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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      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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 
 現在、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を開始しています。 

 予約が済んでいる人は、予約日に予約時間より早く来場されてもお

待ちいただくことになりますので、予約票の時間を確認いただき、そ

の時間内に来場いただけますようお願いします。 

◇接種日当日の持物 

 ①クーポン券（接種券）（３月３０日に郵送されています） 

 ②予診票（事前に必要事項を記入してください） 

 ③予約票 

 ④身分証明書（自動車運転免許証、健康保険証等） 

 ⑤お薬手帳（持っている人） 

 ⑥エコバック（脱いだ服を入れる袋） 

※②、③は、予約日の約1週間前に郵送されます。 

◇予約後のキャンセルについて 

①事前のキャンセルは、予約専用コールセンター（☎０５７０－０７

１－７１１）へ電話またはインターネット（https://ｇ092151.vc.li

ny.jp/top）でご連絡ください。 

②当日のキャンセルは、下記あてご連絡ください。なお、予約時間の

３０分前までに電話連絡をお願いします。 

 ・平日の場合：市新型コロナウイルスワクチン接種対策室（☎０２

８７－８２－７５３５）に電話。対応時間は午前９時～午後５時。 

 ・土・日曜日、祝日の場合：市の代表番号（☎０２８７－８３－ 

  １１１１）に電話。対応時間は午前８時３０分～午後３時３０分。 

■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（午前９時～午後５時） 

    ☎０２８７－８２－７５３５ 

 

新型コロナウイルスワクチン接種時の 

デマンド交通の予約 
 新型コロナウイルスワクチン接種の際に、デマンド交通を利用する

人は、予約の混雑も考えられるため、早めの予約をお願いします。 

 予約は２週間前から受け付けます。満員時等はご希望に添えない場

合もありますので、ご了承ください。 

※デマンド交通は、事前に利用登録が必要です。また、土・日曜日、

祝日は運行していませんのでご注意ください。 

【デマンド交通予約の際のお願い】 
 新型コロナウイルスワクチン接種にデマンド交通を利用する人は、

予約時に、「ワクチン接種のための利用である」ことを伝えてください。

走行ルートの参考とします。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

市消防団消防操法大会は中止します 
 ６月２７日（日）に予定していました那須烏山市消防団消防操法大

会は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止します。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

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１２日（土） 
第１６回市長杯
剣道大会 

中止 
市スポーツ協会剣道部 
相ケ瀬 
☎090-1031-0614 

６月２０日（日） 
第１６回市民柔
道大会 

中止 
市スポーツ協会柔道 
部長 横嶋 
☎090-2207-4005 

※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 

 

■市営住宅 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
◇募集住宅 野上住宅１０１号室（野上１１３５） 1戸 

      間取り：和室３間・洋室1間・台所・浴室（浴槽あり）・

物置・水洗トイレ 

      家賃：月額２１，８００円～３２，５００円 

◇入居資格 ※最短の場合、８月1日頃に入居が可能です。 

 ・市内在住または在勤で、同居する親族がいる人 

  （６０歳以上または身体障がい者の人は単身入居できる場合あり） 

 ・収入が基準額以下、現に住宅に困窮している人 

 ・入居者および同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第２条第６号」に規定する「暴力団員」でない人 

 ・原則、市内在住者の連帯保証人がいること 

◇敷金 決定家賃の３か月分  

◇申込 ６月１日（火）～１５日（火）に下記あて申し込む。 

※必要書類等詳細は,下記あてお問い合わせください。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月１日 Ｎｏ．３７７ 

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

 

会計年度任用職員募集（受付窓口：総務課） 
◇任用期間 ７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 担当課（問合先） 

交通防犯 

指導員 

１人 

程度 

・交通安全、防犯教室の指導事務 

・交通安全各種団体との調整事務 

・電話、窓口応対 

※月～金曜日のうち週５日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

１，１１９円 

～ 

１，１３９円 

・普通自動車運転免許 

・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 

６月１９日（土） 

総務課 

危機管理グループ 

（烏山庁舎） 

☎０２８７－ 

８３－１１１７ 

◇勤務条件 勤務時間の違いや土・日曜日の勤務があります。詳細は、担当課（問合先）にご確認いただくか、「募集案内」（問合先備付また

は市ホームページ掲載）でご確認ください。上記給料（報酬）のほか、通勤手当や期末手当等が支給される場合があります。 

◇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） 

◇応募方法 ６月１５日（火）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（問合先備付または市ホ

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、総務課危機管理グループ（〒

３２１－０６９２ 中央１－１－１）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時まで、郵送の場合は６月１５日（火）必着です。 

◇その他 

・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。 

・上記、勤務条件の際は、社会保険の加入対象となります。 

・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上記内容が変更になる場合があります。 

■問合 業務内容、勤務形態等詳細は、上記記載の担当課（問合先）あてお問い合わせください。 

 

