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

 

６５歳以上の高齢者に対する 

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ 
 ６５歳以上の人（昭和３２年４月１日以前に生まれた人）を対象に

した新型コロナウイルスワクチンの接種を開始します。 

 対象者には、接種券を３月３０日（火）に発送しました。 

 国から最初に供給されたワクチン（約１，０００人分）の予約は、

すでに定員に達しました。 

 対象者分のワクチンは、今後も順次供給されます。供給時期や供給

量、医療体制が整いましたら、ワクチン接種予約を再開します。ワク

チン接種の日程については、行政区長等文書配付や市ホームページ等

でお知らせします。 

◇接種日程 決定次第、お知らせします。 

◇接種対象 ６５歳以上の人（市に住所を有する人） 

◇接種費用 無料 

◇接種方法 完全予約制による集団接種 

◇接種会場 那須南病院および市武道館 

◇接種の流れ 接種券を受け取ったら、 

 ①電話等で予約を取る。 

 ②予診票等、接種に必要な書類が届く。 

 ③指定日・会場で接種する。（予診票に必要事項を記入し、持参する） 

◇その他 

 ・コールセンターの電話番号は、接種券に記載されています。 

 ・コールセンターが大変混み合い電話がつながりにくい状況です。

申し訳ありませんが、時間をおいてから、おかけ直しください。 

 ・ＬＩＮＥやＷＥＢのシステムの不具合により、現在、電話のみの

予約となっています。４月の第４週（４月１９日の週）の稼働に

向けて準備中です。 

 ・ワクチン接種の予約は、コールセンターのみ１か所です。市や那

須南病院に電話をいただいても、予約を取ることはできません。 

 ・ワクチン接種に関しては、下記あてお問い合わせください。 

■問合 ワクチンや副反応等、専門的なことに関する問合 

【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 

【県の相談窓口】受診・ワクチン相談センター 

        ☎０５７０－０５２－０９２ 

■問合 予防接種の日程や会場に関する問合 

    市新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

    ☎０２８７－８２－７５３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

なすから特派員を募集します 
 市のシティプロモーション推進のため、ＳＮＳ（主にインスタグラ

ム）を活用し、本市での暮らしぶりを発信する「なすから特派員」を

募集します。 

◇任期 委嘱日から令和４年３月３１日（木）まで 

◇募集人数 ７名 

◇目的 ・移住希望者や本市に興味・関心のある人に対する「本市で

の暮らしぶり」発信 

    ・ＳＮＳを活用した情報発信による、本市の認知度向上 

    ・市民等参加型の情報発信による愛着心の醸成 

◇取組内容 

 ・自身のインスタグラムを活用した「本市での暮らしぶり」発信 

 ・意見交換会および事業報告会等への参加、協力 

 ・その他、市シティプロモーション事業への参加、協力 

◇応募資格 

 ・「那須烏山市が好き」「那須烏山市をＰＲしたい」と思う個人また

は団体であること。 

 ・ＳＮＳ（主にインスタグラム）を活用できること。 

 ・年間２５回（月２回）以上の投稿が可能なこと。 

 ・市ホームページ等へのプロフィール掲載に同意いただけること。 

 ・投稿した写真等について、市ホームページやＳＮＳ、広報紙、市

が作成する媒体への使用に同意いただけること。 

 ・ＳＮＳ情報発信事業運用方針等を遵守できること。 

 ・シティプロモーション事業にご協力いただけること。 

◇募集期間 ４月１５日（木）～５月１４日（金） 

◇応募方法 所定の応募用紙（下記備付および市ホームページ掲載）

に必要事項を記入し、下記あて提出する。 

      ※詳細は、市ホームページをご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 
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another school アナザースクール 開校！ 

歩塾と中村塾で新しい塾をつくりました。 

「個別指導」と「少人数制授業」の２つのコースから選択できます！ 

【授業料】小・中学生：6,600円～/高校生：8,000円～ 

入塾金ゼロ！ 体験授業無料！ 
ご連絡はアナザースクールLineアカウントから！ 

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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■環境        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

犬の登録および狂犬病予防注射（烏山地区） 
◇日程等 

期日 場所 時間 

４ 

月 

１８ 

日 

(日) 

 

