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「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/ 

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・火災・企業賠責（サイバー） 他 
◇生命保険：新総合収入保障・新医療・ガン保険 他 
◆お問合せ 〒321－0526 那須烏山市田野倉３８３ 

  ＴＥＬ：０２８７－８８－９８７０ 
ＦＡＸ：０２８７－８８－０２３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

今後の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接種の５月分の予約受付はすでに終

了しています。 

 なお、ワクチンは国から順次供給される予定です。今後の接種日程

は、行政区長等文書配付、５月１５日発行のお知らせ版、市ホームペ

ージ、市公式ＬＩＮＥ等でお知らせします。 

【注意点】 

ワクチン接種や予約には、「クーポン券（接種券）」が必要になります

ので大切に保管し、必ず接種当日にご持参ください。忘れた場合には

接種ができませんのでご注意ください。 

■問合 市新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

    ☎０２８７－８２－７５３５ 
 

■公園 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

公園利用時のお願い 
 誰もが気持ちよく快適に公園を利用できるようマナーを守りましょう。 

・ごみは持ち帰りましょう。 

・公園にあるものを壊したり、汚したりしないでください。 

・火気は使用しないでください。 

・危険なボール遊びはしないでください。 

・ペットは放さず、糞などは責任をもって持ち帰りましょう。 

・禁煙にご協力ください。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■観光 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

龍門ふるさと民芸館来客者用臨時駐車場 

のご案内 
 昨年９月から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）にオープンしました。 

 ゴールデンウイーク期間中は、多くの観光客の来館が予想されるた

め、下記駐車場を来客者用臨時駐車場としました。龍門ふるさと民芸

館及び龍門の滝にお越しの際は、臨時駐車場をご利用ください。 

※龍門の滝観光駐車場も利用できます。 

◇臨時駐車場 ①日立Ａｓｔｅｍｏ那須（株）（旧（株）ケーヒン那須） 

        北側従業員駐車場（神長８１８） 

       ②愛宕台運動場駐車場（愛宕台２８００） 

◇期間 ４月３０日（金）～５月５日（水・祝） 

 
 
■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
■レッスン 週一回 

■貸出台で自由に自主練習 

■ラケットレンタル無料 

【体験申込・お問い合わせ】 

電話：090-8109-1298 
Mail：raise.willow@gmail.com 
場所：那須烏山市中央 2-11-1 

～卓球で楽しく運動習慣を～ 
 

【大人・シニア向け】卓球×フィットネス 

 
【まずは無料体験】 お気軽にお申込みください 

※詳しくはホームページ→ 
または,お問い合わせください   

令和３年５月１日 Ｎｏ．３７５ 

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 httpｓ://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。 

 

 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

  

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！ 
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■土地利用 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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名以内（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その他土地利用に関し、

必要な調整事項等について議論していただきます。 
※委員の総数は公募以外の委員（７名）も含めて１０名以内です。 
◇報酬 日額 ５，０００円 
◇応募方法 ５月２０日（木）までに応募申込書（下記備付）に必要

事項を記入し、郵送（２０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。応募時の書類は返却しません。 
■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

ＦＡＸ０２８７－８４－３７８８ 
〒３２１－０６９２ 那須烏山市中央１－１－１ 

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

 

■国民年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 
 国民年金第１号被保険者が出産する際、出産予定日または出産日が
属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除されます。 
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３
か月前から６か月間の国民年金保険料が免除されます。 
※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。（死産、流
産、早産、人工妊娠中絶を含みます） 

◇対象 国民年金第１号被保険者で出産日が平成３１年２月１日以降
の人 

【出産前に届出をする場合】 
◇必要書類 ・母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等出産予定

日が確認できる書類 
      ・基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの 
      ・印かん 
      ・本人確認ができる書類（運転免許証等） 
【出産後に届出をする場合】 
◇必要書類 ・母子健康手帳、その他出産の日および親子関係が確認

できる書類 
      ・基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの 
      ・印かん 
      ・本人確認ができる書類（運転免許証等） 

