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■感染症対策情報        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

新型コロナウイルスワクチン接種 
現在、市では、ワクチン接種の準備を進めています。まだ、未確定

な内容もありますが、現時点で把握している情報をお伝えします。 

接種対象となる人には、準備が整い次第、順次接種券を発送します。

また、重症化リスクの高い６５歳以上の高齢者（昭和３２年４月１日

以前に生まれた人）、基礎疾患を有する人等の順に、段階的に接種を進

めていきます。ワクチン接種についての最新情報は、広報やホームペ

ージ等でお知らせしますが、ワクチンの配給状況により、変更になる

ことがありますので、ご理解ご協力をお願いします。 

◇対象 １６歳以上の人（原則、住民票のある市町村で接種します） 

◇費用 無料 

◇接種券発送時期 ６５歳以上：３月下旬 

         それ以外の人：４月以降 

◇接種方法 完全予約制による集団接種 

 （会場：那須南病院、那須烏山市武道館） 

※会場の広さの関係から、武道館を中心に実施します。 

※状況により、かかりつけ医での「個別接種」も検討中です。 

◇接種の流れ  

①接種券を受け取る。 

②予約する。（電話、インターネット、ＬＩＮＥ等） 

 ③接種に必要な書類が届く。 

④指定日・会場で接種する。 

※予約専用ダイヤルの電話番号は、接種券に記載されています。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

【ワクチンや副反応等、専門的なことに関する問合】 

区分 電話番号 

国の相談窓口 
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

☎０１２０－７６１－７７０ 

栃木県の相談窓口 
受診・ワクチン相談センター 

☎０５７０－０５２－０９２ 

【予防接種の日程や会場に関する問合】 

区分 電話番号 

那須烏山市 
新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

☎０２８７－８２－７５３５ 

■問合 那須烏山市新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

☎０２８７－８２－７５３５ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■聖火リレー        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

聖火リレー開催に伴う交通規制 
 ３月２８日（日）に開催される聖火リレー開催に伴い、市内のルー

ト上とその周辺地域において大規模な交通規制を行います。ご不便を

おかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇交通規制 

規制時間 
午後７時～９時（予定） 

※規制解除は段階的に行います。 

規制区域 

①通行止め 

 烏山高校～ＪＲ烏山駅（聖火リレールート上） 

②進入制限 

 ・ルートから延びる枝道 

 ・滝田大橋西交差点 

 ・神長交差点 

 ・野上交差点 

 ・旭交差点 

駅周辺住民および烏山

駅利用者代替駐車場 

ＪＡ烏山支店駐車場（入口は北側のみ） 

※３月２８日（日）のみ利用可 

※詳細は、３月１０日（水）の行政区長等文書配付で配付したチラシ

でご確認ください。 

■問合 東京2020オリンピック聖火リレー那須烏山市実行委員会 

事務局（市生涯学習課スポーツ振興室内） 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 

市営バス・コミュニティバスを迂回します 
 ３月２７日（土）、２８日（日）の２日間（終日）は、聖火リレーの

開催に伴い、烏山駅前での会場準備や交通規制があるため迂回します。 

詳細は、バス車内およびバス停等に掲示します。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 
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 アイムペットセレモニー 
 

あなたの大切なペットの安らかな 
旅立ちをお手伝いいたします。 

 
フリーダイヤル0120-88-2894 
〒321-0532 栃木県那須烏山市藤田1949-1 
TEL 0287-88-2890 FAX 0287-88-1880 
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■雇用・就職等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和３年度会計年度任用職員の募集（受付窓口：学校教育課） 
◇任用期間 ４月１日～令和４年３月３１日 

◇募集内容 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 応募要件 試験日 

学校生活支援員 １人 小学校での担任の補助や児童の生活支援 
（時給） 

８９７円～９１１円 
・普通自動車運転免許 

応募者あて 

別途通知 

◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します） 

◇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～午後４時３０分（うち７時間）です。配属校により勤務時間帯は異なります。詳細

は、下記問合にご確認いただくか、「募集案内」（下記備付または市ホームページ掲載）でご確認ください。 

      ・令和２年度中に、本市の会計年度任用職員としての経験がある場合、時給換算額が加算されます。 

      ・通勤手当は、自動車等の使用距離が２ｋｍ以上であれば支給されます。 

      ・期末手当は、任用期間が６か月以上、かつ、週３０時間以上勤務する場合に支給されます。 

      ・週２０時間以上の勤務（時間外勤務を除く）をする場合には、社会保険加入の対象となります。 

      ・採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。 

◇応募方法 ３月１９日（金）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付または市ホームページ掲載）に

必要事項を明記し、応募要件に記載のある資格等はそ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時まで、郵送の場合は３月１９日（金）必着です。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

 

令和３年度会計年度任用職員（受付窓口：市民課） 
◇任用期間 ５月１日～令和４年３月３１日 

◇募集内容 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 応募要件 試験日 

看護師 １人 

看護業務および診療所運営補助業務 

月・火・木・金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分 

水曜日：午前８時３０分～午後０時３０分 

土曜日：午前８時３０分～午後０時１５分 

（月額） 

正看 １９５，５００円 

准看 １８５，５００円 

・看護師免許 

・普通自動車運転免許 
４月上旬頃予定 

◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します） 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～土曜日です。ただし、勤務地により勤務時間の違いや日曜・祝日勤務があります。詳細は、下記問合に