那須烏山市役所 烏山庁舎前 ８：４５～ ９：００ 

烏山体育館前  ９：０５～ ９：１５ 

田代製作所資材置場（旧滝田農

協倉庫） 
 ９：２０～ ９：３０ 

滝田ポケットパーク  ９：３５～ ９：４５ 

中山構造改善センター ９：５０～１０：００ 

白久公民館 １０：０５～１０：１０ 

大桶上公民館 １０：１５～１０：２５ 

大桶中 消防詰所前 １０：３０～１０：３５ 

大桶下公民館 １０：４０～１０：４５ 

谷浅見コミュニティーセンター １０：５０～１０：５５ 

興野上バス停前 １１：０５～１１：１５ 

興野地区集会所 １１：２０～１１：３０ 

興野下二 民宿今ちゃん １１：３５～１１：４０ 

城東 雇用促進住宅前 １１：４５～１１：５０ 

那須烏山市役所 烏山庁舎前 １１：５５～１２：００ 

４ 

月 

１９ 

日 

(月) 

 

境公民館  ８：５０～ ９：００ 

上境上平公民館  ９：０５～ ９：１５ 

旧境小学校前  ９：２０～ ９：２５ 

旧境保育園前  ９：３０～ ９：４５ 

小原沢 「小原沢」バス停跡地 ９：５５～１０：００ 

元国見わらび荘入口駐車場 １０：０５～１０：１０ 

小木須 山野屋商店前 １０：２５～１０：３０ 

大木須 「新屋敷」バス停跡地 １０：３５～１０：４０ 

大木須集会所 １０：４５～１０：５５ 

横枕文化伝承センター １１：００～１１：０５ 

大沢 「東入」バス停 １１：２０～１１：３０ 

大沢 「萩の草」バス停 １１：４０～１１：４５ 

４ 

月 

２０ 

日 

(火) 

 

日野町自治会館 ８：４５～ ８：５５ 

宮原八幡宮駐車場 ９：００～ ９：１０ 

平野建設 資材置き場  ９：１５～ ９：２５ 

野上舟戸公民館跡地 ９：３０～ ９：３５ 

野上消防詰所前 ９：４０～１０：００ 

向田南 エフエー観光前 １０：０５～１０：１０ 

落合公民館 １０：２０～１０：２５ 

向田西二 熊野神社前 １０：３５～１０：５０ 

しのぶが丘団地入口 １１：００～１１：０５ 

滝 龍門の滝観光駐車場 １１：１０～１１：２０ 

神長 川西入口 １１：２５～１１：３０ 

高峰パークタウン管理事務所 １１：３５～１１：４０ 

烏山運動公園 １１：４５～１１：５０ 

山あげ会館駐車場 １１：５５～１２：００ 

◇費用 登録と注射料：６，５００円、注射料：３，５００円 

・登録および注射を受ける際には、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。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、必ずマスクを着

用してお越しくだい。 

・密になることを避け、他の利用者と距離をとってください。犬同士

のケンカを予防することにも繋がります。 

・６月の集合注射は、６月６日（日）、６月１３日（日）の２日間を

予定しています。詳細は、後日「広報お知らせ版」でお知らせしま

す。 

※市ホームページにも掲載します。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

犬の登録および狂犬病予防注射（南那須地区） 
◇日程等 

期日 場所 時間 

４ 
月 
２５ 
日 
(日) 

那須烏山市役所 南那須庁舎前  ８：４５～ ９：００ 

大金台管理事務所脇駐車場  ９：１０～ ９：２５ 

月次地区コミュニティセンター  ９：３０～ ９：４０ 

熊田西公民館  ９：４５～ ９：５５ 

熊田東公民館 １０：００～１０：１０ 

小志鳥城跡駐車場 １０：１５～１０：２０ 

志鳥下公民館 １０：２５～１０：３０ 

志鳥中公民館 １０：３５～１０：４５ 

志鳥上公民館 １０：５０～１０：５５ 

志鳥谷中地蔵尊前 １１：００～１１：０５ 

上川井集荷所 １１：１０～１１：２０ 

下川井上公民館 １１：２５～１１：３０ 

下川井下公民館 １１：３５～１１：４５ 

南大和久公民館 １１：５０～１１：５５ 

４ 
月 
２６ 
日 
(月) 

