６月４日（火）までに電話等で下記あて申込む。 

■問合 塩谷南那須教育事務所 ☎０２８７－４３－０１７６ 
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こども常磐津教室生徒募集 
 烏山山あげ保存会芸能部会では、山あげ祭でおなじみの常磐津の唄

と三味線に興味がある児童や生徒を募集します。年間を通した練習の

ほか、発表会や各種イベントへの参加も予定しています。 

◇対象 小学１年生から中学３年生まで（保護者も参加できます。） 

◇費用 無料 

◇申込 随時募集していますので、下記あてお問い合わせください。 

■問合 指導者：常磐津津紫摩 ☎０９０－４０２３－９５２５ 

烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 

市文化協会 芸能発表会 
市文化協会の総会終了後に芸能団体による発表会を開催します。 

興味のある人は、ぜひ、ご覧ください。 

◇日時 ５月９日（木）午前１１時～正午 

◇場所 烏山公民館２階 

◇内容 舞踊の披露 

◇費用 無料 

※事前申し込みは不要です。 

※総会の進行状況により、時間が多少前後する場合があります。 

■問合 市文化協会事務局（烏山公民館内） 

☎０２８７－８３－１４１２ 

 

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

 

市民ハイキング 
◇日時 ６月９日（日）※出発予定：烏山庁舎、保健福祉センター 

◇場所 栃木市太平山（太平山神社付近散策） 

※募集、行程については５月１５日号のお知らせ版に掲載しますので、

ぜひ、ご参加ください。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興グループ 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 

第４２回壮年ソフトボール大会 
◇日時 ６月５日（水）試合開始：午後７時３０分 

◇場所 烏山運動公園 

※既に申し込みをしているチームで参加できない場合は、５月１７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 

☎０２８７－８４－３３６４（吉原） 

 

■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。 

 

スポーツ教室～ゴルフ入門～参加者募集 
◇日時 ６月９日、７月１４日、８月２５日、９月２２日、 

１０月１３日 

※すべて日曜日の開催で、時間は午前９時～１１時です。   

◇場所 高根沢ゴルフパーク（高根沢町石末６３７－１） 

◇内容 ゴルフをとおして、健康づくり・仲間づくりを行う 

◇講師 富田和義 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名（初めての人対象） 

◇費用 練習代等実費 

◇持物 活動に適した服装、ゴルフクラブ、筆記用具 

※申し込みの際、ゴルフクラブの有無をお伝えください。 

◇申込 ５月１１日（土）～２４日（金）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 生涯学習課公民館グループ ☎０２８７－８３－１４１２ 

■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

水難救助訓練 
 水難事故の多発期を迎えるにあたり南那須広域消防、那須烏山・那

珂川警察署、栃木県消防防災航空隊合同で、水難救助訓練を行います。 

 消防防災ヘリコプターによる救出訓練及び救助艇による救出訓練等

が見学できます。 

◇日時 ５月１３日（月）午後１時～４時 ※荒天の場合は中止 

◇場所 野上舟戸地内那珂川河川敷（下野大橋付近） 

◇参加機関 南那須地区広域消防本部・栃木県消防防災航空隊・那須

烏山警察署・那珂川警察署 

■問合 消防本部警防課 ☎０２８７－８２－２００９ 

 

ハザードマップの再確認をしましょう 
 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。 

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

認する等、災害に備えましょう。 

※ハザードマップは、市ホームページでも確認することができます。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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 

 

栃木県防災メール 
 市の防災情報メールの他、栃木県でも地震や気象の情報をメール配

信する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、 

@bousai-tochigi.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 bousaimail-entry@bousai-tochigi.jp 

■問合 県危機管理課 ☎０２８－６２３－２１３６ 

    県消防防災課 ☎０２８－６２３－２１３２ 
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■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館 催し物案内 
【南那須図書館 おはなし会】 
※今回は、こどもの読書週間イベントのためＷスタンプです。 

◇日時 ５月４日（土・祝）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 みなと座 

◇内容 人形劇「あそぼう！あそぼう！」、かんたん工作 

【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ５月１１日（土）午後２時～３時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇出演 人形劇団こっこ 

◇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】 
※今回は、こどもの読書週間イベントのためＷスタンプです。 

◇日時 ５月４日（土・祝）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 

 

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

 