ご確認いただくか、「募集案内」（下記備付または市ホームページ掲載）でご確認ください。 

      ・令和２年度中に、本市の会計年度任用職員としての経験がある場合、給料に加算があります。 

      ・通勤手当は、自動車等の使用距離が２ｋｍ以上であれば支給されます。 

      ・期末手当は、任用期間が６か月以上、かつ、週３０時間以上勤務する場合に支給されます。 

      ・週２０時間以上の勤務（時間外勤務を除く）をする場合には、社会保険加入の対象となります。 

      ・採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。 

◇応募方法 ３月２９日（月）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付または市ホームページ掲載）に

必要事項を明記し、応募要件に記載のある資格等はそ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時まで、郵送の場合は３月２９日（月）必着です。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

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

 

なすから特派員写真展 
本市のシティプロモーション推進のため、令和２年度に「なすから

特派員」がインスタグラムへ投稿した写真を中心とした写真展を開催

します。 

◇期間 ３月１５日（月）～２９日（月） 

◇場所 山あげ会館内山あげコモンズ 

◇展示作品 ・なすから特派員による投稿写真 

      ・なすからフォトキャンペーン受賞作品 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用および消毒の

実施にご協力ください。また、体調の優れない人は参加をご遠慮く

ださい。 

※市ホームページでも写真展の展示作品を公開しています。ぜひ、ご

覧ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１ 

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、補助金を交付し支援を行っています。来年度のテー

マの詳細や事業の概要等の説明会を開催しますので、応募予定の人は

必ずご参加ください。 

◇説明会 ３月２３日（火）午後２時～ 市役所烏山庁舎第４会議室 

◇対象事業 「テーマ準拠型」 

令和３年度 

のテーマ 

・「公共スペース（公園）の有効活用」 

・「ＳＮＳを活用した動画配信事業」 

・「烏山線全線開業１００周年に向けた市民啓発事業」 

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。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ 

☎０２８７－８３－１１５１ 
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ＪＲ烏山線の時刻が変更となります 
 ３月１３日（土）に下記のとおりダイヤの改正がありました。市ホ

ームページにも時刻表を掲載しましたので、ご活用ください。 

 現行 改正 

時台 
宝積寺発 
（下り） 

烏山発 
（上り） 

宝積寺発 
（下り） 

烏山発 
（上り） 

６ ３５（宇）  ３６（宇）  

１５ ３５（宇）  ３７（宇）  

１８ １０  １１  

１９ １６ １９（宇） １７ ２０（宇） 

※（宇）：宇都宮発着 

※その他の時間帯に変更はありません。 

■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 

    まちづくり課地域づくりグループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

住宅の耐震診断・改修等の補助制度 
 市では、耐震性の不足している木造住宅の耐震強化を進めるため、

耐震診断および耐震改修、耐震建替えに係る費用の一部を補助してい

ます。令和３年度に補助を受けたい場合は、事前にご相談ください。 

◇対象住宅 昭和５６年５月以前の旧耐震基準で建てられた住宅 

◇補助上限額 

・耐震診断 ２万円（費用の３分の２以内） 

 ・補強計画策定 ８万円（費用の３分の２以内） 

 ・耐震改修、耐震建替 １００万円（費用の５分の４以内） 

※補助上限額は、令和３年３月時点のものです。 

◇対象者 対象住宅を所有し、かつ、居住する人で、令和３年度に耐

震診断等を実施予定の人 

※この相談によって、補助を確約するものではありません。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

着物で街中散策写真展を開催しています 
着物で街巡りの１０年の歩みを、ぜひ、ご覧ください。 

◇展示期間 ４月３０日（金）まで 

◇展示場所 山あげ会館内 

■問合 街に賑わいを興す会（小堀） ☎０２８７－８２－２６０８ 

 

■電子証明書           
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナンバーカード「電子証明書」の更新 
マイナンバーカードを持っている人で、電子証明書の更新案内が届

いた人は、電話予約のうえ、更新手続きをしてください。 

※更新手続きができる時間は、平日の午前８時３０分～午後５時です。 

※毎週木曜日の窓口延長業務では手続きできません。 

■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 

 

■行政相談           
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

行政相談所 
総務大臣からの委嘱を受けた行政相談委員が、国・県や市等、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「心配ごと相談」で実施している定

例相談のほか、下記により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 ３月２４日（水）午前９時～正午 

◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室（事前申し込みは不要です） 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