元丸和駐車場  ８：４５～ ８：５５ 

藤田公民館  ９：０５～ ９：２５ 

三箇下公民館  ９：３０～ ９：５０ 

三箇中集荷所  ９：５５～１０：００ 

三箇上公民館 １０：０５～１０：１５ 

旧小白井集荷所 １０：２０～１０：２５ 

西野公民館 １０：３０～１０：３５ 

鴻野山公民館 １０：４０～１１：００ 

こぶし台コミュニティセンター １１：１０～１１：２０ 

旧岡本商店前 １１：３０～１１：３５ 

小倉公民館 １１：４０～１１：４５ 

那須烏山市役所 南那須庁舎前 １１：５０～１２：００ 

４ 
月 
２７ 
日 

（火） 

東原公民館  ８：４５～ ８：５５ 

高瀬直売所前  ９：００～ ９：１０ 

小塙 齋藤電気前  ９：１５～ ９：２５ 

森田宿集会センター  ９：３０～ ９：４０ 

輪之内自治会公民館  ９：４５～ ９：５０ 

大里集荷所 ９：５５～１０：０５ 

曲田公民館 １０：１０～１０：２０ 

白金台ニュータウン入口 １０：２５～１０：３５ 

曲畑消防詰所脇 １０：４０～１０：５５ 

八ケ代コミュニティセンター １１：００～１１：１０ 

八ケ代柳町ごみステーション前 １１：１５～１１：２５ 

福岡集会センター １１：３０～１１：４０ 

八ケ代東山ごみステーション前 １１：４５～１１：５０ 

※費用等詳細は、「犬の登録および狂犬病予防接種（烏山地区）」をご
覧ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

 

井戸水を使用する家庭の下水道使用料の算定 
 井戸水（自家水）を使用している家庭の下水道使用料は、使用人数

により下水道使用量を認定し算定しています。 

◇認定基準 

①井戸水のみ使用 

 ア．世帯人員が３人以下のときは、1人につき１４㎥（２か月分）。 

 イ．世帯人員が３人を超えるときは、４人目以降１人につき１０㎥

（２か月分）に４２㎥を加算。 

②水道水と井戸水を併用 

 ①の使用水量の２分の１に水道水の使用水量を加算した水量。 

◇人数の変更、使用の開始、使用の中止について 

 家族の人数等、使用人数に変更がある場合や、使用の開始または中

止をする場合には、その都度速やかに印かんを持参し、下記あて届け

出ください。 

■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 
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■観光・農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

龍門ふるさと民芸館がオープンします 
 昨年９月から大規模改修工事を行っていた龍門ふるさと民芸館が、
４月２２日（木）にオープンします。 
 館内では、地元食材を活用した地産地消メニューを提供する「龍門
カフェ」を新設したほか、国が推奨する「ワーケーション」としても
ご利用いただけます。ぜひ、お越しください。 
◇営業時間 午前９時～午後４時（カフェは午前１０時～午後３時） 
      オープン初日は正午～午後３時 
◇定休日 毎週火曜日（祝日の場合は翌日） 
■問合 那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７ 
 

農業用免税軽油をお使いのみなさんへ 
 軽油引取税の免税措置については、令和３年３月３１日をもって終
了することになっていましたが、地方税法の改正により免税措置の期
間が３年延長されました。 
 お手持ちの農業用免税証は有効期限「令和３年３月３１日まで」を
「令和３年１２月３１日まで」と読み替え引き続き使用できます。 
■問合 矢板県税事務所 ☎０２８７－４３－２１７３ 

農業委員会事務局（農政課内）☎０２８７－８８－７１１７ 
 

■国保等          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

傷病手当金の支給適用期間が延長されます 
 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により感染の疑いが
あり仕事を休業し、その間の給与等の全額または一部の支払いを受け
取ることができなくなった国民健康保険および後期高齢者医療保険に
加入している人に「傷病手当金」を支給します。 
 なお、支給適用期間を令和３年６月３０日（水）まで延長します。 
◇対象 国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入し、給与等の

支払を受けて雇用されている人 
◇支給要件 下記のすべての条件を満たす人 
・新型コロナウイルス感染症等の療養のため仕事を４日以上休業し
た。 

・休業した期間に就業予定があり、勤務ができなかったため給与の
全額または一部が支給されなかった。 

・休業する前の直近３か月間の勤務があり、会社等から給与を受け
ていた。(複数の事業所に勤務でも可) 

◇適用期間 令和２年１月１日（水・祝）～令和３年６月３０日（水） 
      ※入院が継続する場合は、最長1年６か月。 
◇申請方法 世帯主用、被保険者用、事業主記入用、医療機関記入用

の４種類すべての申請書（下記備付および市ホームペー
ジ掲載）に必要事項を記入し、下記あて提出する。 

※国民健康保険と後期高齢者医療保険では申請書の様式が異なります。 
※郵送で申請する場合、各申請書に記載漏れがないか確認し、対象者
の保険証の写しと振込先の口座番号が分かる部分の写しを同封。 

