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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日のお知らせ 
 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予約受付を５月２０日（木）

午前９時から開始します。今回は、約２，０００人分の接種です。 

◇接種日程 

実施日 実施時間 場所 

６月１２日（土） 
午後１時３０分～ 

４時３０分 
市武道館 

（大金２４０） 
６月１３日（日） 午前９時～正午 

６月１５日（火） 
午後２時～４時３０分 

那須南病院 

（中央３－２－１３） ６月１６日（水） 

６月１７日（木） 午後１時３０分～ 

４時３０分 
市武道館 

（大金２４０） 
６月１９日（土） 

６月２０日（日） 午前９時～正午 

６月２２日（火） 
午後２時～４時３０分 

那須南病院 

（中央３－２－１３） ６月２３日（水） 

６月２４日（木） 午後１時３０分～ 

４時３０分 
市武道館 

（大金２４０） 
６月２６日（土） 

６月２７日（日） 午前９時～正午 

６月２９日（火） 
午後２時～４時３０分 

那須南病院 

（中央３－２－１３） ６月３０日（水） 

◇接種対象 ６５歳以上の人（原則、市に住所を有する人） 

◇予約受付開始日時 ５月２０日（木）午前９時～ 

◇接種費用 無料 

◇接種方法 完全予約制による集団接種 

◇予約方法 ３月３０日（火）に発送したクーポン券（接種券）を確

認しながら、電話、インターネット、ＬＩＮＥアプリの

いずれかで予約をする。 

※上記以外での受け付けは行っていませんのでご了承ください。 

◇接種の流れ 

 ①接種予約をとる。 

 ②接種日の約1週間前に予診票および予約票が届く。 

 ③指定日に会場で接種する。（予診票に必要事項を記入し、持参する） 

※当日、予約した受付時間内に会場にいない場合は、キャンセル扱い

となりますので、ご了承ください。 

※１回目の接種が済んだ人は、２回目の接種予約の必要はありません。

２回目の接種は、３週間後の同じ会場および時間帯で、案内します。 

◇その他 

・予約専用コールセンターの電話番号は、クーポン券（接種券）に記

載されています。 

・申し込みが集中するとコールセンターやインターネット、ＬＩＮＥ

ともにつながりにくい場合があります。時間をおいてから再度申し

込みください。 

・７月以降の実施日は、ワクチンの供給状況により決定しますので、

決まり次第、随時お知らせします。 

■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 

中止または延期となるイベント等情報 
 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

６月６日（日） 
市民フットサル 
大会 

中止 
市スポーツ協会サッカー 
部長 大森 
☎090-9131-8575 

６月 
春季婦人バレー 
ボール大会 

中止 
市スポーツ協会バレー 
ボール部長 塩田 
☎090-4602-2667 

※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 市新型コロナウイルス感染症対策本部（総務課内） 
    ☎０２８７－８３－１１１７ 
 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

とちぎの環境美化県民運動 
 環境美化運動は、環境美化はもちろんのこと、一斉清掃活動により

地域社会における市民の交流や協力を深めるものです。 

 ５月３０日（日）（県民統一行動日）を市内全域一斉清掃日とします

が、各行政区および各自治会内において実施日時を決め実施します。

自治会、事業所等各種団体を通して清掃活動にご協力ください。 

◇場所 道路、路肩、側溝、河川等の公共用地 

◇内容 清掃活動、草刈、清掃時に出たごみの分別（家庭ごみ収集カ

レンダーの「ごみの分け方・出し方」を参考に分別してくだ

さい） 

※分別したごみは、種類ごとに収集日にごみステーションに出してく

ださい。 

※ごみステーションで収集しないごみ（タイヤ、バッテリー等）は別

途、市で回収しますので下記あてご連絡ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７ー８３ー１１２０ 
 

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

 

マイナンバーカードの「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業務では、更新手続きはできません。 

■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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年５月１５日 Ｎｏ．３７６ 

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。 

 

 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。 
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■雇用・就職等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

こども課会計年度任用職員の募集 
◇任用期間 採用日～令和４年３月３１日 

◇募集内容 

職名 人数 業務内容 給与（報酬）[時給] 応募要件 

保育士 若干名 市立保育園の学級経営、保育業務 １，１８０円 保育士資格、普通自動車運転免許 

保育補助員 若干名 市立幼稚園または保育園の園児の生活支援、保育補助 ８９７円 普通自動車運転免許 

◇試験方法 面接・適性試験（試験日等は、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３０分～午後５時１５分です。 