母の日コンサート 
◇日時 ５月１２日（日）午後１時３０分～３時３０分（午後１時開場） 

◇場所 那珂川町小川総合福祉センターあじさいホール 

（那珂川町小川１０６５） 

◇内容 第１部：母への手紙 

第２部：わくわくコンサート「心の玉手箱」 

第３部：海の声、Ｓｔａｎｄ Ａｌｏｎｅ ほか 

◇出演 山田ぶんぶん、倉沢大樹 

◇費用 大人：前売券２，５００円、当日券３，０００円 

中学生以下：前売券１，５００円、当日券２，０００円 

※座席を利用しない乳幼児は無料。当日券は残席がある場合のみです。 

※収益金の一部は、那珂川町、那須烏山市の社会福祉活動に役立てます。 

◇取扱 ・烏山和紙会館 ☎０２８７－８２－２１００ 

    ・小島文具店 ☎０２８７－９２－２１０２ 

    ・那須野が原ハーモニーホール ☎０２８７－２４－０８８０ 

    ・ＦＫＤショッピングプラザ宇都宮店３Ｆ 

◇主催 母の日コンサート実行委員会 

◇後援 那珂川町教育委員会、那珂川町社会福祉協議会、那須烏山市 

◇協力 Ｌ．Ｉ．Ｂ．（音響、照明）、唱和なでしこ、歌えバンバン 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 藤田製陶所 ☎０２８７－９３－０７０３ 

 

山野草展示会 
 いきがい山野草教室の会員による展示会です。ぜひ、お越しください。 

◇日時 ５月１１日（土）、１２日（日）午前９時～午後４時 

◇場所 南那須公民館第１会議室 

■問合 いきがい山野草教室（伊藤）☎０８０－５５３４－４２３０ 

 

山野草と花木の展示会 
 八溝山野草愛好会、野上趣味の会が育てた美しい植物を、ぜひ、ご

覧ください。 

◇日時 ５月３日（金・祝）～５日（日・祝）午前９時～午後４時 

◇場所 龍門ふるさと民芸館内および民芸館前芝生公園 

◇主催 八溝山野草愛好会、野上趣味の会 

■問合 龍門ふるさと民芸館 ☎０２８７－８３－２７６５ 

南那須特別支援学校運動会 
◇日時 ６月１日（土）午前９時３０分～午後２時１０分 

※雨天の場合は２日（日）に順延、２日も雨天の場合は３日（月）に

校内のみで開催します。 

◇場所 南那須特別支援学校運動場 

※当日は、受け付け後自由に見学ください。 

※駐車場は、本校近くの緑地運動公園をご利用ください。 

■問合 南那須特別支援学校 ☎０２８７－８８－７５７１ 

 

とちぎ海浜自然の家 
【海浜の旬・メロン】 
◇期日 ６月８日（土）～９日（日）１泊２日 

◇内容 メロン狩り体験、メロン試食、塩づくり、砂浜遊び、ダッチ

オーブン、ナイトハイク、しおりづくり等 

◇対象 県民どなたでも    

◇定員 約２００名（定員を超える場合は抽選になります。） 

◇費用 大人：７，６００円、高校生：５，９００円、 

中学生：５，０００円、小学生：４，８００円、 

   ３歳以上：４，０００円、３歳未満：３００円 

※選択活動によっては、別途２００円が必要となります。 

◇申込 ５月６日（月・振休）までに、ハガキまたはＦＡＸ、電話、

Ｅメールに事業名「海浜の旬・メロン」、代表者氏名とその

他の参加者氏名（漢字・ふりがな）、郵便番号、住所、電話

番号、性別、６月８日現在の年齢（学年）を記入し、下記あ

て申し込む。 

【海浜夏まつり】 
◇期日 ７月６日（土）～７日（日）１泊２日 

◇内容 演奏会、地引網体験、おまつり広場、スポーツ館遊び 

    磯節鑑賞・体験、マジックショー等 

◇対象 県民どなたでも    

◇定員 約２５０名（定員を超える場合は抽選になります。） 

◇費用 大人：７，０００円、高校生：５，２００円 

   中学生：４，３００円、小学生：４，１００円 

   ３歳以上：３，３００円、３歳未満：３００円 

※特別食希望者は別途料金となります。 

◇申込 ６月３日（月）までに、ハガキまたはＦＡＸ、電話、Ｅメー

ルに事業名「海浜夏まつり」、代表者氏名とその他の参加者

氏名（漢字・ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号、性別、

７月６日現在の年齢（学年）を記入し、下記あて申し込む。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 とちぎ海浜自然の家 ☎０２９１－３７－４００４ 

