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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 
 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実施しています。 

 なお、６４歳以下の人の接種については、決まり次第お知らせします。 

◇接種日当日の持物 

・クーポン券（接種券）、予診票（事前に必要事項を記入）、予約票、

本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）、お薬手帳（２回目の接

種時もご持参ください）、エコバック（脱いだ服を入れられる袋） 

※接種日当日は、予約した時間にお越しください。これからの季節は、

暑くなりますので、水分を持参する等暑さ対策をお願いします。 

◇接種券の再発行について 

 接種券は、６５歳以上の全ての人に郵送しています。接種を希望し

ている人で接種券がお手元にない場合は、本人確認書類（運転免許証、

健康保険証等）を持って、健康福祉課までお越しください。 

◇予約後のキャンセルの連絡について 

・事前のキャンセルは、平日の午前９時～午後５時にコールセンター

（☎０５７０－０７１－７１１）あて電話でご連絡ください。 

・当日のキャンセルは、下記あて電話でご連絡ください。 

○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）。対応時間は、午前９時～午後５時。 

○土・日曜日の場合：市の代表番号（☎０２８７－８３－１１１１）。

対応時間は、午前８時３０分～午後５時。 

■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 

 

■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

防災Ｉｎｆｏなすからすやまでの火災情報の配信 
 ６月１日（火）から、「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」のアプリおよ

び戸別受信機で火災情報の配信を開始しました。 

 既にアプリを登録している人で、火災情報を購読したい場合は、購

読設定の変更が必要です。アプリの設定画面の購読設定から変更して

ください。なお、戸別受信機は、設定の変更の必要はありません。 

◇配信内容 ・火災発生の情報 ・火災鎮火の情報 

      ・火災種別変更の情報 ・誤報の情報 

※全て、火災が発生した大字および火災の種別に関する配信です。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災Ｉｎｆｏなすからすやま 無反応登録者の配信停止 
 「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」のＩｎｆｏｃａｎａｌアプリの受

信情報を６か月間確認しない場合、自動的に配信を停止しています。 

 再度利用する場合は、使っている端末本体の「設定」を確認し、Ｉｎ

ｆｏｃａｎａｌアプリの通知を許可（ＯＮ）してください。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

高校生の皆さん！「那須烏山市のまちづくりを

してみませんか？」ワークショップ参加者募集 
 この事業は、高校生の視点で、市の活性化や魅力発信に向けたまち

づくり活動を実施するものです。 

◇対象 まちづくりに興味のある市内または近隣の高校に通学する高

校生 

◇活動期間 ７月～令和５年３月の２年間 

※学年は問いません。活動期間中の参加できる期間だけでも可。 

◇活動内容 主にワークショップの活動（年間５回程度）を通して下

記の取り組みを目指します。 

     ・学生と地域住民の交流拠点の構築 

     ・高校生発案の企画で地域住民と交流 

     ・取り組み自体を、ＳＮＳ等を通じて発信 等 

※活動は、放課後や休日となります。 

◇募集期限 ６月３０日（水） 

◇応募方法 電話またはメールで下記あて申し込む。 

※電話受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時。 

※メールの場合は、住所・氏名・高校名・学年・連絡先を記入。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

    Ｅメール：ｍachizukuri＠city.nasukarasuyama.lg.jp 

 

■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 
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   赤帽ユーケイサービス 
     （代表：小池幸弘）TEL/FAX：０２８７-８８-８４３４ 
                携 帯：０９０-８８９３-３０９５ 

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。 

 
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 

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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■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

６月は「環境月間」です 
 期間中は、環境問題への関心と理解を深め、環境負荷の少ない生活

について考えるとともに、ごみの分別や減量化等にご協力ください。 

・食品ロス削減のため、食材の食べきり使い切りを心がけましょう。 

・空調設備、冷蔵冷凍機器、照明等の節電や、クールビズ等を行い、

電力の消費を抑えましょう。 

・ごみの出し方については、家庭ごみ 

収集カレンダーを確認し、ルールに 

沿って出してくださるようご協力を 

お願いします。また、スマートフォ ・Android版  ・iPhone版 

ンを持っている人は、上記の画像からダウンロードできる「那須烏

山市ごみ分別アプリ」を使用することで、いつでもごみの出し方を

確認することができます。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■住宅 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
◇募集住宅 神長住宅３０５号室（神長７５２－１） １戸 

      間取り：和室２間・台所・浴室（浴槽要持込）・水洗トイレ 

      家賃：月額５，２００円～７，８００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１５日（火）～３０日（水）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 

 