・勤務地や職種により勤務時間の違いや土曜日勤務があります。詳細は、電話等で問合先に問い合わせるか、「募集案内」（市ホームペー

ジ掲載）でご確認ください。上記給与（報酬）のほか、通勤手当（２ｋｍ以上）が支給されます。 

・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、給与（報酬）に加算があります。 

・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 ５月３１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」（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１５分まで、郵送の場合は、５月３１日（月）必着です。 

※併願は可能です。併願する場合は、職種ごとに履歴書および必要書類を用意してください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 〒３２１－０５２６ 田野倉８５-１（保健福祉センター） 

 

南那須地区広域行政事務組合会計年度任用職員の募集 
◇任用期間 ７月１日～令和４年３月３１日 ・条件付き採用期間は任用後１か月です。 

・勤務成績（人事評価等）が良好な場合、翌年度以降も再採用（４回まで）を行う場合もあります。 

◇募集内容 

職種 人数 業務内容 報酬（予定）［日給］ 所属（勤務地） 問合・申込先 

事務職 

（パートタイム） 
１名 受付窓口業務 ６，０６０円 

保健衛生 

センター 

〒３２１－０６０２ 大桶４４４ 

保健衛生センター庶務係 ☎０２８７－８３－１１５５ 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日（週５日）午前８時３０分～午後４時３０分です。毎月1回日曜日勤務があります。上記報酬

（予定）のほか、通勤手当、期末手当が支給される場合があります。 

◇試験方法 選考試験は６月９日（水）に実施します。試験時間等は、募集期間終了後に通知します。 

◇応募方法 ５月１７日（月）～３１日（月）に会計年度任用職員任用願（問合・申込先備付またはホームページ（http://www.minaminasukouiki.jp）掲載）

に必要事項を明記し、申込先あて提出する。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までに持参してください。 

※郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員受験申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所・氏名を明記のうえ、５月３１日（月）必着です。 

◇合格者発表 最終合格者は、郵送で通知します。（合否結果についての電話によるお問い合わせには回答できません） 

※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上記内容が変更になる場合があります。 

■問合 受験資格・雇用条件等に関することは、電話等で上記記載の問合・申込先あてお問い合わせください。 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

自動車を所有している人へ 
 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、スマートフォン決済アプリで

も納付できます。 

※軽自動車税はクレジットカード、ペイジー未対応です。 

■問合 矢板県税事務所 ☎０２８７－４３－２１７１ 

 

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

 

七合診療所の６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 ６月５日（土） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

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

 

経済センサス（活動調査）を実施します 
 事業所・企業を対象に、総務省と経済産業省は６月１日を調査日と

して、「経済センサス（活動調査）」を実施します。「経済の国勢調査」

として、経済の「いま」を明らかにする極めて重要な調査です。 

 ５月下旬から調査員による訪問、または国から直接郵送により調査

票を配布しますので、調査にご協力くださるようお願いします。なお、

調査の結果は、各種行政施策や学術研究の基礎資料等統計以外の目的

に使用することはありません。 

◇調査内容・目的 

 全産業分野の売上（収入）金額や、費用等の経理項目を同一時点で

網羅的に把握し、事業所・企業の経済活動を全国的および地域的に明

らかにするとともに、事業所や企業を対象とした各種統計調査の母集

団情報を得ることを目的としています。詳細は、経済センサス（活動

調査）ホームページ（https://www.e-census2021.go.jp）でご確認くだ

さい。 

※インターネットによる回答を推奨しています。 

■問合 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 
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■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

消費者ホットライン１８８（いやや！） 
 お住まいの住所の郵便番号を入力することで、近くの消費生活セン

ター等の消費生活相談窓口をご案内するものです。全国どこからでも

「１８８（局番なし）」でつながります。ぜひ、ご利用ください。 

◇相談内容の例 

 ・「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをして

しまった」「お試し購入のはずが定期購入契約になっていた」等の

消費者トラブル 

 ・「新型コロナワクチンが接種できる。後日全額返金されるので１０

万円を振り込むようにとの不審な電話がかかってきた」等の新型

コロナウイルスに関連したトラブルや、「豪雨で雨漏りし修理し

てもらったがさらにひどくなった」等の災害に関するトラブル 

■問合 消費者庁地方協力課消費者ホットライン担当 

    ☎０３－３５０７－９１９０ 
 

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

 