■入札・契約           
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

小規模工事等契約希望者登録の受付 
 令和３年３月末で「住宅リフォーム助成制度」が終了しますので、

市が発注する「５０万円を超えない建設工事または修繕工事」の契約

を希望する人は、再度、登録手続きが必要となりますので、下記によ

り申請をお願いします。 

◇受付期間 ３月１５日（月）～３１日（水）午前９時～午後５時 

※土・日曜日および祝日を除く。 

◇受付場所 総務課（烏山庁舎） 

◇登録できない人 

・令和２年１０月に受付した「令和３・４年度有効分の入札参加資

格審査定期申請」に登録した人 

・市の区域内に事務所または住所を有しない人 

・成年被後見人および被保佐人並びに破産者で復権を得ない人 

・希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない人 

・その他、那須烏山市競争入札等参加資格審査規程第３条の規定に

いずれも該当しない人 

◇申込方法 「小規模工事等契約希望者登録申請書」（下記備付または

市ホームページ掲載）に必要事項を明記し、下記の書類

を添付のうえ、下記あて提出する。 

①納税証明書 

②希望する業種に必要な資格、免許等を証明するもの 

◇有効期間 ４月1日（木）～令和６年３月３１日（日） 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

戸別受信機を無料で貸し出しています 
市では「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される情報を、音声

で聞くことができる「戸別受信機」を無料で貸し出しています。自宅

内に簡単に設置でき、持ち運びすることもできます。もしもの災害に

備え、ぜひ、ご利用ください。 

◇配信する情報 防災情報、くらし情報、健康・福祉情報、学び・子

育て情報、観光情報、市政情報 

◇対象 市内在住の人 

◇費用 無料 

◇貸出窓口 総務課（烏山庁舎）、健康福祉課（保健福祉センター） 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

防災・行政情報配信サービスを登録しましょう 
 市では、防災・行政情報の配信サービスを行っています。スマート

フォンで下記の画像を読み取り登録してください。 

なお、フィーチャーフォン（ガラケー）等の場合は、これまでどお

りメール配信も並行して行いますので、引き続きご利用ください。 

◇登録用アドレス等 

スマートフォン 

App Store用 

 

 

 

Google Play用 

  

 

 

※App StoreまたはGoogle Playで「インフォカナル」
と検索しても登録できます。 

フィーチャー 
フォン等 

 

 

 

登録用アドレス 

bousai.nasukarasuyama-city 

@raiden3.ktaiwork.jp 

※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。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
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防災行政無線の放送期間を延長します 
市では、平成１１年から南那須地区において市防災行政無線「ぼう

さいなすからすやま」を放送しています。 

当初の予定では、令和３年３月末で放送を終了する予定でしたが、

令和４年１１月末まで放送を延長します。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

「栃木県民ごはんの日」プロジェクト 
毎月、「５（ご）」と「８（はん）」のつく日を「栃木県民ごはんの日」

と定め、この日は「1 日３食ごはんを食べよう」を合言葉に、米の消

費拡大運動を展開しています。 

米の消費拡大につながる取り組みを協賛事業として募集しています

ので、参加していただける企業・団体は、応募用紙に必 

要事項を記載し、下記あて提出してください。 

詳細は、右記の画像を読み取るか、県ホームページで 

ご確認ください。 

■問合 県農政部経済流通課 ☎０２８－６２３－２２９８ 

ＦＡＸ０２８－６２３－２３０１ 

Ｅメール：keizai-ryutu@pref.tochigi.lg.jp 

 

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

 