会計年度任用職員募集（受付窓口：健康福祉課） 
◇任用期間 ７月１日～令和４年３月３１日 

◇募集内容 ※募集人数は、現時点での予定人数です。 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 応募要件 試験日 担当課（問合先） 

健康福祉課 

(事務補助員) 

１人 

程度 

・健康増進事業事務補助 

・健康管理センター管理補助 

※月～金曜日のうち週４日 

午前８時３０分～午後４時

３０分 

時給 

８９７円 

・普通自動車運転免許 

・ワードやエクセル等の基

本的なパソコン操作が出

来る人 

６月１８日(金) 

健康福祉課 

健康増進グループ 

（保健福祉センター） 

☎０２８７－ 

８８－７１１５ 

◇勤務条件 勤務時間の違いや土・日曜日の勤務があります。詳細は、担当課（問合先）にご確認いただくか、「募集案内」（問合先備付また

は市ホームページ掲載）でご確認ください。上記給料（報酬）のほか、通勤手当や期末手当等が支給される場合があります。 

◇試験方法 面接・適性試験（試験日時等は、募集期間終了後に通知します） 

◇応募方法 ６月１０日（木）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（問合先備付または市ホ

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、健康福祉課健康増進グルー

プ（〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１）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６月１０日（木）必着です。 

◇その他 

・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。 

・上記、勤務条件の際は、社会保険の加入対象となります。 

・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上記内容が変更になる場合があります。 

■問合 業務内容、勤務形態等詳細は、上記記載の担当課（問合先）あてお問い合わせください。 

 

「とちぎ再就職フェア」の開催 
 県（とちぎ雇用維持確保・テレワーク等推進会議）は、コロナ禍に

おいて離職を余儀なくされた人等、一般求職者を対象とした合同企業

説明会を開催します。 

◇日時 ６月３０日（水） 

    第１部：午後１時～２時３０分（受付：正午～） 

    第２部：午後３時～４時３０分 

◇場所 ホテル東日本宇都宮（宇都宮市上大曽町４９２－１） 

◇参加企業 とちぎの優良企業７０社（予定） 

◇参加条件 県内での就職を希望している人（新規学卒者を除く） 

◇参加申込 以下のホームページを参照し、申し込む。 

      「とちまるカフェ」http://we-tochigi.sakura.ne.jp/ 

■問合 （株）ワークエントリー栃木事業部 

    ☎０２８－６１２－８６４３ 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

自動車税（県税）の納税 忘れていませんか？ 
 納期限（５月３１日）が過ぎましたので、まだ納税していない人は、

至急納税をお願いします。納税していない場合、督促状が送付され、

延滞金もかかります。督促状を送付してから１０日を経過しても完納

しない場合は、差し押さえ等の滞納処分を受けることになります。 

 自動車税（種別割）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、ペイジーに加え、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（種別割）の納付時は、クレジットカード、ペイジーは

ご利用いただけません。 

■問合 矢板県税事務所収税課 ☎０２８７－４３－２１７１ 
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税務職員採用試験のご案内 
 税務署や国税局で勤務する税務職員（国家公務員）を募集します。 

◇試験の程度 高等学校卒業程度 

◇申込 原則としてインターネット申し込み。 

６月２１日（月）午前９時～３０日（水）の期間にホームペ

ージ（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）へアクセスし、

説明に従い入力してください。 

◇試験日 第１次試験日 ９月５日（日） 

     第２次試験日 １０月１３日（水）～２２日（金）のいず

れか第１次試験合格通知書で指定する日時 

■問合 人事院人材局試験課 ☎０３－３５８１－５３１１内線２３３３ 

    午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を除く） 

 

■水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

６月１日～７日は水道週間 

「生活も ウイルス予防も 蛇口から」 
◇給水装置はあなたの財産 

 水道本管から分かれて、ご家庭の蛇口まで引き込まれた給水管や給

湯設備等は、あなたの財産です。 

 漏水や器具に故障がないか等、維持管理をお願いします。 

◇古くなった水道管は取り替えましょう 

 家庭に引き込まれた給水管は、永久には使用できません。老朽化は

サビや漏水の原因となりますので、新しい管に取り替えましょう。 

◇引越の際は、届出を 

 転出・転居されるときは、「水道・下水道等使用異動届」を、水道を

止める日の２～３日前までに下記あて提出してください｡ 

◇悪質な商法にご用心 

 水道事業者に成りすまして、給水管洗浄・給水器具点検等と称し高

額な代金を請求する悪質商法が増えていますのでご注意ください。 

◇クロスコネクション（誤接合）は絶対ダメ 

 水道管と自家水（井戸水等）との接続は水道水の汚染の原因となり

ますので禁止されています。 

◇水道料金の現金支払は、納期限内に必ず納付書持参で 

 現金支払いの際は納付書を持参し、市役所、各金融機関（ゆうちょ

銀行を含む）窓口、またはコンビニで納入できます。 

◇地下漏水による水道料金の減免 

 地下漏水を市指定工事業者で修理した場合、申請により水道料金が

減額されます｡市指定工事業者の修理証明を添付し、「水道事業納付金

減免申請書」を下記あて提出してください｡ 

※漏水量の１０分の７が減免されます｡（１年に１回限り） 

■問合 上下水道課 ☎０２８７ー８４ー０４１１ 

 