※支給の可否や支給額等について、詳しくは市ホームページを確認す
るか、下記あてお問い合わせください。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 
 

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

 

なすから赤ちゃん応援券の取扱店募集 
 令和３年４月１日以降に生まれたお子さんに、市内店舗でミルク・
オムツ等を購入できる応援券を交付する事業が始まります。 
 赤ちゃんのいる子育て家庭が市内で商品を購入できる店舗を充実さ
せるため、事業者を募集します。 
◇対象店舗 市に店舗を置く事業者 
◇商品引換 市が発行する応援券を持つ市民が、商品を購入する際に

金額相当分と引き換える。 
◇市への請求 市所定の請求書に応援券（現物）を添付して提出する。 
◇募集期間 ４月３０日（金）までに下記あてご連絡ください。事業

の説明と取扱店申請書をお渡します。 
■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 
【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 ４月２０日（火）、２３日（金） 午前１０時～午後３時 
◇場所 こども館玄関前 
◇対象 市内在住の人 
◇品物 ２０日（火）：おもちゃ等、２３日（金）：衣類等 
※現在、家庭で不用となった子ども用品等のお預かりはしていません。 
【こいのぼりの制作】 
◇日時 ４月２７日（火）～３０日（金） 午前９時～午後４時 
    ※２９日（木・祝）を除く。 
◇場所 こども館 
◇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。時間内に自由にご参加ください。 
※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、状況により中止する場合も
あります。 

※月曜日・祝日は休館です。 
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 
 

妊婦サロン「母親学級」 
◇日時 ５月１１日（火） 受付：午前９時４５分～１０時 
◇場所 こども館（南１－５６２－１２） 
◇対象 市内在住の妊婦 ※夫婦での参加も可能です。 
◇内容 「赤ちゃんとの生活と産後の過ごし方」 
    赤ちゃんの抱き方、お風呂の入れ方等の演習 
    赤ちゃんの日用品（哺乳瓶・おむつ・衣類等）の説明 
◇持物 母子健康手帳、筆記用具、飲物 
◇申込 ５月６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 
 

離乳食相談 
 「離乳食の始め方を確認したい」「ちょうど良いかたさや量が分から
ない」「食材の増やし方やレパートリーを知りたい」等、日々の悩みに
じっくり向き合います。ぜひ、一緒に解決していきましょう！ 
 令和３年度はこども館での実施となります。ご注意ください。 
◇日時 ５月１３日（木）午前９時～正午の予約制 
◇場所 こども館（南１－５６２－１２） 
◇対象 離乳食期のお子さんとその保護者 
◇内容 栄養士・保健師による個別相談 
◇申込 ５月６日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 
※電話での相談も利用いただけます。気軽にご相談ください。 
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
 

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

 

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の助成 
◇対象 市に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、これまでに助

成を受けたことがない人。年齢基準日は令和４年３月３１日。 
 ①６５歳以上の人 

 ②６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する人（身
体障害者手帳１級相当） 

◇助成金額 ４，０００円上限（４，０００円を超える分は自己負担） 
※自己負担は、医療機関により異なります。接種前にご確認ください。 

◇接種券申請窓口 

 健康福祉課（保健福祉センター）または市民課（烏山庁舎） 

◇申請に必要なもの 印かん、健康保険証 

※接種券の申請後、かかりつけ医等に予約し接種してください。（有効
期限の切れた接種券は使用できません。改めて申請してください） 

※市外医療機関で接種する人は事前に下記あて問い合わせください。 

※接種費用を全額支払った場合の助成金申請は、「領収書、印かん、予
診票、振込先の口座番号等が分かるもの」を下記あて持参し、接種
日からおおむね１か月以内に申請してください。（期限を過ぎると
助成対象とならない場合があります） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
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風しん予防接種の助成 
◇対象 市に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、これまでに

助成を受けたことがない人 

 ①１９歳以上４９歳以下の妊娠を予定するまたは希望する女性とそ
の配偶者（年齢基準日は接種日当日） 

 ②妊娠している女性の配偶者 

◇助成金額 ・風しんワクチン    ３，０００円 

      ・麻しん風しんワクチン ５，０００円 

◇接種券申請窓口 

 健康福祉課（保健福祉センター） 

◇申請に必要なもの 印かん、健康保険証 

※接種券の申請後、かかりつけ医等に予約し接種してください。（有効
期限の切れた接種券は使用できません。改めて申請してください） 

※市外医療機関で接種する人は事前に下記あてお問い合わせください。 
※接種費用を全額支払った場合の助成金申請は、「領収書、印かん、予
診票、振込先の口座番号等」が分かるものを下記まで持参し、接種
日からおおむね１か月以内に申請してください。（期限を過ぎると、
助成対象とならない場合があります） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
 