■商工・観光 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

山あげ祭 「無観客」での開催 
 今年の山あげ祭は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、

「無観客」で開催することになりました。 

 当日は、駐車場やイートスペース等の設置はありません。公演会場付

近への来場や観覧はご遠慮ください。ＹｏｕＴｕｂｅで山あげ祭の動画

配信を予定していますので、ご自宅で山あげ祭をお楽しみください。 

 また、警戒度レベル栃木県版ステージが４（緊急事態宣言）もしく

は、本市がまん延防止等重点措置の対象地域になった場合は、山あげ

祭の開催を中止することを想定しています。 

 なお、下記の事業は中止が決定していますので、ご了承ください。 

◇事業 

事業名 区分 

シャトルバスの運行 中止 

観光周遊バスの運行 中止 

桟敷席の設置 中止 

フォトコンテスト 中止 

イベントスペース 設置しない 

露店街 設置しない 

◇配信 市公式観光ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信予定。 

※配信日程等の詳細は、決定次第、再度周知します。 

■問合 山あげ祭実行委員会（市商工観光課内） 

    ☎０２８７－８３－１１１５ 

【事業者向け】特定事業者一時支援金 

（那須烏山市版一時支援金）の申請 
 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、今年１月に発令され

た緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または不要不急の外出や移動

の自粛の影響により経営状況が悪化した市内事業者の事業継続を支援

することを目的に、国の一時支援金の対象とならない事業者のうち、

一定の要件を満たす事業者に対し特定事業者一時支援金を支給します。 

◇対象となる事業者 下記の要件のうち、法人にあっては「共通」「法

人」に掲げるすべてに、個人にあっては「共通」「個人」に掲げるすべ

てに該当する事業者（農林漁業者を除く） 

区分 要件 

共通 

・令和２年１２月までに開業し、申請時点で事業を行ってお

り、今後も事業継続する意思があること 

・今年１月に発令された緊急事態宣言の影響により、令和３

年１月～３月のいずれかの月の売上（事業収入）が、原則

として平成３１年または令和２年の同月と比較して２０％

以上５０％未満減少していること 

法人 
・市内に本社または本店等の主たる事業所を置いていること 

・資本金１０億円未満であること 

個人 
・主に市内で事業を行っており、かつ、市内に住民登録をし

ていること 

 ただし、次に該当する場合は支給を受けることができません。 

・令和３年１月～３月のいずれかひと月の売上が平成３１年または令

和２年同月比５０％以上減少している月がある等、国の一時支援金

の要件を満たしている。 

・県の営業時間短縮要請の対象となった飲食店（時短要請に応じず営

業したため、県の営業時間短縮協力金の対象とならなかった飲食店

も含む）である。 

◇支給額 法人１０万円、個人事業主５万円 

◇申請方法 ８月２日（月）までに申請書等（市ホームページ掲載）

に必要事項を記入・押印し、関係書類を添付のうえ、下

記あて申請する。（郵送の場合は８月２日必着） 

※申請書等は、下記および南那須庁舎ホールに備え付けています。感

染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

    （〒３２１－０６９２ 中央１－１－１） 
 

■水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

漏水調査の実施 
 水道水の有収率向上と水道施設保全のため、漏水調査を行っていま

す。私有地への立ち入りに、ご理解ご協力をお願いします。 

◇地区 烏山市街地 

◇期間 ６月２１日（月）～令和４年２月２８日（月） 

◇内容 道路に埋設されている水道本管から個人宅のメーターまでの

給水管の調査をします。 

※身分証を携帯した調査員が腕章をつけて調査します。 

※漏水が発見された場合は修繕工事を行います。ご協力をお願いします。 

◇調査業者 （株）伊藤ライニング ☎０２８－６８４－２５１１ 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

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

 

ひまわりきっず「七夕を飾ろう」 
 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３０日（水）受付：午前９時４５分～（雨天決行） 

◇場所 烏山公民館 

◇内容 七夕を飾って願い事をかなえてみよう！（飾りは持ち帰り） 

◇対象 市内在住の２歳以上の幼児と保護者 先着６組 

◇費用 １組：１００円（保険料等） 

◇持物 水分補給のための飲物 

◇申込 ６月２３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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産後サポート事業「おひさま」 
◇日時 ７月１３日（火） 

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２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

かけセット（動きやすい服装でご参加ください） 

◇申込 ７月６日（火）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 

 

妊婦・産後ママサロン「自力整体」 
◇日時 ７月６日（火） 

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 自力整体 ※体のバランスを整え、腰痛やむくみを予防。 

◇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（定員８名） 

※託児は要相談。妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

◇持物 母子健康手帳、飲物、託児を希望する人はおむつやミルク等

のお出かけセット（動きやすい服装でご参加ください） 

◇申込 ７月１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 

 

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

 