■人権 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「ヘイトスピーチ」を許さない 
 ヘイトスピーチとは、特定の人種や民族に対して差別的・暴力的な

言動をすることをいいます。 

 ヘイトスピーチ解消のための法律「本邦外出身者に対する不当な差

別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行され、本年

６月３日をもって施行後５年を迎えますが、いまだに特定の民族や国

籍の人々を排斥する差別的言動が発生しています。 

 こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人と

しての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたりすることになりか

ねず、許されるものではありません。 

 違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。 

 ヘイトスピーチによる被害等、人権に関する問題で悩んでいる人は

ご相談ください。 

■問合 みんなの人権１１０番 ☎０５７０－００３－１１０ 

    外国語人権相談ダイヤル ☎０５７０－０９０－９１１ 

特設人権相談所を開設します 
 ６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。これにちなみ「特

設人権相談所」を開設しますのでご利用ください。 

◇日時 ６月１日（火）午前９時～正午 

◇場所 社会福祉協議会烏山支所 相談室 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

犬の登録および狂犬病予防注射 
◇日程（烏山地区） ※時間内にお集まりください。 

期日 場所 時間 

６ 

月 

６ 

日 

（日） 

那須烏山市役所 烏山庁舎前 ８：４５～ ９：００ 

向田西二 熊野神社前 ９：１０～ ９：２０ 

滝 龍門の滝観光駐車場 ９：３０～ ９：４０ 

滝田ポケットパーク ９：５０～１０：００ 

大桶下公民館 １０：０５～１０：１５ 

大沢せせらぎ公園駐車場 １０：２５～１０：３５ 

大木須集会所 １０：４５～１０：５５ 

旧境保育園前 １１：１０～１１：２０ 

境公民館 １１：３０～１１：４０ 

烏山体育館 １１：４５～１１：５５ 

◇日程（南那須地区） ※時間内にお集まりください。 

期日 場所 時間 

６ 

月 

１３ 

日 

（日） 

那須烏山市役所 南那須庁舎 ８：４５～ ９：００ 

大金台管理事務所脇駐車場 ９：１０～ ９：２０ 

熊田西公民館 ９：２５～ ９：３５ 

志鳥地区公民館 ９：４５～ ９：５５ 

下川井上公民館 １０：０５～１０：１５ 

藤田公民館 １０：２５～１０：４０ 

鴻野山公民館 １０：５０～１１：００ 

八ヶ代コミュニティセンター １１：１０～１１：２０ 

曲畑消防詰所脇 １１：３０～１１：４０ 

南部地区公民館 １１：５０～１２：００ 

◇費用 登録料と注射料：６，５００円、注射料：３，５００円 

◇注意事項 

・新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用や他の人と一

定の距離をとるといった、感染予防にご協力ください。 

・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。新たに犬を飼われて登録が済んでい

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。 

◇その他 

・連れてくる飼い犬について、緊張すると興奮してしまうなどの不安

がある場合は、口輪を付けるなど対策をお願いします。 

・注射時に脱走してしまうこともありますので、首輪が緩んでいない

か、確認をお願いします。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

「生ごみ」は水分を切って出してください 
 生ごみ等（燃やすごみ）が原因の悪臭や虫の発生による苦情が出て

いますので、生ごみ等の出し方についてご協力をお願いします。 

【生ごみ等の水分は、十分に切ってからごみ袋に入れる】 
 水分が多いと重量が重く、また悪臭や虫の発生する原因となります。 

【雑草や草花等は十分に乾燥させてからごみ袋に入れる】 
 雑草や草花等の植物等が多量な場合は、複数回に分けて少量ずつ出

すようにしてください。 

※最近、ごみの出し方が悪く収集出来ないごみが増えています。ごみ

は、正しく分別して出してください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 
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■統計調査 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

経済センサス（活動調査）調査票への記入

はお済みですか 
 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）」を実施しています。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が配布されていますので、調査にご協力く

ださい。 

◇インターネットでの回答を希望した事業所の人へ 

 ６月８日（火）までにインターネットでの回答が確認できない場合

は６月９日（水）以降に調査員が改めて訪問します。 

◇紙の調査票での回答を希望した事業所の人へ 

 約束した日時に調査員が訪問しますので、調査票をご提出ください。 

※事前に紙の調査票での回答を約束した場合でもインターネットでの

回答が可能です。（インターネットで回答した場合は、紙の調査票の

提出は不要です） 

※経済センサス（活動調査）のホームページ（https://www.e-census

2021.go.jp） 

※インターネットによる回答を推奨しています。 

■問合 経済センサス活動調査コールセンター 

    ☎０１２０－４３０－１０３ 

※ＩＰ電話などフリーダイヤルに接続ができない場合は、☎０３－６

６３０－７６４１におかけください。 

    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 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市内商品開発参加企業募集説明会 
 市内の事業者が自社商品やサービスを見つめ直し、継続的な売上に