なすから健康マイレージ 
４月１日（木）から、ＦＵＮ＋ＷＡＬＫアプリを使用して、なすか

ら健康マイレージのポイントが貯まるようになりました。ぜひ、この

機会に個人でできる健康づくりを始めましょう。 

◇期間 ４月１日（木）～令和４年２月２８日（月） 

◇対象 市に住所を有する２０歳以上の人 

◇実施方法 

①ＦＵＮ＋ＷＡＬＫアプリをスマートフォン等にインストールする。 

 （基本情報は、必ず「那須烏山市」まで登録してください。） 

App Store用 Google Play用 

※App StoreまたはGoogle Playで「ＦＵＮ＋ＷＡＬＫ」と検索
しても登録できます。 

②インストールしたスマートフォン等を身につけて歩くと、   

１，０００歩毎に１ポイント貯まる。 

③アプリ内で１００ポイント貯めると、なすから健康マイレージポ

イント１０ポイントに交換可能です。クーポンコード画面を健康

福祉課（保健福祉センター）窓口で提示し、なすから健康マイレ

ージポイントに交換します。 

※とちまる健康ポイントと同じアプリです。アプリ利用料は無料です

が、通信料は個人負担となります。 

※歩数カウントでポイントが付与されるため、位置情報が取得できる

ように設定する必要があります。 

※月末にポイントがリセットされるため、期間内にポイント交換をし

てください。ポイントをクーポンに交換すると、クーポンを利用す

るまで消失しません。ただし、一度使ったクーポンやポイントは再

付与できません。 

※アプリで貯めたポイントで、他のクーポンを取得できます。 

※リーフレットは５月６日（木）から健康福祉課（保健福祉センター）

窓口や市の健診等で配布します。健康マイレージ事業の商品を応募

する場合は、健康診査受診（職域、人間ドック、妊婦健診含む）が

必須です。詳細は、リーフレット等をご確認ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

女性のための健康講座 
 「骨盤コンディショニングヨガ」の動画を作成しました。市ホーム

ページから視聴できますので、日々の健康づくりにお役立てください。 

◇公開期間 ４月３０日（金）まで 

◇内容 骨盤コンディショニングヨガ 

※体ほぐし編、骨盤コンディショニング編の２部構成になっています。

動画サイズの関係で、それぞれ前半と後半に分かれています。 

◇対象 ２０代～５０代の女性向け 

◇講師 ＮＰＯ法人 国際ヨガ協会 飯塚弘美 氏 

◇視聴方法 市ホームページ内「健康・福祉」のカテゴリーから「健

康」→「女性のための健康講座」をクリックし、ご覧ください。 

※通信費は個人負担となります。また、動画は本事業の目的外使用は

できません。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

生活支援サービス事業「助っ人からす」 
暮らしの中のちょっとした困りごと等（生活支援ニーズ）の相談に

応じ、地域の皆さんと一緒に解決に向けたお手伝いをします。 

◇対象 高齢者や障がい者のみの世帯等 

◇内容 対象者の生活支援ニーズを把握し、その解決に向けて地域住

民（協力者）と関係機関が連携して支え合います。 

区分 内容 

お話し訪問 
協力者が対象者宅を毎月定期的に訪問し、社協が発行す

る情報誌等の配布を通して、安否確認を行います。 

お助け訪問 

対象者の居宅で随時発生した生活支援ニーズに応じ、協

力者が訪問しておおむね１時間程度でできるお助け活

動を行います。（電球交換、家財の移動、片付け等） 

◇費用 無料（資材等経費が発生する場合は実費負担となります） 

◇利用方法 対象者・協力者共に事前登録制です。相談があってから

の対応となりますので、事前に下記あてご連絡ください。 

【協力者の募集】 
活動協力者を募集していますので、本事業に理解と協力ができる市民

の皆さまの登録をお願いします。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。  

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

    社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

 

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

 

こども医療費助成制度の大切なお知らせ 
 こども医療費助成制度は、中学３年生までのお子さんを対象に、病

気やケガなどで医療機関等を受診した場合に、医療費の自己負担分を

市が助成するものです。 

◇かかりつけ医を持ちましょう 日頃の健康状態や以前にかかった 

病気、飲んでいる薬等を把握しているため、相談しやすいだけでな

く、検査や専門的治療が必要な場合に適切な病院を紹介してもらえ

ます。 

◇休日や夜間の受診を見直しましょう 休日や夜間に診療している

救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。

急病等のやむを得ない場合を除き、かかりつけ医で診療時間内の受

診を心がけましょう。休日や夜間にお子さんの急な発熱やケガ等で

心配なときは、「とちぎ子ども救急電話相談」をご利用ください。 

・相談時間 月～土曜日 午後６時～翌朝８時 

（日曜日、祝日は２４時間対応） 

・電話番号 ☎＃８０００または☎０２８－６００－００９９ 

◇ジェネリック医薬品を活用しましょう ジェネリック医薬品は、先

発医薬品と同等の効能を持ちながら価格を低く設定できる薬です。

医療費軽減につながるだけではく、飲みやすくする等の工夫がされ

ています。（病気や他の薬との飲み合わせなどから、使うことができ

ない場合もありますので、かかりつけ医にご相談ください） 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 
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こども医療費受給資格証は 

小学校１年生からオレンジ色になります 
 令和３年４月から小学校へ入学する児童を対象に、新しい受給資格

証（オレンジ色）を３月末までに郵送します。受給資格証の内容をよ

く確認し、記載情報に変更がある場合は、届け出をお願いします。 

◇利用開始日 ４月１日（木）受診分からオレンジ色の受給資格証を

使用してください。 

◇変更届出等 こども医療費受給資格証の内容に変更がある場合は、

お子さんの健康保険証を持参のうえ、こども課（保健

福祉センター）で手続きをしてください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

 ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】 
◇日時 ４月以降の毎週水曜日・日曜日 午前１０時～１０時４５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 市内在住の未就園児と保護者等 先着３組程度 

◇申込 事前申し込みは不要です。 

【管理栄養士によるお話】 
◇日時 ４月１３日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 端午（たんご）の節句のおはなし 

◇対象 市内在住の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 先着３組程度 

◇申込 事前申し込みは不要です。 

※利用する際はマスクを着用してください。また、発熱等の症状があ

る人は利用をご遠慮ください。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、状況により休止する場合も

あります。 

※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「４月の移動出前サロン」 
◇日時 毎週木曜日 午前９時３０分～午後１時３０分 

◇場所 藤田公民館（藤田７８４） 

◇内容 手遊び、親子体操等で子育て支援員と一緒に遊びましょう！ 

※内容は、市ホームページでも確認できます。 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等  

◇申込 事前申し込みは不要です。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、同時に利用できる人数は 

３組程度を目安とし、利用時間は１組１時間程度とします。また、

状況により休止する場合もあります。 

※利用する際はマスクを着用してください。また、発熱等の症状があ

る人は利用をご遠慮ください。 

※室内での飲食はご遠慮ください。（ただし、水分補給のための飲料は

可能です） 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

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

 

第３２回 一般男女ソフトボール大会 
◇日時 ４月１４日（水）～２３日（金）の毎週水・木・金曜日 

    試合開始：午後７時４５分～ 

◇場所 烏山運動公園 

※既に申し込みをしたチームで参加できない場合は、３月３１日（水）

までに電話等で下記あて連絡する。 

■問合 市体協ソフトボール部烏山支部事務局（村上） 

☎０２８７－８４－３６７２ 

 