肝炎ウイルス検診無料クーポン対象者へ 
 ５月に対象の人へ無料クーポン券を送付しています。この機会にぜ

ひ、受診ください。申込方法等、詳しくは通知をご確認ください。 

◇肝炎ウイルス検診対象者 

（過去に一度も市の肝炎ウイルス検診を受診していない人） 

年齢 生年月日 

４０歳 昭和５５(1980)年４月２日～昭和５６(1981)年４月１日 

４５歳 昭和５０(1975)年４月２日～昭和５１(1976)年４月１日 

５０歳 昭和４５(1970)年４月２日～昭和４６(1971)年４月１日 

５５歳 昭和４０(1965)年４月２日～昭和４１(1966)年４月１日 

６０歳 昭和３５(1960)年４月２日～昭和３６(1961)年４月１日 

６５歳 昭和３０(1955)年４月２日～昭和３１(1956)年４月１日 

７０歳 昭和２５(1950)年４月２日～昭和２６(1951)年４月１日 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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 

７月２日（金） 
南那須公民館（岩子６－１） 

◎婦人検診等あり 
午前８時１０分 

～１０時３０分 
７月９日（金） 烏山体育館（中央２－１３－１２） 

※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 

■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 

「おはよう！なすからジウォーキング」参加者募集 
 市のジオサイトや特産物を生かした５０分程度のウォーキングコー

スを歩いてみませんか。 

◇日時 ① ７月３１日（土）午前６時３０分～７時３０分 

    ② ８月 ７日（土）      同 

    ③ ８月２１日（土）      同 

    ④１１月１３日（土）午前１０時～１１時３０分 

◇集合場所 ①龍門の滝観光案内所、②七合公民館 

      ③Ｂ＆Ｇプール駐車場、④国見展望台駐車場 

◇内容 ①案内所発、どうくつ酒蔵、烏山小学校付近を経て戻るコース 

    ②七合公民館発、示現神社、那珂川近くを経て戻るコース 

    ③Ｂ＆Ｇプール発、遠方に栄出の滝を見て戻るコース 

    ④展望台発、みかん園でみかん狩りをして戻るコース 

◇対象 市内在住または在勤、在学の人 先着１５名 

◇費用 ④のみ入園料１人３００円、みかんを入れる袋付きの場合入

園料込みで７００円 

◇持物 筆記用具、マスク、飲物、雨具、タオル、歩くのに適した服

装、靴、帽子、リュック 

◇申込 ６月１９日（土）～７月３日（土）の午前９時～午後５時に

電話等で下記あて申し込む。 

※荒天時は、中止します。回を選んでの参加も可能です。 

※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 

 

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

 

水泳教室（夜間）参加者募集 
◇期間 ７月９日（金）～８月１１日（水） 全１０回 

    毎週水・金曜日 午後６時３０分～８時 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター（岩子１７０） 

◇対象 市内在住、在学の小学３年生～６年生 先着２０名 

※新型コロナウイルス感染症対策のため人数を制限して実施します。 

◇費用 ２，５００円（プール使用料等） 

◇申込 ６月３０日（水）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を

記入し、参加費を添えて下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープールがオープンします 
 ７月１日（木）から９月２６日（日）まで開館します。 

◇入場料 高校生以上：３００円 高校生以下：１５０円 

     （利用料金が変わりました。ご注意ください） 

◇休館日 ７月１日～８月３１日：毎週月曜日 

     ９月１日～２６日：毎週月曜日および水曜日 

※土・日曜日および祝日は開館します。 

◇遊泳時間 ・午前 午前９時～正午 ・午後 午後１時～５時 

      ・夜間 午後６時～９時 

期間 
平日（火～金） 土・日 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

７月１日～２０日  ○ ○ ○ ○ ○ 

７月２１日～８月２９日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

８月３１日～９月２６日  ○  ○ ○  

９月４日 市水泳大会のため臨時休館（予定） 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、来館の際は事前の検温、手指

消毒をお願いします。今後の感染状況により開館時間等の変更もあり

ます。随時、防災Ｉｎｆｏ、市ホームページ等でお知らせします。 

◇各種教室の開催 詳細が決まり次第、お知らせ版に掲載します。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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第４回スローピッチソフトボール大会 
◇日時 ７月１４日（水）～２１日（水）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 

◇費用 １チーム５，０００円 

◇申込 参加希望チームは保険加入し、メンバー表および費用を添え

て６月２９日（火）までに会計（青木：☎０９０－５４４６

－０９１９）あて申し込む。 

※既に申し込みをしているチームで参加できない場合は、６月３０日

（水）までに下記あて連絡する。 

■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 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ６月１９日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇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 ６月１９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 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 ６月２６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 
 

岩子書道教室作品展 
◇日時 ６月１７日（木）～２９日（火）※月曜日を除く。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 福田 季治 ☎０２８７－８８－２１１５ 
 

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

 