【共通事項】 
◇届出時期 出産予定日の６か月前から届け出が可能です。 
◇届出先 烏山庁舎市民課および南那須庁舎市民課南那須分室 
※産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとし
て老齢基礎年金の受給額に反映されます。 

※付加保険料については、産前産後期間も納付することができます。 
■問合 市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 
    市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 
    日本年金機構宇都宮東年金事務所 
    ☎０２８－６８３－３２１１ 
 

■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）の対象者に受診券を５月中旬に郵送しま
す。集団健診受診の際には受診券が必要です。必ず持参してください。 
 なお、人間ドックまたは脳ドック補助を受ける人は、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です。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

個別健康診査のお知らせ（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月中旬に郵送しますので、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。 

※人間ドックまたは脳ドックの補助を受ける人は、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（火）～９月３０日（木）の４か月間 
※ただし、医療機関の休診日を除く。 
◇実施場所 市内医療機関（詳しくは、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 

 

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

 

「なすからブランド」６次産業化推進事業費補助金 
 「なすからブランド」に認証された農林水産物を活用した商品の開
発やＰＲに要する経費の一部を補助します。 
◇対象品 「中山かぼちゃ」「国見のミカン」「山あげ牛」「山あげ米」

「那須野紅茶」等 
◇対象者 市に住所を有する個人、市に事務所を有する法人、那須南

農業協同組合の生産部会（市に住所を有する農業者が属す
るものに限る） 

◇対象経費 ①商品開発に要する費用（原材料費・成分分析費・パッ
ケージデザイン費・機械器具のリース料や購入費等） 

      ②販路拡大に要する費用（広告宣伝費、展示会出展費、
Ｗｅｂサイト制作費等） 

◇補助率 ２分の１以内（上限１０万円） 
※ただし、市税等の滞納がある場合は交付対象外とします。 
◇申請方法 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申請

する。 
■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７―８８－７１１７ 
 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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は次のとおり見直されます。 

【均等割額の軽減特例措置】 
 保険料の軽減措置のうち、特例として実施している所得の低い人へ
の均等割額の軽減特例措置が、国の医療保険制度改革により、段階的
に見直しが行われ、令和３年度以降は本来の７割軽減となります。 

 令和２年度 令和３年度 

軽減割合 ７.７５割軽減 ７割軽減 

【所得の低い人への軽減措置】 
 世帯（被保険者全員と世帯主）の合計所得が以下の基準に該当する
場合は、均等割額が軽減されます。世帯は、その年の４月１日（年度
途中に資格を取得した人は資格取得日）時点の状況で判定します。 

７割軽減 
［基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（給与所得者
等の数(※)－１）］を超えない世帯 

５割軽減 
［基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（給与所得者
等の数(※)－１）＋（２８.５万円×被保険者数）］を超
えない世帯 

２割軽減 
［基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（給与所得者
等の数(※)－１）＋（５２万円×被保険者数）］を超え
ない世帯 

※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数を
いい、いない場合は１とします。 
・給与収入額が、５５万円を超える人 
・公的年金等の収入額が、６５歳未満の場合は６０万円を超える人、
６５歳以上の場合は１２５万円を超える人 

■問合 県後期高齢者医療広域連合 ☎０２８－６２７－６８０５ 
    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 

１．身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けている人、または当該身体障がい者等と生計を一

にする人、身体障がい者等（身体障がい者等のみで構成される世帯

に属する人に限る）を常時介護する人が所有する軽自動車で次の項

目に該当すること。ただし、各種手帳に記載されている級別によっ

ては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。 

２．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 

３．公益のために利用する軽自動車である場合 

◇申請期間 ５月１０日（月）～３１日（月）※納入期限 

※軽自動車税納税通知書が届いてから申請をお願います。 

※受け付けは、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。 

◇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ための軽自動

車の場合のみ。構造や車両番号が確認できるもの） 

◇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、下記あて提出する。 

※烏山庁舎のみでの受け付けとなります。 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

 