スポーツ教室参加者募集 
◇スポーツ教室一覧 

教室名 
（募集人数） 

問合先 
対象 

場所 
費用 

開設日・時間 

少年野球 

（20名） 

担当：大山 

☎090-1883-3288 

小学生 

（男女） 

烏山運動公園 

（多目的競技場東グラウンド） 

2,000円 
5月8日～7月11日 

毎週土曜日 

午後6時～8時 

※天候により日程が変更に

なる場合あり。 

卓  球 

（20名） 

担当：塩野目 

☎090-4917-7440 

小学3年生 

～一般 

（男女） 

向田体育館 

１回 

100円 
5月17日～6月17日 

毎週月・木曜日 

午後7時～9時 

剣  道 

（20名） 

担当：相ヶ瀬 

☎090-1031-0614 

小・中学生 

（男女） 

市武道館 

無料 5月12日～6月12日 

毎週水曜日：午後7時～8時 

毎週土曜日：午後6時～7時 

弓  道 

（南那須10名） 

担当：雫 

☎0287-88-2935 

（烏山10名） 

担当：平山 

☎0287-82-2548 

小学5年生 

～一般 

（男女） 

南那須弓道場・烏山弓道場 

無料 5月7日～28日 

毎週月・水・金曜日 

午後8時～9時30分 

女子ソフトボール 

（20名） 

担当：藤本 

☎090-8852-7445 

小学3年生 

～一般 

（女） 

烏山運動公園 

（多目的競技場西グラウンド） 

１回 

100円 

4月17日～6月27日 

毎週土曜日（5月1日除く） 

午後6時30分～8時30分 

※天候により日程が変更に

なる場合あり。 

ミ ニ バ ス 

（40名） 

担当：鈴木 

☎090-8652-8343 

小学生 

（男女） 

烏山小学校 

（体育館） 

1,000円 5月11日～7月13日 

毎週火曜日 

午後6時30分～8時30分 

テ ニ ス 

（16名） 

担当：板橋 

☎090-4362-5676 

中学生 

～一般 

（男女） 

烏山運動公園 

（テニスコート） 

2,000円 
4月3日～6月12日 

毎週土曜日（5月1日除く） 

午後3時～5時 

※天候により日程が変更に

なる場合あり。 

柔  道 

（30名） 

担当：赤野 

☎090-1810-1458 

小学生 

～一般 

（男女） 

市武道館 

1,000円 5月7日～6月8日 

毎週火・金曜日 

午後7時15分～8時45分 

空 手 道 

（30名） 

担当：沼田 

☎090-1552-7459 

小学生 

～一般 

（男女） 

烏山武道館 

無料 5月8日～6月26日 

毎週水・土曜日 

午後6時30分～8時 

◇申込 電話で各教室の代表者あて申し込む。 

※水泳教室については、後日お知らせ版で募集します。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、各教室が延期または中止

となる場合があります。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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アーチェリー体験教室 参加者募集 
令和４年度に開催される「いちご一会とちぎ国体」の普及啓発を目

的に「アーチェリー体験教室」を開催します。 

◇日時 ４月２４日（土）午後１時～３時（受付：午後０時３０分～） 

※新型コロナウイルス感染症の動向により中止となる場合があります。 

◇場所 烏山高校金井キャンパス内アーチェリー場 

◇対象 小学５年生～一般および市内小・中・高校に在籍している児

童・生徒（小学生は保護者同伴） 

◇定員 ２０名程度 

◇費用 無料 

◇申込 ４月２日（金）までに参加申込書（下記備付）に必要事項を

記入し、下記あて申込む。 

◇持物 動きやすい服装、飲み物等 

※アーチェリー競技に必要な用具は準備します。 

■問合 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須烏山市実行委員会 

事務局（生涯学習課内） ☎０２８７ー８８ー６２２３ 

 

■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。 

※公民館講座に参加する際は検温し、マスクを着用してください。 

 

那須烏山市の学び舎 

「なすからサロン～集まれまちの文化人」参加者募集 
令和２年度の講座を、令和３年度はリニューアルしました。説明会

で会員登録し、５つのコースの中から受講したいコースを選択します。 

◇日時 ４月１１日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 会員登録、講座内容の説明、申し込み手続き 

◇講師名等 

コース名 講師名 

歴史コース 
眞保昌弘 氏（国士舘大学准教授） 

上野修一 氏（なす風土記の丘湯津上資料館館長）他 

自然地理コース 
酒井豊三郎 氏（宇都宮大学名誉教授） 

青島睦治 氏（栃木県博物館名誉学芸員） 

文化教養コース 
木村康夫 氏（那須烏山市文化財保護審議員） 

滝口清榮 氏（哲学博士） 

音楽コース 

土谷長男 氏（石の蔵ビュースタジオ主宰） 

アミゴス・デ・モリヤ 

こども常磐津教室 

古典文学コース 和田貞夫 氏（氏家歴史文化研究会） 

◇対象 市内在住または在勤の人 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具、マスク 

◇申込 説明会で申し込みをしていただきます。説明会に参加できな

い人は、４月１３日（火）～３０日（金）に烏山公民館で申

し込むことができます。なお、この講座は、電話で申し込む

ことはできませんのでご注意ください。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

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

 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止となるイベント等情報 

※イベント等の詳細は、上記の問合先にお問い合わせください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