高校生の保護者のための合同企業説明会 
 県主催の合同企業説明会を開催します。事前予約が必要です。 
◇日時 ７月３日（土）午後１時３０分～３時 
◇場所 ベルヴィ宇都宮（宇都宮市宿郷５－２１－１５） 
◇対象 高校生の保護者 先着１００名 
◇参加企業 ３０社 ※参加費無料 
◇内容 ミニセミナー、企業プレゼンテーション、 
    企業個別説明会 
◇申込 右記の画像を読み込み、必要事項を入力し申し込む。 
■問合 (株)ワークエントリー ☎０２８－６１２－８６４３ 
 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ７月３日（土）午前９時３０分集合 
◇集合場所 志鳥地区公民館（旧志鳥小学校） 
◇散策コース 「丘陵の果樹園と牧場」（約８ｋｍ） 
 鈴木窯跡 → 小志鳥 → 県道２３３号 → 農道 → 果樹園 
→ 菅の沢 → 農道 → 養豚場 → 志鳥地区公民館 

◇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、十分な健康管理のうえ、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 

栃木県海外派遣農業研修生募集 
 国際社会に精通した、農業を担う優れた人材を育成する研修です。 

【海外農業研修（アメリカ）】 
◇業種 酪農、肉牛、養豚、養鶏、野菜、花卉、造園、果樹等 

◇研修費 １，２８０，０００円 

◇期間 約１８か月（令和４年３月下旬～令和５年９月中旬） 

【海外農業研修（オーストラリア）】 
◇業種 野菜、マンゴー等 

◇研修費 １，４８０，０００円 

◇期間 約１２か月（令和３年３月下旬～令和４年３月上旬） 

－共通事項－ 

◇対象 高等学校卒業または同等以上の学力を有し、農業の基礎知識

や経験がある平成４年４月２日～平成１５年４月１日の間に

生まれた日本国籍を持つ独身男女 

◇募集人員 若干名 

◇申込 （公社）国際農業者交流協会ホームページからプレエントリ

ーして申込書様式を入手し、８月２７日（金）までに直接ま

たは下記に申し込む。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

消防設備士試験のご案内（第１回） 
◇試験日時 ９月１２日（日）午前９時３０分～ 

◇試験種類 甲種（特類、第１類～第５類）、乙種（第１類～第７類） 

◇試験会場 栃木県立宇都宮工業高等学校（宇都宮市雀宮町５２） 

◇受付期間 書面申請：７月５日（月）～１６日（金） 

◇受験願書等備付場所 ・（一財）消防試験研究センター栃木県支部 

           ・那須烏山消防署、那珂川消防署 

◇受付場所 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

■問合 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

    ☎０２８－６２４－１０２２ 

 

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

 

６月下半期の行事予定 
 
日 曜日 行事予定 

１６ 水 

特定健診・がん検診（完全予約制）
産後サポート（おひさま）（要予約）（受付 9：40～） 
心配ごと相談 
県壮年ソフトボール大会烏山支部予選会 

野上体育館 
南那須公民館 
南那須公民館 
烏山運動公園 

１７ 木 
岩子書道教室作品展（～29日） 
窓口業務延長（～19:00） 

南那須図書館 
烏山庁舎・保健福祉センター 

１８ 金   

１９ 土 
おはなし会（10：30～11：00） 
おたのしみ会（14：00～15：00） 

南那須図書館 
烏山図書館 

２０ 日 【休日当番医】山野クリニック ☎0287-84-3850 

２１ 月 
１歳児相談（9：30～） 
１歳６か月児健診（13：00～） 
特定健診・がん検診（完全予約制） 

こども館 
こども館 
烏山体育館・烏山公民館 

２２ 火   

２３ 水 
２歳６か月児相談（9：30～） 
行政相談 
烏山支部いきいきクラブグラウンド・ゴルフ大会 

こども館 
烏山庁舎 
中央公園 

２４ 木 

５歳児相談（9：30～） 
４か月児・８か月児健診（13：00～）
特定健診・がん検診（完全予約制） 
窓口業務延長（～19:00） 

こども館 
こども館 
南那須公民館 
烏山庁舎・保健福祉センター 

２５ 金 
２歳児相談（9：30～） 
３歳児健診（13：00～） 
烏山支部いきいきクラブ輪投げ、ペタンク大会  

こども館 
こども館 
中央公園 

２６ 土 おはなし会（14：00～14：30） 烏山図書館 

２７ 日 【休日当番医】高野病院（那珂川町） ☎0287-92-2520 

２８ 月 ６月分水道料金等口座振替日  

２９ 火 
七夕飾りの制作（～7/4） 
南那須ゲートボール協会夏季大会 

こども館 
南那須運動場 

３０ 水 
ひまわりキッズ「七夕を飾ろう」（9：45～） 
市県民税第１期納期限・口座振替日 
６月分水道料金等納入期限 

烏山公民館 
 
  

 