献血（全血） 
 血液の安定的な確保を図るため、献血へのご協力をお願いします。 
◇日時 ５月２５日（火） 烏山庁舎：午前９時３０分～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」の対象です。 
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

栃木県シルバー大学校第４２期生募集 
 シルバー大学校は６０歳以上の人を対象に開校しており、学習期間
は１０月から２年間（１日４時間でおおむね週１回）です。 
◇応募資格 
（１）県内在住で６０歳以上（令和４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。 

◇授業料等 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、希望する学校の説明会に参加し

てください。（時間はいずれも午前１０時～） 
       中央校（宇都宮市）５月１７日（月）、６月３日（木） 
       南校（栃木市）  ５月１１日（火）、６月２日（水） 
       北校（矢板市）  ５月２０日（木）、６月４日（金） 
◇申込 ６月２５日（金）までに願書（下記備付）に必要事項を記入

し、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 

薬物問題に悩む家族の集い 
 誰にも相談できずに悩んでいる家族が集まり、不安や悩みを語り分
かち合える家族の集まりです。 
◇日時 ５月１３日（木）、７月８日（木）、９月９日（木）、 

１１月１１日（木）、１月１３日（木）３月１０日（木） 
※原則、奇数月第２木曜日の午後１時３０分～３時３０分 
◇場所 県北健康福祉センター（大田原市住吉町２－１４－９） 
◇内容 家族の情報交換・情報提供 
※スタッフは薬剤師、保健師、栃木ダルク職員。秘密は厳守します。 
※新型コロナウイルス感染症の動向により、中止する場合があります。 
◇対象 薬物問題にお悩みのご家族 
◇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 ☎０２８７－２２－２３６４ 
 

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

 

こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】 
◇日時 毎週水曜日・日曜日 午前１０時～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 先着３組程度 

【管理栄養士によるお話】 
◇日時 ５月１８日（火）午前１１時～１１時２０分 
◇内容 あさごはんのおはなし 
◇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 
※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の動向により、中止する場合があります。 
※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「５月の出前サロン」 
◇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  
◇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。（水分補給のための飲料は可） 
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 
 

妊婦・産後ママサロン「リラックスヨガ」 
 コロナ禍で自粛生活が続いています。疲れた心と体をほぐしましょう。
◇日時 ５月１７日（月） 

午前１０時～１１時３０分（受付：午前９時４０分～） 
◇場所 南那須公民館会議室（岩子６－１） 
◇内容 リラックスヨガ 
◇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８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 
※ヨガマットを持っている人は、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１２日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 
※当日は検温し、発熱がないことを確認してからご参加ください。ま
た、マスクの着用や消毒等、感染症対策にご協力ください。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、中止する場合があります。 
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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産後サポート事業「おひさま」 
 「おひさま」は月に１回、産後４か月までの母親やその家族を対象
に、母親同士で育児について語り、母親のリラクゼーションや赤ちゃ
んのベビーマッサージを体験しゆったりとした時間を過ごす場です。 
◇日時 ５月２７日（木） 

午前１０時～１１時３０分（受付：午前９時４０分～） 
◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 
◇内容 母親の健康チェック、赤ちゃんの体重測定、 
    ベビーマッサージ、母親のリラクゼーション 
◇今月の対象 市内在住の令和３年１月以降に出産した母親とその

家族（赤ちゃんの兄弟の参加可） 先着１０名 
◇持物 母子健康手帳、バスタオル、飲物、おむつやミルク等のお出

掛けセット 
※動きやすい服装で参加ください。 
◇申込 ５月２０日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 
※当日は検温し、発熱がないことを確認してからご参加ください。ま
た、マスクの着用や消毒等、感染症対策にご協力ください。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、中止する場合があります。 
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
 

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。 
受付時間は、新型コロナウイルス感染症対策のため時間帯を区切って
案内します。詳細は、個別通知で確認ください。 
 会場は、こども館（南１－５６２－１２）です。ご注意ください。 