繋げるための方策（商品開発、商品改良、ＰＲ方法）を講じる機会を

提供するため、商品開発参加企業を募集するにあたり、事業内容およ

び応募要領の説明会を開催します。 

◇日時 ６月１４日（月）午後２時～ 

◇場所 那須烏山商工会 本所 

◇対象 市内の事業者で、事業所や通信販売等で商品の生産、加工、

製作または製造、販売を行っている人 

◇採用特典 ・審査の結果、採用された場合は５万円を支給します。 

      ・９月末開催予定の開発発表会で商品が紹介されます。 

      ・商工会ホームページ等で商品紹介を行います。 

◇費用 無料 

◇申込 会場の感染防止対策を行う関係上、下記あて 

   事前申し込みをお願いします。 

※詳細は、ホームページ（https://nasukara.net/produc

tdevelopment/）をご覧ください。 

■問合 那須烏山商工会青年部 

    ☎０２８７－８２－２３２３（担当：片岡・舩山） 
 

労働保険の手続方法 
 労働保険の手続きは「電子申請」をぜひ、ご活用ください。自宅や

オフィスから２４時間いつでも申請や届出が可能です。また、労働保

険料の納付は口座振替や電子納付が便利です。 

・労働保険の電子申請は「ｅ－Ｇｏｖ」（https://shinsei.e-gov.go.jp/） 

 から行うことができます。 

・労働保険関係手続（一部手続を除く）は、ＧビズＩＤを利用して手

続することができます。 

・労働保険料の納付は、金融機関の窓口に行かなくても口座振替や電

子納付が可能です。 

■問合 県産業労働観光部労働政策課労働経済・福祉担当 

    ☎０２８－６２３－３２１７ 

労働保険の年度更新期間 
 本年度の労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、６月

１日（火）～７月１２日（月）です。 

 管轄の労働局・労働基準監督署・金融機関で申告・納付をお願いし

ます。年度更新の申告書は、管轄の労働局・労働基準監督署への郵送

や電子申請でも受け付けていますのでご活用ください。 

 なお、年度更新期間内に申告・納付の手続きが困難な場合は、年度

更新コールセンター（☎０８００－５５５－６７８０）あてご相談く

ださい。 

※コールセンターの開設期間は７月１６日（金）までです。通話料無

料。年度更新申告書の書き方および申告・納付方法等の詳細は、年

度更新申告書に同封しているパンフレット等をご参照ください。厚

生労働省ホームページ（下記）でも確認できます。 

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roud

oukijun/hoken/roudouhoken21/index.html） 

■問合 県産業労働観光部労働政策課労働経済・福祉担当 

    ☎０２８－６２３－３２１７ 
 

圧力鍋を安全に正しく使用しましょう！ 

―入れ過ぎに注意、ふたの洗浄が重要です― 
 圧力鍋には調理時間を短縮できるなどのメリットがある一方、使い

方を間違えると大きなけがにつながることがあります。事故情報デー

タバンクには、今年３月までに圧力鍋に関連する事故情報が２３１件

寄せられています。多くが高温の内容物に触れることによるやけどで、

治療に要する期間が１か月以上の事故も多く発生しています。 

 圧力鍋はメーカーや機種によって構造が異なりますが、以下の注意

点はどの圧力鍋でも共通です。必ず守り、取扱説明書や注意表示をよ

く読んで使用し、事故を防ぎましょう。 

・使用前には、蒸気口など圧力調整部分に詰まりがないか確認しまし

ょう。また、ふたと本体の間のパッキンにぬめりや劣化がないか確

認しましょう。使用後は、特にふたやパッキンの汚れをしっかりと

落としてください。 

・水と食材を合わせて２／３以下、豆類・麺類の場合は水と合わせて

１／３以下の内容量で調理しましょう。 

・完全にふたを閉めた状態で調理を行い、鍋の中の圧力が下がったこ

とを確認してからふたを開けましょう。 

■問合 商工観光課内消費生活センター 

    ☎０２８７－８３－１０１４ 

 