    ＦＡＸ０２９１－３７－４００８ 

    Ｅメール：kaihin-info@tmf.or.jp（申込専用） 

    〒３１１－１４１２ 茨城県鉾田市玉田３３６－２ 

 

樹木の枝が道路に張り出していませんか？ 
 皆様が所有する樹木が、道路上に倒れたり、道路をおおったり、枝

が落ちたりして、通行者に迷惑をかけることがありますので、道路に

飛び出すことがないように注意して管理をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 
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「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 

 

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種電気工事士筆記

試験準備講習① 

５月２０日（月） 

～２２日（水） 
３，５２０円 ５月１０日 

測定技術基礎 
５月２３日（木） 

２４日（金） 
４，９５０円 ５月１３日 

ガス溶接技能講習①

（土日） 

６月 １日（土） 

２日（日） 
４，９５０円 ５月２２日 

研削砥石取り替え業務

特別教育① 

６月 ６日（木） 

７日（金） 
３，５２０円 ５月２７日 

アーク溶接特別教育① 
６月１０日（月） 

～１２日（水） 
４，９５０円 ５月３１日 

ビジネスマナー 
６月２５日（火） 

２６日（水） 
３，５２０円 ６月１７日 

マシニングセンタプロ

グラミングの基礎 

６月２６日（水） 

２７日（木） 
３，５２０円 ６月１７日 

観光業におけるマーケ

ティング 

６月２７日（木） 

２８日（金） 
３，５２０円 ６月１７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 

 

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

 

５月の各種相談事業 
【行政相談】 
◇日時 ５月２２日（水）午前９時～正午 

◇場所 市役所烏山庁舎市民室 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２     

【交通事故巡回相談】 
◇日時 ５月１７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 

【もの忘れ相談】 
◇日時 ５月１０日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 市役所烏山庁舎市民室 

◇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 

【心配ごと相談】 
◇日時 ５月１５日（水）午前９時～正午 

◇場所 保健福祉センター 

■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 

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】 
◇日時 ５月７日（火）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 

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、栃木県の電子書籍を無料で閲覧できる地域特化型電子書籍

ポータルサイトです。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 

 

 

 

■行事予定        
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５月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 水 
■即位の日 

【休日当番医】七合診療所 

 

☎0287-82-2781 

２ 木 
■国民の休日 

【休日当番医】林田医院 
☎0287-88-2056 

３ 金 
■憲法記念日 

【休日当番医】白寄医院（那珂川町） 

 

☎0287-92-2710 

４ 土 

■みどりの日 

【休日当番医】水沼医院 

こどもの読書週間イベント 9:30～18:00 

おはなし会10:30～11:00 

おはなし会14:00～14:30 

 

☎0287-84-0001 

烏山図書館 

南那須図書館 

烏山図書館 

５ 日 
■こどもの日 

【休日当番医】鈴木整形外科（那珂川町） 

 

☎0287-96-2811 

６ 月 
■振替休日 

【休日当番医】山野クリニック 
☎0287-84-3850 

７ 火 

固定資産税第１期納期限・口座振替日  

県壮年ソフトボール大会南那須支部予選会（～9 日） 

精神障がい者と家族の会交流会・相談会 

 

緑地運動公園 

大金駅前観光交流施設 

８ 水 烏山地区自治会親善ソフトボール大会（～１７日、毎週水・木・金） 烏山運動公園 

９ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１０ 金 もの忘れ相談 烏山庁舎 

１１ 土 おたのしみ会14:00～15:00 南那須図書館 

１２ 日 

【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） 

国体ｱｰﾁｪﾘｰ競技第2次県予選大会

兼高校総体兼関東高校予選会 

☎0287-92-2034 

大桶運動公園 

 

１３ 月 
妊婦・産後ママサロン（要予約）受付 9:40～10:00 

春季男女混合バレーボール大会（～17 日） 

保健福祉センター 

烏山体育館ほか 

１４ 火 
七合地区グラウンド・ゴルフ大会 

南那須ゲートボール協会春季大会 

大桶運動公園 

南那須運動場 

１５ 水 

心配ごと相談 

そーいんぐ教室（要予約）受付 9:30～  

那須烏山警察署長・交通安全協会長杯グラウンド・ゴルフ大会 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

緑地運動公園 

※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 