【４か月児・８か月児健診】 
◇日時 ５月１９日（水）受付：午後１時～ 
◇対象 令和３年１月、令和２年９月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ５月２４日（月）受付：午前９時３０分～ 
◇対象 令和２年３月、４月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ５月２４日（月）受付：午後１時～ 
◇対象 令和元年１０月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ５月２８日（金）受付：午前９時３０分～ 
◇対象 平成３１年４月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ５月２５日（火）受付：午前９時３０分～ 
◇対象 平成３０年１０月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ５月２８日（金）受付：午後１時～ 
◇対象 平成３０年４月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ５月１９日（水）受付：午前９時３０分～ 
◇対象 平成２８年５月生まれの幼児 
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
 

認定こども園 烏山聖マリア幼稚園  

ひよこ教室 
◇日時 ５月２５日（火）午前１０時～１１時頃 
◇内容 リフレッシュしよう！親子ヨガ！！ 
◇対象 未就園児と保護者 
◇持物 親子とも上履き、ヨガマット（バスタオルでも可） 
◇申込 ５月１７日（月）までに電話で下記あて申し込む。 
■問合 烏山聖マリア幼稚園 ☎０２８７－８２－３３５７ 

 

認定こども園 烏山みどり幼稚園  

みどり未就園児教室 
◇日時 ５月２７日（木）午前１０時１５分～１１時 
◇場所 認定こども園 烏山みどり幼稚園 
◇内容 リトミック、パネルシアター 
◇対象 １歳半から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１３日（木）までに電話で下記あて申し込む。 
※受付日時は月～金曜日の午前９時～午後５時です。 
■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９ 

 

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

 

男女共同参画推進委員募集 
 各種事業の提案や企画をしていただける人を募集します。 
◇人数 ２人（任期：委嘱の日から令和５年３月３１日まで） 
◇資格 １８歳以上の市内在住または在勤の人で、男女共同参画に関

し見識を有する人 
◇職務 男女共同参画計画（ＤＶ防止計画・女性活躍推進計画を

含む）の目標達成に向けた事業の提案等を行う。 
※委員会は年２回程度、平日の開催を予定しています。その他
各種事業の協力をお願いします。 

◇報酬 日額 ５，０００円 
◇申込 ５月２５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（２５日消印有効）、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

書類は返却しません。 
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
    ＦＡＸ０２８７－８８－２０２７ 
    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 
    Ｅメール shohgaigakushu＠city.nasukarasuyama.lg.jp 
 

地域ふれあい活動事業補助金 
 自治会や地域のコミュニティ団体が中心となり実施する、幅広い世
代間の交流活動を通した明るく住みよい地域社会をつくるための地域
活動に対して、その経費の一部を補助します。 
◇期間 ４月１日～令和４年３月３１日 
◇対象 市内の自治会等の団体が、世代間交流を図りながら１年間計

画的に行う、地域ふれあい活動事業 
（対象経費）報償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、使用料・賃借

料等 
（事業例）市職員出前講座（必ず１回以上行う）、地域の運動会、お祭、

レクリエーション大会、農業体験や花づくり運動、ボランテ
ィア活動、昔遊びや伝統芸能の伝承等 

※市職員出前講座メニューは「おたのしみプラン」の８ページを参照。 
◇補助額 年間総事業費（税抜）の１／２以内（限度額３０，０００円） 
◇要件 ・地域全体で活動に取り組むための組織を作ること。 
    ・活動は、子どもから大人までのあらゆる年齢層を対象とし

特に地域での体験活動に重点をおくこと。 
    ・年間を通して４回以上の活動を行うこと。その内１回以上

の活動で、市職員出前講座を利用すること。 
    ・花づくり運動に積極的に取り組むこと。 
    ・将来にわたり市の助成に頼らず、自主的・継続的に行える

ような活動に取り組むこと。 
    ・令和元年度から数えて３年連続同内容での申し込みはでき

ません。１つ以上の新規事業が必要です。 
◇申込 ８月３１日（火）までに申請書（下記備付）に必要事項を記

入し、下記あて申し込む。 
※申請書は南那須庁舎生涯学習課と烏山公民館の窓口に設置するほ
か、５月の行政区長会議で配布します。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
 