「健康測定の日」のお知らせ 
毎月１回、「健康測定の日」を設定しています。定期的な測定で体の

状態をチェックし、自身の健康づくりに役立ててみませんか。測定項
目は、血圧と体組成バランス（体重・筋肉量・体脂肪量など）です。 
今年度は、南那須公民館での実施となります。ご注意ください。 

◇実施日 毎月１回 月曜日 
※日程等の詳細は、下記までお問い合わせください。 
◇時間枠 ①午前９時 ②午前９時３０分 ③午前１０時  

④午前１０時３０分 ⑤午前１１時 
※各時間枠に３名予約。測定時間は１人１０分程度。 

◇場所 南那須公民館 第１会議室または和室会議室 
◇予約 電話等で事前に申し込みください。 
※体組成測定は裸足で行います。裸足になれるようご準備ください。 
※測定結果の説明があります。健康に関する相談がある場合は、食生
活・健康相談をご利用ください。 

※この事業は「なすから健康マイレージ事業」の対象です。 
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
 

食生活・健康相談 
 管理栄養士と保健師がみなさんの健康づくりの相談に乗ります。健
康面が気になる人は、気軽にご相談ください。 
また、家庭の汁物等の塩分濃度測定を実施します。（みそ汁、野菜ス

ープなどドロドロしていないものなら測定可） 
今年度は、南那須公民館での実施となります。ご注意ください。 

◇実施日 月１回 木曜日 
※日程等の詳細は、下記までお問い合わせください。 

◇場所 南那須公民館（自宅訪問や烏山庁舎も可能。要相談。） 
※相談時間はおおむね１時間です。完全予約制ですので１週間前まで
に申し込みください。 

※汁物等の塩分濃度測定のみの申し込みも可能です。 
※この事業は「なすから健康マイレージ事業」の対象です。 
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
 

県北産業技術専門校訓練生募集 
 障がいのある人を対象に、就職に必要な知識等を習得します。 
◇コース名 清掃実務課 定員：５人 
◇募集対象者 知的障がい者または精神障がい者で、ハローワークに

求職登録している人 
◇時間 午前９時３０分～午後３時３０分 
◇募集期限 ５月１４日（金）まで 
◇入校選考 ５月２１日（金） ※面接による選考。 
◇訓練期間 ６月１５日（火）～８月１２日（木） 
◇実施場所 社会福祉法人あいのかわ福祉会 ぱん屋さんのカフェ  
      Ｈｏｎｅｙ Ｂｅｅ（大田原市浅香1-3542-215） 
◇訓練内容 清掃作業全般、配膳および接客作業、簡単なパソコン入

力、基礎教養等を学び、職場体験実習を行う。 
◇費用 無料。ただし、教材費等（４，０００円程度）は自己負担。 
■問合 県立県北産業技術専門校 職業能力開発担当 
    ☎０２８７－６４－４０００ 
 

特定健診・がん検診等日程 
 健診会場では、新型コロナウイルス感染症の予防に努め実施します。 
◇日程 ※全て予約（申込）が必要です。 

期日 場所 受付時間 

５月１８日（火） 
烏山体育館 
（中央２－１３－１２） 

午前８時１０分 
～１０時３０分 

５月１９日（水） 南那須公民館（岩子６－１） 

５月２１日（金） 
烏山体育館 
（中央２－１３－１２） 

５月２４日（月） 向田体育館（向田２１８７） 

５月２８日（金） 
南那須公民館（岩子６－１） 
◎婦人検診等あり 

※感染症対策として、３密（密閉・密室・密接）を避けるため、受付
時間を指定させていただきます。健診日の約７日前に「集団健診の
お知らせ」で受付時間をお知らせします。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券（国民健康保険・後
期高齢者医療保険加入の人はおおむね５月１０日頃に発送予定）を
ご持参ください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。ご
迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

骨髄提供希望者登録の受付（予約制） 
◇日時 毎週火曜日 午前１１時～１１時３０分 ※閉庁日を除く。 
◇場所 県北健康福祉センター（大田原市住吉町２－１４－９） 
◇内容 問診、血圧測定、採血 
◇登録要件 
・骨髄、末梢血幹細胞の提供内容について十分理解している人 
・年齢が満１８歳以上５４歳以下で健康な人 
・体重が男性で４５ｋｇ、女性で４０ｋｇ以上の人 
・骨髄、末梢血幹細胞の提供について家族の同意を得ている人 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 
■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 
 