「緑の募金」にご協力をお願いします 
 募金は、公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構に全額送金し、

県内の緑化事業に活用されます。市内の緑化推進活動も、この募金に

よる助成金が使われます。 

◇期間 ６月１８日（金）まで 

◇烏山地区 自治会・班単位でとりまとめてください。 

◇南那須地区 自治会単位でとりまとめてください。 

◇納付方法 郵便振替または農政課（南那須庁舎）で納付してください。 

※烏山庁舎では納付できませんのでご注意ください。 

※市役所職員による募金回収は行っていません。振込詐欺等にご注意

ください。 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

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

 

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 

６月６日（日） 
烏山体育館 

◎婦人検診等あり 

（中央２－１３－１２） 

午前８時３０分 

～１０時３０分 

６月７日（月） 

【女性の日】 

※締め切り済 

６月１１日（金） 南那須公民館（岩子６－１） 

６月１６日（水） 野上体育館（野上７０３） 

６月２１日（月） 
烏山体育館 

（中央２－１３－１２） 

６月２４日（木） 南那須公民館（岩子６－１） 

※６月７日（月）烏山体育館は定員に達したため、新規申し込みは締

め切りました。 

※感染症対策として、３密（密閉・密集・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、特定健診受診券を持参してください。 

※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 

福祉タクシー事業（高齢者分）の申請受付 
 福祉タクシー券の新規申請を随時受け付けています。 

◇対象 ７５歳以上の高齢者世帯で下記のすべてを満たす人 

    ・市県民税非課税世帯 

    ・同一敷地内に移動手段の支援ができる家族がいない 

    ・世帯で自家用自動車を所有していない 

    ・他の外出支援サービスを利用していない 

    ・市税等に滞納がない 

◇交付枚数 月６枚×対象月数 

◇助成内容 券１枚につき５００円を助成 

◇申込 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて提出する。 

※ご不明な点は、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 

 

■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 ６月８日（火） 午前１１時～１１時２０分 

◇内容 よく噛んで食べよう 

◇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「６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 

 

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２日（水）受付：午前９時４５分～（雨天決行） 

◇場所 那須烏山消防署（神長８８０－１） ※現地集合 

◇内容 救急車・レスキュー隊の訓練を見学しよう！ 

◇対象 市内在住の２歳以上の幼児と保護者 

◇定員 先着６組 

◇費用 １組：１００円（保険料等） 

◇持物 飲物（水分補給のため） 

◇申込 ５月２６日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※こども館は月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 
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■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ジオパーク構想教室 参加者募集 
 栃木県立博物館市町連携事業としてジオパーク構想教室「レッドデ

ータブックとちぎを知る～地形・地質分野～」を開催します。 

◇日時 ６月５日（土）午前１０時３０分～正午 受付：午前１０時～ 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 「レッドデータブックとちぎ」に掲載された地質・地形の解説 

◇解説者 栃木県立博物館 河野重範 氏 

◇対象 小学校３年生以上（小学生は保護者同伴） 

◇定員 先着２０名程度 ※参加費無料 

◇申込 ６月２日（水）午後５時までに電話等で下記あて申し込む。 

※ジオパークとは、大地の歴史を物語る市内の地形や地質を守りなが

ら、観光や学習に活用できる場所です。 

※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。 

■問合 生涯学習課文化財グループジオパーク推進室 

    ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

放送大学 １０月入学生募集 
 放送大学はテレビ・インターネットで授業を行う正規の大学です。

働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたい等、さまざまな目的

で、幅広い年代や職業の人たちが学んでいます。 

 大学や大学院の授業を負担の少ない費用で自分のペースで受けるこ

とができます。この機会に、あなたも放送大学で学んでみませんか。 

 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１０日（木）～８月３１日（火） 

      ９月１日（水）～１４日（火） 

■問合 放送大学栃木学習センター ☎０２８ー６３２－０５７２ 

    ＵＲＬ：https://www.ouj.ac.jp （「放送大学」で検索） 

 

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

 