「消費生活相談員資格」取得の案内 
 「消費生活相談員資格」は、消費者安全法に基づく消費生活相談員

のための資格として、平成２８年度から創設された国家資格です。 

◇受験資格 年齢、性別、学歴、実務経験等不問 

◇申込期間 ６月２１日（月）～８月２日（月） 

◇申込方法 受験申込書および返信用封筒（Ａ４サイズを折らずに入

れられる封筒に２１０円切手貼付、宛先明記）を簡易書

留にて郵送してください。（８月２日当日消印有効） 

◇受験手数料 １４，３００円（税込） 

【第１次試験（マークシート式試験・論文試験）】 

◇日時 １０月１６日（土）午前９時４０分～午後３時３０分 

◇場所 全国２０か所（近隣だと埼玉、千葉、東京） 

【第２次試験（面接試験）】 

◇期日 １２月１１日（土）札幌／東京／名古屋 

    １２月１２日（日）大阪／福岡 

◇場所 全国５か所 

※会場等詳細は、下記あてお問い合わせいただくか、国民生活センタ

ーホームページ（http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html）で

ご確認ください。 

※上記ホームページから受験要領もダウンロードできます。 

■問合 （受験要項の請求先） 

    独立行政法人国民生活センター資格制度室 

    ☎０３－３４４３－７８５５ 

    〒１０８－８６０２ 東京都港区高輪３－１３－２２ 

https://shinsei.e-gov.go.jp/
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■健康・福祉 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

敬老会の開催自粛要請を行います 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市民の皆さんの健

康・安全面を考慮し、各自治会に対して敬老会の開催自粛要請をさせ

ていただきました。 

 敬老会への参加を予定されている皆さんには大変ご迷惑をおかけ

しますが、ご理解いただけますようお願いします。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

熱中症にご注意ください 
 環境省と気象庁では、「熱中症アラート」の運用が開始されています。

これは、熱中症の危険性が極めて高いと予測された際、危険な暑さへ

の注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための

情報です。 

 アラートが発表された場合は、不要不急の外出は避け、昼夜を問わ

ずエアコン等を使用するほか、エアコン等が設置されていない屋内外

での運動は、原則中止または延期する等の対策をお願いします。 

 新型コロナウイルス感染症のため、マスク着用の機会が増えていま

す。マスク装着時間が長くなることにより、熱がこもりやすくなりま

す。周囲の人と距離を十分にとれる場所で適宜マスクを外すなどしま

しょう。マスク着用時はのどの渇きを感じにくく、水分不足になりが

ちです。意識して水分をとるようにしましょう。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

有毒植物の食中毒にご注意ください 
 毎年、特に春先から初夏にかけて、山菜狩り等で有毒な野草を採り、

間違えて食べて食中毒になる事例が多く発生しています。食用である

ことがはっきりと分からないものは、絶対に「採らない」「食べない」

「売らない」「人にあげない」ようにしましょう。 

 詳細は、県や厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご確

認ください。参考として厚生労働省リーフレット「おじいちゃん、お

ばあちゃん、食べないで！それ、有毒植物ですよ！！」をご覧くださ

い。（https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000619566.pdf） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

ストーマ用装具をご利用の人へ 
 日本オストミー協会栃木支部は、ストーマ用装具（人工肛門、人工

膀胱）をご利用の人を対象に、講習会・相談会を開催します。 

◇日時 ６月１３日（日）午後１時～３時 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇講師 皮膚・排泄ケア認定看護師 松本貴司 氏 

◇費用 無料 

◇申込 下記あて申し込む。 

■問合 岩田 方 ☎０２８４－４３－０１４４ 

 

介護支援専門員実務研修受講試験 
◇日時 １０月１０日（日）午前１０時～正午 

◇場所 第１会場：宇都宮大学峰キャンパス（宇都宮市峰町３５０） 

    第２会場：とちぎ健康の森（宇都宮市駒生町３３３７－１） 

【試験案内書（申込書）配布】 
◇配布期間 ６月１日（火）～３０日（水） 

◇配布場所 保健福祉センター、県高齢対策課、各健康福祉センター、

とちぎ福祉プラザ、県シルバー大学校、とちぎ健康の森 

◇費用 １３，８００円 

◇申込 ６月１１日（金）～３０日（水）に試験案内書に同封の封筒

を使用し、簡易書留で送付する。（当日消印有効） 

■問合 （福）とちぎ健康福祉協会（栃木県知事指定試験実施期間） 

    ☎０２８－６５０－５５８７ 

    〒３２０－８５０３ 宇都宮市駒生町３３３７－１ 

■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。 

受付時間帯は、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 ６月２４日（木）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年２月、令和２年１０月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ６月２１日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年５月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ６月２１日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年１１月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ６月２５日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年５月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ６月２３日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年１１月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ６月２５日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 平成３０年５月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ６月２４日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２８年６月生まれの幼児 

■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・すすめ方を確認したい」「かたさや量の目安が分

からない」等、お子さんの食事について、気になることや悩んでいる

ことはありませんか？ぜひ、気軽にご相談ください。 

 会場は、こども館（南１－５６２－１２）です。ご注意ください。

◇日時 ６月１０日（木）午前９時～正午の予約制 

◇場所 こども館 

◇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 ※電話での相談も可能です。 

◇申込 ６月７日（月）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 

 