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

 

山あげ俳句全国大会入賞作品の展示 
 令和２年度に市内小・中学校の児童生徒を対象に開催した山あげ俳
句全国大会入選作品を展示しています。 
◇期日 令和４年３月まで（予定） 
◇場所 山あげ会館１階山あげコモンズ 
■問合 山あげ俳句全国大会実行委員会 代表 鈴木美江子 
    ☎０９０－５４３３－６８１５ 
 

花いっぱい運動参加者（団体）募集 
 地域住民が一体となり、市内を花と緑あふれる明るく夢いっぱいの
住みよいまちにすることを目標に「花いっぱい運動」を実施します。
年間を通して活動する個人および団体を募集します。 
◇実施場所 市内の沿道や多くの人の目に触れる場所および公民館

等の公共施設の敷地内 
◇実施要件 
①実施花壇は、交通に支障のないよう配慮すること。 
※花壇の面積は、１５㎡以上であること。 
※プランターの場合は、２０個以上であること。 

②花の種類は自由（種子や苗は各個人・団体で用意） 
※一種類の場合は、花壇の面積は１００㎡以上であること。 

③花壇の除草作業等、景観維持に努めること。 
④年間を通して“花いっぱい運動”を実施すること。 
※種子や苗の準備から整地までの過程を半年以上継続すること。 
※団体の場合は、構成員が５名以上活動に参加すること。 

◇実施期間 ４月１日～令和４年３月３１日 
◇参加申込 ６月３０日（水）までに参加申込書（下記備付）に必要

事項を記入し、下記あて申し込む。 
◇現地確認 参加申込後から現地確認を行います。 
◇感謝状 参加者（団体）へ感謝状を贈呈します。 
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
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花いっぱい運動交付金 
 花いっぱい運動に参加申し込みをした団体で下記の要件を満たす
場合は、交付金の対象となります。参加申込書と一緒に補助金等交付
申請書を提出してください。 
◇交付要件 ①花壇の面積は２５㎡以上であること。 
       ※プランターの場合は、３０個以上であること。 
      ②構成員が協力し花壇整備・景観維持をすること。 
       ※除草等の手入れがされておらず、著しく荒れた花壇

等は対象外とする。 
◇交付金 花壇面積１００㎡あたり５，０００円を交付します。（限度

額１５，０００円） 
◇交付対象 市内の自治会・いきいきクラブ・育成会・公民館等の団

体または各種団体・サークル等の構成員５名以上の団体。 
◇申請 ６月３０日（水）までに交付金等申請書（下記備付）に必要

事項を記入し、下記あて申し込む。 
◇報告書 活動完了後、実施報告書を提出。交付確定をします。 

※実施報告書に、花付の良い時期や、年間を通しての作業（花壇の手入
れ・花植え）風景や季節ごとの花壇等を撮影し、必ず写真を添付して
ください。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
 

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～中学３年生（保護者も一緒に参加できます） 
◇費用 無料 
◇申込 随時募集していますので、下記あて連絡ください。 
■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 
 

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

 

スポーツ教室（変更） 
 スポーツ教室の会場と曜日等が変更になりました。 

教室名 対象 
場所 費

用 開設日・時間 

剣道（２０名） 
担当：相ヶ瀬 

☎090-1031-0614 

小・中 
学 生 
（男女） 

荒川小学校（体育館） 
無
料 

５月１１日～６月１０日 
毎週火・木曜日午後７時～８時 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
 

■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。 
 

公民館講座「美開脚メソッド＆ピラティス

講座（女性限定）」参加者募集 
 「心とからだ」をほぐして、自分らしく輝く女性を目指しましょう。 
◇日時 ①５月２６日、②６月２日、③６月９日 ※すべて水曜日 

午前１０時～１１時３０分 
◇場所 南那須公民館１階多目的室 
◇内容 ①美開脚メソッドで、姿勢を矯正し、柔軟性を高める運動 
    ②、③ピラティスで体幹やインナーマッスルを鍛える運動 
◇講師 中嶋有希子 氏（美構造開脚システムインストラクター） 
◇対象 市内在住または在勤の女性 先着１２名 