第１６回柔道大会 
◇日時 ６月２０日（日）受付：午前９時～ 開会：午前９時３０分 

◇場所 烏山武道館 

◇参加資格 市内在学の小・中・高校生、市内在住および在勤の人 

◇費用 無料 

■問合 市スポーツ協会柔道部（横嶋） ☎０２８７－８８－９４６９ 
 

実年ソフトボール交流大会参加チーム募集 
◇日時 ６月７日（月）～１１日（金）午後７時３０分～ 

◇場所 烏山運動公園、緑地運動公園 

◇チーム編成 １チーム監督以下２５名以内 

◇参加資格 ソフトボール協会烏山支部および南那須支部に加盟登録した

チームに所属する満５０歳以上の選手で編成されたチーム 

◇代表者会議 ５月２１日（金）午後７時～ 

場所：スポーツ健康館（緑地運動公園内） 

◇費用 １チーム５，０００円 

◇申込 ５月２１日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 烏山ソフトボール協会事務局（村上） 

☎０９０－９３４７－６６１６ 

 

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

 

図書館の催し物 
【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 ５月２２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 

烏山図書館特別休館（蔵書点検）のお知らせ 
◇休館期間 ６月７日（月）～１１日（金） 
※南那須図書館は通常どおり開館していますが、烏山図書館の資料は
ご利用いただけません。 

※期間中、インターネット予約はご利用いただけません。 
※期間中の図書の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用くださ
い。ただし、ＤＶＤ・ＣＤの返却は破損の恐れがあるので開館して
いる日に直接カウンターに持参してください。 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 
 

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

 

教科書展示会 
 教科用図書（教科書）の理解を深めることを目的として教科書展示
会を行います。教育関係者のほか、保護者、一般の人も閲覧できます。 
◇期日 ６月１１日（金）～３０日（水） ※土・日曜日は除く。 
◇時間 午前９時～午後５時 
◇場所 那珂川教科書センター（☎０２８７－９２－１１２４） 
    （那珂川町小川２５２４－１、那珂川町小川公民館２階） 
※教科書センターについてのお問い合せは上記へお願いします。 
※申し込みは不要です。閲覧後は、閲覧名簿に氏名等をお書きください。 
※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 学校教育課指導支援グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 
 

令和３年度中学生海外派遣事業 中止 
 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を考慮し、９
月に予定していた姉妹都市であるアメリカ合衆国ウィスコンシン州メ
ノモニー市への中学生海外派遣事業は中止とします。 
 参加を希望していた生徒の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご
理解をお願いします。 
■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 
 

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

 

５月下半期の行事予定 
 
日 曜日 行事予定 

１６ 日 【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） ☎0287-96-2841 

１７ 月 妊婦・産後ママサロン（受付 9：40～） 南那須公民館 

１８ 火 
特定健診・がん検診（完全予約制） 

南那須支部いきいきクラブグラウンドゴルフ大会  

烏山体育館・烏山公民館 

緑地運動公園 

１９ 水 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

５歳児相談（9：30～） 

４か月児・８か月児健診（13：00～） 

心配ごと相談 

南那須公民館 

こども館 

こども館 

南那須庁舎 

２０ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２１ 金 特定健診・がん検診（完全予約制） 烏山体育館・烏山公民館 

２２ 土 おはなし会（14：00～14：30） 烏山図書館 

２３ 日 【休日当番医】七合診療所 ☎0287-82-2781 

２４ 月 

特定健診・がん検診（完全予約制） 
１歳児相談（9：30～） 
１歳６か月児健診（13：00～） 
ファミリー記念混合ソフトボール大会（～28 日） 

向田体育館 
こども館 
こども館 
緑地運動公園 

２５ 火 
２歳６か月児相談（9：30～） 

南那須グラウンドゴルフ協会第 104 回大会 

こども館 

緑地運動公園 

２６ 水 行政相談 烏山庁舎 

２７ 木 
産後サポート事業「おひさま」（要予約）（受付 9：40～）  

窓口業務延長（～19:00） 

南那須公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２８ 金 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

２歳児相談（9：30～） 

３歳児健診（13：00～） 

南那須公民館 

こども館 

こども館 

２９ 土   

３０ 日 【休日当番医】林田医院 ☎0287-88-2056 

３１ 月 
文月ソフトボール大会（～6/4） 

軽自動車税（種別割）納期限・口座振替日 

緑地運動公園 

  