児童扶養手当制度のご案内 
 児童扶養手当は、父母の離婚等で、父または母と生計を同じくしな

い児童を養育する家庭（ひとり親家庭等）の生活安定・自立促進を目

的に支給される手当です。 

◇対象期間 原則、申請月の翌月からお子さんが満１８歳になった後

の３月３１日まで 

◇手当月額（４月分から適用） 

扶養児童数 支給額 

１人目 
全部支給：４３，１６０円 

一部支給：１０，１８０円～４３，１５０円 

２人目 
全部支給：１０，１９０円を加算 

一部支給：５，１００円～１０，１８０円を加算 

３人目以降 
全部支給：６，１１０円を加算 

一部支給：３，０６０円～６，１００円を加算 

※受給資格者の所得額に応じて、手当の支給額が決まります。 

◇所得制限 受給資格者、扶養義務者のそれぞれの所得が制限額を超

過した場合は、手当が支給停止となります。 

◇支給条件 下記あてお問い合わせください。公的年金を受給される

人は、併給調整等がありますのでご相談ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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児童手当・特例給付 現況届の提出 
 児童手当・特例給付を受給している人は、受給資格の確認のため、

毎年６月１日時点の住所地へ現況届を提出する必要があります。通知

を５月３１日から順次発送しています。忘れずに提出してください。 

◇提出方法 通知に返信用封筒を同封します。新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、原則、返信用封筒を利用して提出し

てください。 

◇提出期限 ６月３０日（水） 

◇その他 現況届の提出がない場合や、提出しても不備がある場合は、

６月分以降の手当が差し止めとなる場合がありますので

ご注意ください。 

※公務員の人は、勤務先にご確認ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

ひとり親世帯への子育て世帯生活支援特別給付金 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したひとり親

世帯を支援するため、下記のとおり給付金を支給します。 

◇給付対象 児童を養育する（今年度までに１８歳となる子まで対

象）ひとり親家庭で、収入が児童扶養手当受給世帯と同

じ水準にある人 

※児童扶養手当受給者など既に給付を受けている人は、対象ではあり

ません。 

◇給付額 児童１人につき５０，０００円 

◇給付金申請者 児童を養育する父または母（事実婚の状態にある人

は該当しません。父母がいない場合は、支給要件を

満たす養育者も申請することができます） 

◇申請方法 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、申請内容確認

書類等を添付のうえ、下記あて提出する。 

◇給付開始 申請書の受付後、６月下旬から随時、口座振込で支給し

ます。（振込日の目安は、１０、２０、３０日です） 

※仕組みや基準が複雑なため、詳細は、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。なお、この給付金に関して、市や

国、県が給付のために手数料の振込を求めることは一切ありません。

給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

ひとり親家庭のためのパソコン講習受講生募集 
◇日時 毎週火～金曜日に随時開催 

    午後１時１５分～４時３０分の間で、１回１時間３０分 

◇場所 栃木県母子家庭等就業・自立支援センター 

    （宇都宮市野沢４－１） 

◇内容 ワード・エクセルの基礎講座（１コース５回） 

    詳細は、栃木県母子家庭等就業・自立支援センターのホームペ

ージ（http://www.tochiboshicenter.jp/）をご覧ください。 

◇対象 ひとり親家庭の母・父、寡婦で、パソコン初心者の人 

◇費用 無料 

◇申込 受講希望日の１週間前までに栃木県ひとり親家庭福祉連合会 

（☎０２８－６６５－７８０１）あて電話で申し込む。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

離婚前後ひとり親座談会 
 「離婚したいけどどうしたらいいか分からない」や「同じ境遇の人

と話がしたい」といった悩みを抱える人に向けた内容です。 

◇日時 ６月２４日（木）午前１０時～ 

◇場所 とちぎ男女共同参画センター（宇都宮市野沢町４－１） 

◇テーマ 離婚について知っておきたいこと 

※詳細は、栃木県ひとり親家庭福祉連合会ホームページ（http://www.

tochiboren.jp/）をご覧ください。 

◇対象 離婚を考えている人、離婚した人 

◇定員 ６人 

◇申込 ６月１８日（金）までに栃木県ひとり親家庭福祉連合会（☎

０２８７－６６５－７８０１）あて申し込む。 

■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 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 

◇申込 ６月６日（日）までに電話等で下記あて申し込む。 

【七夕飾りの制作】 
◇日時 ６月２９日（火）～７月２日（金）午前９時～午後４時 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 

◇制作物 来館時、先着順に配布します。 

※ぴよぴよ広場、七夕飾りの制作は、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。 

※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 

※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 

 

みらいのＫａｚｅ保育園 保育園開放 
 園に通っていないお子さん・保護者向けに保育園を開放しています。

みらいのＫａｚｅ保育園に興味がある人、保育園に入園を考えている

けど決めかねている人、保育体験をしてみませんか。 

◇日時 １回目：６月１３日（日）午前９時～正午 

    ２回目：６月２７日（日）午前９時～正午 

◇場所 みらいのＫａｚｅ保育園 

◇内容 保育体験、保育士による育児相談 

◇対象 未就園児と保護者 先着５組 

◇費用 無料 

◇申込 開催日の３日前までに電話で下記あて申し込む。 

※受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時３０分です。 

■問合 みらいのＫａｚｅ保育園 ☎０２８７－８２－７３７６ 

 