※腰に持病があり、特に通院中の人は主治医に要相談 
◇費用 無料 
◇持物 タオル、飲物、ヨガマット、動きやすい服装 
※ヨガマットの貸し出しは先着５名まで。申込時に要予約。 
◇申込 ４月１７日（土）～５月１日（土）の午前９時～午後５時に

電話等で下記あて申し込む。 
    ※この講座は「なすから健康マイレージ」の対象事業です。 
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

公民館講座 

「生活を彩るハンドメイド教室」参加者募集 
 愛着を持って大切に使えるものを楽しみながら手作りしてみませんか。 
◇日時 ①６月３日、②６月１０日、③７月１５日、④１０月７日、

⑤１１月４日、⑥１２月２日 
    ※すべて木曜日、午後1時３０分～４時です。 
◇場所 ①、②烏山南公民館２階和室会議室、③烏山南公民館２階２
０１会議室、④～⑥南那須公民館（④和室会議室、⑤・⑥第１会議室） 
◇内容 ①、②古着のリサイクルで「布ぞうり」を作る。 
    ③着物のリサイクルで「巾着」を作る。 
    ④～⑥刺し子模様の「ポーチ」を作る。 
◇講師 ①、②髙野千恵子 氏 ③那須烏山市婦人会（柳田京子 氏

他）④～⑥ 増渕盟美 氏 
◇対象 市内在住または在勤の人、先着１２名 
◇費用 材料代実費、①、②２００円程度、③３００円程度、④～⑥

８００円程度 
◇持物 裁縫道具（①～⑥共通）、①、②布（浴衣なら１着分、Ｔシャツ

なら２着分）、④～⑥チャコペンシル、定規、できれば刺し子針 
◇申込 ４月１７日（土）～５月１日（土）の午前９時～午後５時に

電話等で下記あて申し込む。（全回参加できる人が優先です） 
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
 

子ども体験教室事業「若鮎クラブ」参加者募集 
 市内の小学生を対象に、週末における自然体験活動等の様々な体験
や交流活動ができる事業を行います。 
◇期間 ５月３０日（日）～令和４年３月５日（土）（全１０回） 
※おおむね土曜日に実施します。 
◇活動場所 烏山公民館および現地 
◇内容 川・山等での自然体験教室、地域の文化の学習、昔遊び教室、

料理教室等様々です。 
◇対象 市内の小学１年生～６年生（定員２０名） 
※定員を超えた場合は抽選となります。また、年間を通して参加でき
る人を募集しています。（途中からの参加はできません） 

◇費用 年額１５，０００円程度（材料代・使用料等実費負担） 
※詳細は申込者に通知します。送迎は保護者にお願いします。 
◇申込 ４月２３日（金）までに申込書（下記備付および市ホームペ

ージ掲載）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。（郵送、
ＦＡＸ可）※学校を通した申し込みは受け付けていません。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
ＦＡＸ０２８７－８３－２７６０ 

（〒３２１－０６２１ 中央２－１３－８） 
 

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

 

こどもの読書週間イベント 
 本を借りた中学生以下の人が対象です。各館共通です。 
【缶バッジプレゼント】 
◇期間 ４月２３日（金）～数量限定、なくなり次第終了。 
【クチコミカードを書いてガチャポンしよう！】 
◇期間 ４月２３日（金）～５月５日（水・祝） 
◇内容 「クチコミカード」におすすめする本を書くと、１人１日１

回ガチャポンができます。 
■問合  烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 
     南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 
 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ４月１７日（土）午前１０時３０分～１１時 
◇場所 南那須図書館多目的ホール 
◇出演 図書館ボランティア 
◇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 おたのしみ会】 
◇日時 ４月１７日（土）午後２時～３時 
◇場所 烏山図書館児童コーナー 
◇出演 烏山図書館ボランティア「たんぽぽ」 
◇内容 絵本の読み聞かせ、紙芝居、エプロンシアター、映画会等 



- 6 - 

 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 ４月２４日（土）午後２時～２時３０分 
◇場所 烏山図書館児童コーナー 
◇内容 絵本の読み聞かせ等 
■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

■マイナンバーカード        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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、電子証明書更新の案内が届

いた人は、電話予約のうえ、下記までお越しください。 

■受付時間 平日：午前８時３０分～午後５時 

※毎週木曜日の窓口延長では更新手続きできません。 

■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 

 

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

 