とちぎウーマン応援塾２０２１参加者募集 
◇実施期間 ７月１０日（土）～１１月１３日（土） 

おおむね土曜日の全７回。午後１時～４時 
◇場所 県とちぎ男女共同参画センターパルティ（宇都宮市野沢町４－１） 
◇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付ける。 
◇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 ※応募者多数の場合は、選考となります。 
◇費用 無料 ※一時保育は有料（満６か月～就学前のお子さんが対象） 
◇申込 ６月１８日（金）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、パルティのホームページ（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事業推進課（パルティ） 
    ☎０２８－６６５－８３２３ 

    生涯学習課生涯学習グルーフ ゚ ☎０２８７ー８８－６２２３ 



- 5 - 

 

資料レスキュー・保全のノウハウを学ぶ 

参加者募集 
 災害ボランティアにも役立つ文化財等資料救出・保全研修会です。 
◇日時 ５月１７日（月）午前９時３０分～ 約２時間 
    （受付：午前９時～検温にご協力ください） 
◇場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 
◇内容 講師による市の災害の歴史を聞き、レプリカを使って応急処

置の体験ワークショップを実施。 
◇講師 那須資料ネット事務局長 作間亮哉 氏 
◇服装・持物 水でぬれた紙等に触れます。汚れてもよい動きやすい

服装、水筒等（各自で水分補給用）、マスク着用 
◇対象 先着２０名（初心者などどなたでも歓迎します） 
◇費用 無料 
◇申込 ５月１４日（金）午後５時までに電話等で下記あて申し込む。 
※感染症対策等により中止の場合は、５月１４日（金）午後に電話連
絡します。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

烏山山あげ保存会芸能部会会員募集 
 烏山山あげ保存会芸能部会では、山あげの踊りや常磐津（三味線・
浄瑠璃）、鳴物（笛・太鼓など）をやっていただける会員を募集します。
稽古を積んで、山あげの舞台に出演しましょう。 
◇募集対象 どなたでも 
◇活動内容 稽古、舞台公演等 
◇申込方法 下記あてご連絡ください。年間を通じて募集しています。 
■問合 烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 
    ☎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「生き物図鑑作り教室」参加者募集 
 様々な環境で生き物の観察や採取をして、自分だけのオリジナル生
き物図鑑を作ってみよう。 
◇日時 ①６月５日（土）、②６月２０日（日）、③７月１７日（土）、 
    ④７月２４日（土）※各回とも午前９時～正午 
◇集合場所 ①は境公民館、②～④は南那須公民館 
※観察地への移動は市有バスを利用します。 
◇観察地 ①オオムラサキ公園、松倉山 ②猿久保田んぼ公園 
     ③烏山中学校、龍門の滝、太平寺 ④下川井の江川 
◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名程度（親子可） 
◇内容 観察や採取により、オリジナルの生き物図鑑を作製する。 
◇講師 生涯学習課職員 
◇費用 無料 
◇持物 筆記用具、新聞紙（Ａ３判〔１ページの半分〕２０枚程度）、

飲物、ティッシュペーパー、山野を散策できる服装 
◇申込 ５月１日（土）～２２日（土）の午前９時～午後５時に電話

等で下記あて申し込む。 
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座「楽しむマジック教室」参加者募集 
 特技として、人を楽しませるマジックを身に付けてみませんか。 
◇日時 ６月１９日（土）、６月２６日（土）、７月３日（土） 
※時間は、すべて午前９時３０分～１１時３０分です。 
◇場所 烏山公民館１０４会議室 
◇内容 マジックの仕掛け作りや演技の仕方を習う。 
◇講師 県シルバー大学中央校マジックＯＢ会講師 中山武 氏 
    指導支援：マジックサークル「マジカル烏山」会員 
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１５名 
◇費用 ５００円程度 ※６月１９日（土）に徴収します。 
◇持物 筆記用具、マスク、はさみ、カッター 
◇申込 ５月１日（土）～１５日（土）の午前９時～午後５時に電話