認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 

ひよこ教室 
◇日時 ６月１４日（月）午前１０時～１１時頃 

◇場所 認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 

◇内容 カワイ体操教師による体操＆リズム遊び 

◇対象 未就園児と保護者 

◇費用 無料 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 ６月１０日（木）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 
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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 ６月１５日（火）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歳半からの就園前の幼児と保護者 

◇費用 無料 

◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用） 

◇申込 ６月７日（月）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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

男女共同参画社会を考える 

「とちぎ県民のつどい」県民講座 
 毎年６月２３日～２９日の１週間は「男女共同参画週間」です。男

性と女性が、職場、学校、地域や家庭で、それぞれの個性と能力を発

揮できる「男女共同参画社会」の実現に向けて考えてみませんか。 

◇日時 ６月２６日（土）午後１時１５分～３時 

    開場：午後０時３０分 

◇場所 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 「めざそう！女性の参画で切り拓く未来」 

     講師：上智大学法学部 教授 三浦まり 

※手話通訳が付きます。 

◇定員 ８０名先着順（入場無料） 

※一時保育（満６か月から未就学のお子さん）のみ有料（１人あたり

５００円） 

◇申込 ６月１８日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

※一時保育は、６月１１日（金）までに申し込む。 

■問合 栃木県女性団体連絡協議会 ☎０２８－６６５－７７１０ 

    （電話応対は、火・木の午前１０時～午後４時） 

 

■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 

「語り継ぎたいふるさとの味教室」参加者募集 
 釜のふたまんじゅう、飾り押し寿司、しもつかれ、懐かしいふるさ

との味を楽しみながら作ってみませんか。 

◇日時 ①７月５日（月）、②９月１日（水）、③２月９日（水） 

①②③とも、午前９時～正午 

◇場所 烏山南公民館３階調理室 

◇内容 ①ご先祖様にお供えする釜のふたまんじゅう 

    ②ハレの日に食べたい飾り押し寿司 

    ③郷土料理しもつかれと民話語り 

◇講師 ①小森谷孝子 氏 

②池田枝美子 氏 

③相澤美砂子 氏、烏山語りの会 

◇対象 市内在住または在勤の人、先着１２名 

◇費用 材料代実費、①６００円程度、②８００円程度、③５００円

程度 

◇持物 ①②③エプロン、三角巾、マスク、タオル、持ち帰り容器 

③鬼おろし 

◇申込 ６月５日（土）～１９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 

公民館講座 「まちの観光ボランティア 

ガイド講座」参加者募集 
 私たちのまちの魅力を、たくさんの人に伝える観光ガイドの講座で

す。今回は、英語でガイドする内容もあります。 

◇日時 ①６月２７日午前９時３０分～正午 

    ②７月１８日午前１０時～１１時３０分 

    ③８月２２日午前９時３０分～正午 

    ④９月１９日、⑤９月２６日、⑥１１月２８日 

※いずれも日曜日、④～⑥は午前１０時～１１時３０分 

◇場所 ①烏山公民館１０４会議室、妙光寺、泉溪寺等 

    ②龍門の滝観光案内所集合、龍門の滝、どうくつ酒蔵 

    ③烏山公民館集合、宮原八幡宮、稲積神社、木戸不動尊 

    ④～⑥烏山公民館１０４会議室 

◇内容 ①まちの歴史ある寺社を市の観光ガイドが案内 

    ②龍門の滝が形づくられた背景についてジオガイドが案内 

    ③まちの歴史ある寺社を市内文化財に詳しい職員が解説 

    ④外国人の観光ガイドについての話（英語） 

    ⑤市内の観光ガイドを英語で作成（英語） 

    ⑥市内観光ガイドの実習 

◇講師 ①那須烏山ふれあいガイドの会 大森茂宏 氏 

    ②なすからジオの会プチェーロ 澤村俊夫 氏 

    ③生涯学習課職員 

    ④、⑤栃木県登録通訳案内士（英語）倉田育子 氏 

◇対象 市内在住または在勤、在学の人 先着１５名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具、マスク、飲み物、①、②、③は歩くのに適した服

装、靴、傘 

◇申込 ６月５日（土）～１９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 

 

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

 

図書館の催し物 

【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ６月５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 

【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ６月１２日（土）午後２時～３時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 ＤＶＤ上映「サンリオアニメ世界名作劇場」より２作品上映、

かんたん工作 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 ６月５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 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

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

 

第４３回壮年ソフトボール大会 
◇日時 ６月１６日（水）～７月２日（金）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 