道路の花いっぱい事業 参加団体の募集 
 県道路河川愛護連合会では、花と緑のある道路環境の美化や自然環

境の保全等を目的に、道路の花いっぱい事業を実施します。 

◇事業内容 道路の緑地帯、空き地等への草花等の植栽・管理 

◇対象団体 自治会、老人会、子ども会等（おおむね１０名以上） 

◇申込 ５月１４日（金）までに、団体名・代表者住所・氏名・ 

    電話・実施路線・箇所・長さ・作業内容（植栽する花の種類）

を明記し、下記あて申し込む。 

※後日、作業風景・開花風景の写真を提出していただき、交付金 

（３，０００円程度）を交付します。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

栃木県電気機械器具製造業最低工賃の改正 
 県電気機械器具製造業最低工賃が４月２０日に改正されます。 

１．適用する家内労働者および委託者の範囲 

  栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内

労働者およびこれらの業務を委託する委託者 

２．最低工賃額 

  次の表の品目欄、工程欄および規格欄の区分に応じ、金額欄に掲

げる金額。 

品目 工程 規格 金額 

コネク

ター 

差し（電線の端末に取付けら

れた端子をコネクターに差し

込むことをいう） 

リード線

について

行うもの 

１ピンにつ

き４６銭 

■問合 栃木労働局労働基準部賃金室☎０２８－６３４－９１０９ 

 

自衛隊幹部候補生等採用試験 
 令和４年３月末入隊（予定）の自衛隊幹部候補生・一般曹候補生・

自衛官候補生を募集します。 
【自衛隊幹部候補生（一般）】 
◇受付期間 ４月２８日（水）まで 

◇試験期日・場所 １次：５月８日（土）、９日（日）宇都宮市 

◇応募資格 大卒程度：２２歳以上２６歳未満（卒業見込み含） 

      大学院卒程度：２０歳以上２８歳未満（卒業見込み含） 
【自衛隊幹部候補生（歯科）】 
◇受付期間 ４月２８日（水）まで 

◇試験期日・場所 １次：５月８日（土）宇都宮市 

◇応募資格 専門の大卒（見込み含）で２０歳以上３０歳未満 
【自衛隊幹部候補生（薬剤科）】 
◇受付期間 ４月２８日（水）まで 

◇試験期日・場所 １次：５月８日（土）宇都宮市 

◇応募資格 専門の大卒（見込み含）で２０歳以上２８歳未満 

 

【一般曹候補生】 
◇受付期間 ５月１１日（火）まで 

      高校在学者：７月１日（木）～９月６日（月） 

◇試験期日 １次：５月２１日（金）～３０日（日）のいずれか１日 

      高校在学者：９月２０日（月）～２２日（水）のいずれ

か１日 

◇試験場所 １次：宇都宮市 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満 
【自衛官候補生】 
◇受付期間 年間を通じて募集中 

      高校在学者は７月以降 

◇試験期日 １次：受付時にお知らせします。 

◇試験場所 １次：宇都宮市 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満 

※応募資格における年齢は令和４年４月１日現在とする。 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

 ☎０２８７－２２－２９４０ 
 

■法律相談 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 ５月２０日（木）午後１時３０分～４時 
◇場所 社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７） 
◇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 ４月２７日（火）～５月７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。 
※土・日曜日および祝日を除く。 
※申し込み多数の場合は抽選となります。 
■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 
 

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

 

４月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 金   

１７ 土 
おはなし会10:30～11:00 
おはなし会14:00～15:00 

南那須図書館 
烏山図書館 

１８ 日 【休日当番医】烏山台病院 ☎0287-82-2739 

１９ 月 １歳６か月児健診受付（午後） こども館 

２０ 火 ２歳６か月児相談受付（午前） こども館 

２１ 水 心配ごと相談 南那須公民館 

２２ 木 

５歳児相談受付（午前） 

４か月・８か月児健診受付（午後） 

窓口業務延長（～19:00） 

こども館 

こども館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２３ 金 
２歳児相談受付（午前） 
３歳児健診受付（午後） 
こどもの読書週間（～５月１２日） 

こども館 
こども館 

２４ 土 おはなし会14:00～14:30 烏山図書館 

２５ 日 【休日当番医】熊田診療所 ☎0287-88-2136 

２６ 月   

２７ 火 ４月分水道料金等口座振替日  

２８ 水 

産後サポート事業「おひさま」（要

予約）受付：9：40～10：00 

行政相談 

南那須公民館 

 

烏山庁舎 

２９ 木 

昭和の日 

那須烏山市弓道大会 

【休日当番医】飯塚医院 

 

烏山弓道場 

☎0287-92-2034 

３０ 金 
固定資産税第１期納期限・口座振替 

４月分水道料金等納期限 
 

 