市内で活躍する次世代人材を紹介します 
 市観光協会では、市内で活動している若手人材を応援するため、活

動内容等のＰＲに協力します。市民や来訪者に自身の活動を知っても

らう良い機会になりますので、ぜひ、ご応募ください。 

◇募集期間 ３月１５日（月）～３０日（火） 

◇内容 活動者の写真、氏名、事業内容を載せた紹介パネルを龍門ふ

るさと民芸館内に設置し、ＰＲします。 

◇対象 市内で活動をしている若手の事業者、経営者、農家、地域活

動家、芸術家等 

◇費用 無料 

◇申込 ３月３０日（火）までに申込用紙（山あげ会館備付または観

光協会ホームページ掲載）に必要事項を記入し、メールまた

はＦＡＸで下記あて申し込む。 

※応募方法等詳細は、（一社）那須烏山市観光協会ホームページ

（https://yamaage.3g-kizuna.jp/machinaka/）でご確認ください。 

■問合 （一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７ 

    ＦＡＸ０２８７－８４－１９７８ 

    Ｅメール：yamaage-1977@ar.wakwak.com 

 

ひとり親応援事業「心から～」 
◇日時 ３月２０日（土・祝）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館 

◇内容 ひとり親のご家庭への文具配布・洋服等のお譲り会 

◇対象 ひとり親のご家庭ならどなたでも参加できます。 

■問合 ＮＰＯ法人野うさぎくらぶ（矢口） 

☎０８０－６７３１－６８１８ 

 

電話による相続・遺言無料相談 
◇受付期間 ７月までの毎月第２・４土曜日 午前１０時～午後３時 

（ただし、７月のみ第２・５土曜日） 

◇内容 相続・遺言に関する相談 

◇相談員 司法書士 

◇相談方法 ①電話で下記あて予約する。 

      ②予約をした相談者に相談員から所定の時間に電話をし

て相談を行う。（相談時間：３０分程度） 

■問合 栃木県司法書士会 ☎０２８－６１４－１１２２ 

 

法務省専門職員（人間科学）募集 
人事院、法務省では、心理アセスメントにより、非行や犯罪に至った

原因を分析する職員（矯正心理専門職）、改善更正のための専門的な指

導を行う職員（法務教官）、再犯・再非行の防止と社会復帰のための支

援を行う職員（保護観察官）の採用試験を実施します。 

◇受付期間 ・インターネット受付：３月２６日（金）～４月７日（水） 

      ・郵送または持参受付：３月２６日（金）～２９日（月） 

※原則として、インターネット申し込みをご利用ください。 

 （申し込み専用アドレス：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html） 

◇試験日 第１次試験（筆記試験）：６月６日（日） 

◇募集内容 

職名 受験資格 

矯正心理専門職 
４月１日において２１歳以上３０歳未満の人 

（２１歳未満で大卒（見込み）の人は受験可） 

法務教官または 

保護観察官 

４月１日において２１歳以上３０歳未満の人 

（２１歳未満で大卒（見込み）、短大卒（見込

み）の人は受験可） 

法務教官（社会人） ４月１日において３０歳以上４０歳未満の人 

※詳細は、法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）で 

ご確認ください。 

■問合 東京矯正管区職員課 ☎０４８－６００－１５０２ 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

４月 着物で桜巡り 中止 
街に賑わいを興す会(小堀) 
☎0287-82-2608 

５月 
あやめまつり 
チャリティーショー 

中止 
烏山地区民俗奉仕協会(川俣) 
☎0287-84-3154 
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国家公務員募集 
◇総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験） 

・受付期間 ３月２６日（金）～４月５日（月） 

・第１次試験日 ４月２５日（日） 

◇一般職試験（大卒程度試験） 

・受付期間 ４月２日（金）～１４日（水） 

・第１次試験日 ６月１３日（日） 

◇一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級）） 

・受付期間 ６月２１日（月）～３０日（水） 

・第１次試験日 ９月５日（日） 

※インターネットでお申し込みください。 

（申し込み専用アドレス：https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html） 

■問合 人事院関東事務局 ☎０４８－７４０－２００６～８ 

 

国税専門官（国家公務員）採用試験 
◇受付期間 ３月２６日（金）午前９時～４月７日（水） 

※原則として、インターネット申し込みをご利用ください。 

 （申し込み専用アドレス：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html） 

◇試験日 第１次試験：６月６日（日） 

◇試験の程度 大学卒業程度 

◇受験資格 

 ・平成３年４月２日～平成１２年４月１日生まれの人 

・平成１２年４月２日以降生まれの人で次に掲げる人 

①大学（短期大学を除く）を卒業した人および令和４年３月まで

に大学を卒業する見込みの人 

②人事院が①に掲げる人と同等の資格があると認める人 

※詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/about/recruit 

ment/kokusen/02.htm）で確認するか、下記あてお問い合わせくだ

さい。（土・日曜日および祝日は除く） 

■問合 （インターネット申し込みに関すること） 

人事院人材局試験課（受付：午前９時～午後５時） 

☎０３－３５８１－５３１１ 

（上記以外のお問い合わせ） 

関東信越国税局人事第二課（受付：午前８時３０分～午後５時） 

☎０４８－６００－３１１１ 

 