◇参加資格 ソフトボール協会烏山支部に加盟登録したチームで令和 

      ３年４月１日現在４０歳以上の選手で編成されたチーム 

■問合 烏山ソフトボール協会事務局（村上） 

    ☎０９０－９３４７－６６１６ 
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■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

災害ボランティアへの登録をお願いします 
 社会福祉協議会では、市内で災害が発生した場合、災害ボランティ

アセンターを設置し、復旧復興の支援活動を行っています。近年、災

害が複雑、多様化するなかで、迅速な復旧復興を行うためにも、地域

住民・ボランティア等のご支援ご協力が必要となっています。 

 個人または団体の人を対象に、災害時にボランティアの協力の呼び

かけ等を行う登録制ネットワーク「災害支援ボランティアネットワー

ク」を設けていますので、協力できる人は登録をお願いします。 

◇活動内容例 

①被災現場に行き、片付け等を行う（家屋清掃、家具移動等） 

②避難している人へのお手伝い等（避難所支援、傾聴等） 

③災害ボランティアセンター運営の手伝い（設営、掃除、受付、事務等） 

※力仕事以外もあります。自分にあった活動でご協力ください。 

◇登録方法              ＱＲコード 

 右の画像または下記のホームページか 

 ら登録するか、窓口の登録用紙に記入 

 して登録してください。那須烏山市社 

 会福祉協議会ボランティアセンター 

（https://www.nasukarashakyo-vc.com/） 個人用   団体用 

■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 
 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ６月５日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 南那須運動場（吊り橋の手前） 

◇散策コース 「荒川－大金台コース（約７ｋｍ）」荒川遊歩道と大金台 

 南那須運動場 → 遊歩道 → 水処理センター → 十二口横穴

墓 → 荒川橋 → 大金台 → 南那須運動場 

◇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、十分な健康管理の上、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 
 

フードバンク那須烏山 食品寄贈のお願い 
 フードバンクとは、個人・企業・各種団体からの寄贈・寄付をして

いただいた食品を生活困窮者や福祉施設等の支援を必要とする人たち

に配り、有効に使ってもらう活動です。 

 県内のフードバンク団体と連携して６月２６日（土）に新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受け困窮している人を対象に食品配布会を実

施するため、食品の寄贈・提供をお願いします。 

◇対象となる食料品 米、缶詰、レトルト食品、カップラーメン、乾

麺、加工食品、調味料、菓子類 

※賞味期限が１か月以上あるもの。野菜等の生ものは対象外です。 

◇食料品の受け入れ先 

・社会福祉協議会本所（田野倉８５－１）および烏山支所（初音９－７） 

■問合 フードバンク那須烏山（小堀 惠美子） 

    ☎０９０－４８４０－５６５８ 

 

 
 

 

■各種相談        
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６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 ６月２日、１６日 午前９時～正午 

◇場所 ・２日：社会福祉協議会烏山支所（初音９－７） 

    ・１６日：南那須公民館第１会議室（岩子６－１） 

■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 

【もの忘れ相談】 
◇日時 ６月１１日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 南那須公民館 

◇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 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 
◇日時 ６月７日（月）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      
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６月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 火 南那須支部いきいきクラブ輪投げ大会  緑地運動公園 

２ 水 心配ごと相談 社会福祉協議会烏山支所 

３ 木 
第 17 回烏山支部グラウンド・ゴルフ愛好会大会 

窓口業務延長（～19：00） 

烏山運動公園 

烏山庁舎・保健福祉センター 

４ 金   

５ 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 

６ 日 
特定健診・がん検診（完全予約制） 

【休日当番医】白寄医院（那珂川町） 

烏山体育館・烏山公民館 

☎0287-92-2710 

７ 月 

特定健診・がん検診（完全予約制・女性の日）  

烏山図書館特別休館（～11日） 

市実年ソフトボール交流大会（～11 日） 

烏山体育館・烏山公民館 

 

緑地運動公園他 

８ 火 
管理栄養士によるお話 11：00～11：20 

南那須支部いきいきクラブゲートボール大会  

こども館 

南那須運動場 

９ 水   

１０ 木 
窓口業務延長（～19：00） 

離乳食相談（要予約） 

烏山庁舎・保健福祉センター 

こども館 

１１ 金 
特定健診・がん検診（完全予約制） 

もの忘れ相談（要予約） 

南那須公民館 

烏山庁舎 

１２ 土 おたのしみ会14：00～15：00 南那須図書館 

１３ 日 
第 16 回春季市民ソフトテニス大会 

【休日当番医】水沼医院 

緑地運動公園 

☎0287-84-0001 

１４ 月   

１５ 火 南那須支部いきいきクラブペタンク大会  緑地運動公園 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

  

コロナ禍での密集を避け 

何時でも手ぶらで来て遊べる 

グラウンド・ゴルフ練習所（８コース） 

健康年齢とお友達作りに 

場所 ひのみや東側（熊田地内） 

グラウンド・ゴルフ楽しみませんか？ 
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