等で下記あて申し込む。 
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

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

 

ものづくり技術強化補助金 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会推進枠 
 県では、県内中小企業者等の皆さんが行う新技術・新製品の研究開
発を支援するため、事業計画の募集を行っていますが、今年度に限り
「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会推進枠」の支援枠を設定します。 
◇募集期限 ５月２１日（金）午後５時 ※必着 
◇対象 中小企業者（ただし、みなし大企業を除く） 
（対象事業）環境に配慮した「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」

に資する新製品開発。 
（対象経費）原材料費、機械装置・工具器具費、外注加工費、技術指

導受入費、直接人件費、その他の経費 
◇補助額 ２分の１以内（限度額１００万円） 
◇要件 
（１）従来製品の改良、または代替品の開発により、従前と比較して

環境負荷の低減効果が見込まれる製品（ソフトウェアを含む）
であること。 
①両大会で使用が想定される環境に配慮した製品（スタッフ用
衣料・バッグ、持ち帰り用袋、弁当飲料容器、プランター、
デジタルパンフレット、新型コロナ感染防止製品など） 

②①以外で企業のアイディアにより、両大会での使用を提案す
る環境に配慮した製品 

（２）取組成果を大会関係者等に対し、発表できること。（ただし、成
果の採用を確約するものではない） 
①令和４年２月に実施する成果発表会において、国体・障スポ
局等向けに事業者による取組成果発表と試作品展示を行う。 

◇申込 募集案内を熟読のうえ、申請書を作成し、下記あて持参、郵
送またはメールで送付してください。（押印不要） 

※申請書は下記ホームページからダウンロードしてください。 
https://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/r3_monodukuri_gizyutsukyouka.html 

■問合 県産業労働観光部工業振興課ものづくり企業支援室 
    ☎０２８－６２３－３１９２ 
    〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０県庁本館６階 

Ｅメール：kougyou@pref.tochigi.lg.jp 
 

第１６回春季市民ソフトテニス大会参加者募集 
◇日時 ６月６日（日） ※雨天の場合は１３日（日）に順延 

受付：午前８時～８時３０分 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 ・一般の部（男・女） 

・シニアの部（男６０歳以上、女５０歳以上） 
・グランドシニアの部（男７０歳以上、女６０歳以上） 

◇参加資格 市内在住または在勤の人 
◇チーム編成 ２人で１ペア（参加費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。 
※保険は参加者各自で対応してください。 
■問合 市スポーツ協会ソフトテニス部 

部長（木下） ☎０９０－７４１５－７３５７ 
事務局（矢口） ☎０９０－５４２９－７７９１ 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ５月１日（土）、１５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 
※１日はこどもの読書週間イベントのため、参加者に配る「スタンプ
カード」にスタンプを２個押します。 

【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ５月８日（土）午後２時～３時 
◇場所 南那須図書館多目的ホール 
◇内容 おしりたんていＤＶＤシリーズより２本上映 
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 
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【お祭り屋台 那須烏山】 
皆様ぜひご来店ください！ 

〇開催日 令和３年５月１日～５月５日 

〇時間  午前１０時～午後５時 

〇場所  山あげ会館西側公園 

※こどもの日のみ、わたあめを無料配布します！ 

（問合せ先）永井 ☎０９０－４５３２－４８８３ 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 ５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 
※こどもの読書週間イベントのため、参加者に配る「スタンプカード」
にスタンプを２個押します。 

【烏山図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ５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、パネルシアター、工作等 
■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

昆虫標本展示会 
◇期間 ５月１日（土）～３０日（日） 
※図書館休館日を除く。 
◇場所 南那須図書館 展示ホール 
◇内容 カブトムシ類・チョウ類の標本展示。見学無料。 
※しおりのプレゼントがあります。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