令和３年度「協会けんぽ」の保険料率 
中小企業等で働く人やその家族が加入している健康保険「協会けん

ぽ栃木支部」の健康保険料率は９．８７％に引き下げ、介護保険料率

は１．８０％に引き上げになります。４月納付分から変更となります。 

※詳細は、協会けんぽホームページ（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）

でご確認ください。 

■問合 協会けんぽ栃木支部 ☎０２８－６１６－１６９２ 

 

「国の教育ローン」をご利用ください 
◇融資限度額 学生・生徒１人につき３５０万円 

※一定の要件に該当する場合や海外留学資金は、最大４５０万円 

◇金利 固定金利：年１.６８％（令和２年１１月２日現在） 

※ひとり親家庭および世帯年収２００万円（所得１２２万円）以内ま

たは扶養する子どもが３人以上の世帯で、かつ、世帯年収５００万

円（所得３４６万円）以内の人は年１.２８％ 

※利率は金融情勢により変動しますので、借入時の利率と異なる場合

があります。 

◇返済期間 １５年以内 

※交通遺児家庭、ひとり親家庭および世帯年収２００万円（所得１２

２万円）以内または扶養する子どもが３人以上の世帯で、かつ、世

帯年収５００万円（所得３４６万円）以内の人は１８年以内 

◇申込 電話で下記あて資料請求するか日本政策金融公庫ホームペー

ジ（https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html）から

申し込む。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 教育ローンコールセンター ☎０５７０－００８６５６ 
 

栃木県立博物館 ４月の行事 
【承久の乱８００周年記念 
「長沼氏から皆川氏へ～皆川文書でたどるその足跡～】 

◇期間 ３月２０日（土・祝）～５月９日（日） 

◇展示解説日 ４月１１日（日）午後２時～３時 

◇内容 中世下野の名門武士団・長沼氏（のちの皆川氏）の足跡をた

どります。展示資料について、分かりやすく解説します。 

◇対象 どなたでも 

◇定員 ２０名（予約不要） 

【収蔵庫は宝の山！～博物館の資料収集活動～】 
◇期間 ４月２４日（土）～６月２７日（日） 

◇内容 開館以来、４０年にわたって収集された収蔵資料の逸品を公

開するとともに、資料をどのように収集、保管、活用してい

るのかを紹介し、世代を超えて資料を引き継ぐことの大切さ

をお伝えします。 

【県博デー】 

◇日時 ４月１８日（日）午前９時３０分～ 

◇内容 百人一首読み札ぬり絵、クイズにチャレンジ！、博物館コン

サート「宇都宮短期大学附属高校・中学校」、キッズツアー「よ

ろいかぶとの話」、学芸員のとっておき講座等 

◇対象 どなたでも 

【学芸員とっておき講座 
「動物の標本を作り続けて・・・あっ、３０年だ」】 

◇日時 ４月１８日（日）午後１時３０分～３時 

◇内容 県立博物館で、何を考え、どんな思いで色々な動物の標本を

作ってきたのかお話しします。 

◇対象 どなたでも 

◇定員 ４０名（要電話予約） 

【リレー講座「収蔵資料じまん話①」】 

◇日時 ４月２５日（日）午後１時３０分～３時 

◇内容 担当学芸員が自慢の収蔵資料について解説します。 

◇対象 どなたでも 

◇定員 ４０名（要電話予約） 

【博物館でやってみよう】 

◇日時 ４月２９日（木・祝）午後２時～３時３０分 

◇内容 扇ぬりえ体験（平安時代のイラストにぬり絵をしよう） 

◇対象 小学生（保護者同伴） 

【ツアーイベント（予約不要）】 
ツアー名 内容 

ファミリーツアー 
土・日曜日および祝日（県博デーを除く）実施の

子ども連れの家族向けのツアー（午前10時～） 

ミュージアムツアー 
土・日曜日および祝日（県博デーを除く）実施の

解説ツアー（午後1時30分～） 

キッズツアー 
県博デーに実施する小学生向けの解説ツアー 

（午後2時～2時30分） 

※開館時間や入館料等の詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 栃木県立博物館 ☎０２８－６３４－１３１１ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ４月３日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 愛宕台緑地公園 

◇散策コース 「愛宕台・烏山線・滝」（歩行５ｋｍ程度） 

愛宕台緑地公園 → 高峰パークタウン → 野上 → 烏山線沿いの道 

→ 龍門の滝 → 太平寺 → 滝駅 

◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 氏 

     那須烏山市観光ガイド 松本将樹 氏 

◇費用 無料（事前申し込みは不要です） 

◇持物 動きやすい服装、飲物等 

※感染症対策のため、検温する等、健康状態を確認してからご参加く

ださい。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

☎０８０－６５１２－０１６８ 
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市公式ホームページリニューアル 
４月１日（木）から市公式ホームページをリニューアルします。 

皆さんがより利用しやすいホームページになるよう、レイアウトや

デザインを変更します。リニューアルに伴い、アドレスも変更になり

ますので、ブックマークやお気に入りに登録している場合には、新し

いアドレスへの変更登録をお願いします。 

◇新しいアドレス https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/ 

※今までのアドレスのhttpのあとにsが付きます。 

■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 
◇広報なすからすやま 

名称 内容 

アプリ マチイロ 

アプリ「マチイロ」をダウンロードして 

広報紙やホームページを見よう！ 

https://machiiro.town/ 

 

T O C H I G I ebooks 

（栃木イーブックス） 

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 

https://www.tochigi-ebooks.jp/ 

 

マイ広報紙 

気になる広報紙をパソコンやスマートフ 

ォンでまとめてチェック！ 

https://mykoho.jp/ 

 

◇広報お知らせ版 

名称 内容 

メールマガジン 

毎月１日、１５日発行の広報お知らせ版 

をメール配信します。 

nasukarasuyama@req.jp 

 

※「nasukarasuyama@req.jp」「info@city.nasukarasuyama.lg.jp」から受信

できるようメール受信設定のうえ、メールマガジンの登録をしてく

ださい。詳細は、市ホームページでご確認ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

広報なすからすやま・広報お知らせ版の 

掲載基準をお知らせします 
◇掲載基準等 

区分 内容 

掲 
載 
範 
囲 

・市が主催、共催または後援する事業 

・市が委託または助成する事業 

・市以外の官公庁が主催、共催または後援する事業 

・行政区で実施する事業、地域の事業、その他話題性の高いもの 

・市内の事業所等が社会貢献活動の一環として行う事業で、市民

に対し公益性が高いと判断できる事業等の情報 

・参加費または会費が無料もしくは材料費程度（材料費、保険料、

資料代等その事業に相応しい費用）を徴収して行われる事業

で、広く市民が参加することができる事業等の情報 

掲 
載 
記 
事 
の 
優 
先 
順 
位 

広報に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、市が主

催、共催または後援する事業の次に市が委託または助成する事業

を優先します。これらの次に優先するものは、次の項目を多く満

たすものとなります。 

・市以外の官公庁が主催、共催または後援する事業に関するもの 

・参加費または会費が無料の事業等に関するもの 

・事業の開催場所が市内であるもの 

・市内在住者からの依頼であるもの 

・市民生活に有益な内容であるもの 

掲 
載 
除 
外 

次の項目に該当する記事は掲載できません。 

・公共性または公益性を損なうおそれがあるもの 

・営利目的のもの 

・政治活動や宗教活動を目的としたもの 

・公序良俗に反すると認められるもの 

・協賛や寄附等、金・物品を募ることを主な内容としているもの 

・個人の宣伝や活動を目的としたもの 

・その他、市が掲載記事として適当でないと判断するもの 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

市公式ＬＩＮＥ 友だち登録をお願いします 
本市の情報をより多くの皆さんにお届けするた

め、公式ＬＩＮＥアカウントを開設しています。 

市政情報のほか、イベント情報・観光情報・災

害情報等を配信します。 

◇アカウント情報 

・アカウント名：那須烏山市 

・アカウントＩＤ：＠nasukara-1112 

※ＬＩＮＥを利用するには、スマートフォン、タブレット端末、パソ

コン等のＬＩＮＥアプリを起動できる環境が必要です。アプリのイ

ンストール方法は、ＬＩＮＥホームページ（https://guide.line.me/ 

ja/signup-and-migration/line-install.html）でご確認ください。 

※原則、返信・回答はしません。お問い合わせは、各担当部署または

トーク画面のメニューにある広聴箱からお願いします。 

※配信時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。（緊急情

報の場合は、この時間以外でも配信します。） 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

令和３年度広報カレンダー 
 広報カレンダーは、３月２２日（月）から下記施設で配布します。 

なお、外出困難等により下記施設で入手することができない人は、

下記あてお問い合わせください。 

◇配布場所 ・烏山庁舎（総合政策課・正面玄関フロア） 

・南那須庁舎（正面玄関フロア） 

・保健福祉センター 

・烏山公民館 

・南那須図書館、烏山図書館 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

３月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 火   

１７ 水 心配ごと相談 保健福祉センター 

１８ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１９ 金 小学校卒業式  

２０ 土 
春分の日 

【休日当番医】山野クリニック 

 

☎0287-84-3850 

２１ 日 【休日当番医】高野病院（ 那 珂 川 町 ） ☎0287-92-2520 

２２ 月 
１歳児相談受付（午前） 

１歳６か月児健診受付（午後） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２３ 火 
２歳６か月児相談受付（午前） 

４か月児健診受付（午後） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２４ 水 

小・中学校修了式 

５歳児相談受付（午前） 

８か月児健診受付（午後） 

行政相談 

 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

烏山庁舎 

２５ 木 
窓口延長業務（～19：00） 

離乳食相談（要予約） 

烏山庁舎・保健福祉センター 

保健福祉センター 

２６ 金 
２歳児相談受付（午前） 

３歳児健診受付（午後） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２７ 土   

２８ 日 
【休日当番医】南那須青木医院 

東京２０２０オリンピック聖火リレー 

☎0287-88-6211 

 

２９ 月   

３０ 火   

３１ 水   
  