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

 

平群（へぐり）山でランチピクニック 
◇日時 ５月１６日（日）午前１０時３０分～午後１時頃 
    受付：午前１０時１０分～ 
※雨天など荒天時は中止します。 
◇集合場所 旧興野小学校前（興野８４０） 
◇散策コース 平群山の麓～平群山の頂上（往復２ｋｍ程度） 
※山道、急坂あり。片道大人で２０分程度。 
◇内容 新緑の烏山の眺望を楽しもう！頂上に着いた後は各自昼食を

食べたりミニクイズ等したりします。（変更の場合あり） 
◇対象 市内在住の未就学児・小学生の親子 先着１５組 
※保護者の同伴が必要です。 
◇費用 子ども1人につき２００円（団体保険料等） 
◇持物 お弁当、水筒、レジャーシート（頂上で昼食となります） 
※山道を歩きますので、歩きやすい服装でご参加ください。 
◇申込 ５月１５日（土）までにＥメールで下記あてまたは団体の公

式ＬＩＮＥアカウントで友だち登録して申
し込む。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 
■問合 なすから子結び団（平野） 

Ｅメール：komusubi2020@outlook.jp 

 

共同募金「地域福祉活動助成金」申請 
 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、
地域活動を行う団体へ地域福祉活動費の助成をします。 
◇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 
    ①交流・見守り活動 
    ②健康や生きがいづくり活動 
    ③子育て支援活動 
    ④地域福祉に関する普及啓発活動等 
◇内容 事業費の助成 
※福祉活動の事業計画、使途を明確にすること。 
◇期間 助成期間は単年度。ただし、継続助成申請は、３年（３回）

を限度とする。 
◇助成対象外の活動 
    ①すでに公的機関等から事業の助成を受けている場合 
    ②活動費に相当する財源がすでに確保されている場合 
    ③政治または宗教を目的とした活動の場合 
◇申込 ５月１９日（水）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。（社協ホームページからダウン
ロード可能） ※期限厳守 

■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 

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

 

５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 ５月１９日 午前９時～正午 
◇場所 南那須庁舎２階小会議室 
※今月は第１水曜日は祝日のため、実施しません。 
■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 
    社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 
◇日時 ５月３日（月・祝）午前１０時～午後５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 

 

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

 

５月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 土 
おはなし会10：30～11：00 

おはなし会14：00～14：30 

南那須図書館 

烏山図書館 

２ 日 【休日当番医】近藤クリニック ☎0287-83-2250 

３ 月 
憲法記念日 

【休日当番医】佐野医院 

 

☎0287-84-1616 

４ 火 
みどりの日 

【休日当番医】坂本クリニック（那珂川町） 

 

☎0287-92-1166 

５ 水 
こどもの日 

【休日当番医】塩谷医院 

 

☎0287-88-2055 

６ 木 窓口延長（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター  

７ 金   

８ 土 おたのしみ会14：00～15：00 南那須図書館 

９ 日 【休日当番医】滝田内科医院 ☎0287-82-2544 

１０ 月 県壮年ソフトボール大会支部予選会（～14 日） 緑地運動公園 

１１ 火 南那須ゲートボール協会春季大会  南那須運動場 

１２ 水 自治会親善ソフトボール大会（毎週水木金～28 日）  烏山運動公園 

１３ 木 
離乳食相談（要予約） 

窓口延長（～19：00） 

こども館 

烏山庁舎・保健福祉センター  

１４ 金   

１５ 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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 

１人１人の能力に合わせた個人レッスン！ 

子どもが大好き 教えることが大好き！ 

色々な生徒に会えるのが楽しみです！ 

責任を持って応援・指導します！ 

月謝：６,０００円 

 
新井ピアノ音楽教室 

ピアノ生徒募集 

那須烏山市中央２－１５－９ 

☎８２－３４３７ 


