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

 

市新型コロナウイルスワクチン接種 
 ６５歳以上の人のワクチン接種を実施しています。会場の武道館内

は暑いので、水分を持参する等の熱中症対策をお願いします。 

◇６４歳以下の人の接種について 

 クーポン券（接種券）の発送は、下記のとおりです。 

・１７歳～６４歳：発送済み 

・１６歳：７月２１日（水）発送予定 

・１２歳～１５歳：７月２１日（水）以降、準備が整い次第発送予定 

※ワクチン接種の予約は、今回は、６０歳～６４歳の人のみ受け付け

ます。５９歳以下の人は、国からのワクチン供給量等の状況により、

決まり次第お知らせします。 

※予約開始日は、基礎疾患の有無、高齢者施設等の従事者により異な

ります。詳細は、市ホームページや７月１１日発行の広報お知らせ

版臨時号、クーポン券（接種券）に同封の資料でご確認ください。 

◇６５歳以上の人の接種について 

 ６５歳以上の人で接種を希望する人は、引き続き予約できますので、

インターネット（https://g092151.vc.liny.jp/top）やコールセンター（☎

０５７０－０７１－７１１）で予約してください。 

◇市外での接種について 

 市外のかかりつけ医での接種や職域接種、大規模接種会場等で接種

することも可能です。市外のかかりつけ医で接種する場合は、その医

療機関がある市町村に、必要な手続きや予約方法を確認してください。 

■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 
 

■駐輪場 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

駅前駐輪場の放置自転車の撤去 
 現在、ＪＲ烏山線各駅の駐輪場に放置自転車と思われる自転車が増

加しています。市では、防犯および環境美化のため、下記日程により

撤去作業を実施します。撤去予定の自転車には、告知票を取り付けて

ありますので、使用している場合は、必ず下記までご連絡ください。 

◇作業実施日 ７月２１日（水）午前９時～正午 

◇実施場所 ＪＲ烏山線各駅の駐輪場（烏山駅～鴻野山駅） 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共交通 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

山あげ祭期間中の 

市営バス・コミュニティバスの迂回 
 ７月２２日（木・祝）～２５日（日）は、山あげ祭による交通規制

のためバスを迂回します。詳細は、バス車内や停留所のほか、市ホー

ムページに掲載します。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

デマンド交通の運行日 
 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴い、３つの国

民の祝日が移動しました。同時に、デマンド交通の運行日も移動後に

合わせた運行となりますのでご注意ください。 

 デマンド交通は平日のみの運行となります。 

期日 移動前 移動後 

７月１９日（月） 祝日（海の日） 平日 

   ２２日（木） 平日 祝日（海の日） 

   ２３日（金） 平日 祝日（スポーツの日） 

 ８月 ９日（月） 平日 振替休日 

８月１１日（水） 祝日（山の日） 平日 

１０月１１日（月） 祝日（スポーツの日） 平日 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

税金の納付は口座振替が便利です 
 口座振替は、税金の納め忘れの防止にもなり、とても便利です。 

 金融機関に申請することで、電気、ガスなどの公共料金と同じよう

にあらかじめ指定した金融機関の預金口座から、振替日に自動的に納

税することができます。 

◇対象金融機関 足利銀行・栃木銀行・烏山信用金庫・那須南農業協

同組合・ゆうちょ銀行 

◇税目 市県民税普通徴収・市県民税特別徴収・固定資産税・軽自動

車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
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■雇用・就職等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和４年４月採用 

「南那須地区広域行政事務組合職員」募集 
◇採用職種等 

採用職種 人数 受験資格（職務内容等） 

一般行政 

事務職 
若干名 

・昭和６１年４月２日～平成１６年４月１日

に生まれた人 

・高等学校卒業程度以上の学力を有する人 

一般行政 

事務職 

（障がい者 

対象） 

若干名 

・昭和６１年４月２日～平成１６年４月１日

に生まれた人 

・高等学校卒業程度以上の学力を有する人 

・活字印刷文による出題に対応できる人 

・身体障害者手帳の交付を受けている人、都

道府県知事または政令指定都市市長が発行

する療育手帳の交付を受けている人、精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

で、令和４年４月１日時点で各手帳の期限

が有効な人 

消防職 
４名 

程度 

・平成７年４月２日～平成１６年４月１日に

生まれた人 

・高等学校卒業程度以上の学力を有する人 

・市民・町民の生命・身体・財産を火災等の

災害から守るため、火災の予防・警戒・鎮

圧並びに救急等の業務に従事します。 

※受験資格には、その他欠格事項があります。また、応募に際し必要

書類がありますので、詳細は、下記あてお問い合わせください。 

◇試験日程 １次試験：９月１９日（日）受付：午前８時３０分～９時 

※試験方法および内容等は下記あてお問い合わせください。 

※２次試験は１１月上旬に行います。詳細は、１次試験合格者に別途

通知します。 

◇場所 南那須地区広域行政センター（大桶８７２） 

◇応募方法 ７月２０日（火）～８月６日（金）に申込書および受験

票（下記備付）に必要事項を記入し、写真を貼り付けの

うえ、下記あて提出する。 

※返信用封筒（長形３号）に８４円切手を貼り付けし、返信先を明記

のうえ、同封してください。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から正午、午後１時か

ら午後５時までです。郵送の場合は８月６日（金）必着です。 

■問合 南那須地区広域行政事務組合総務課総務係 

    ☎０２８７－８３－００２１ 

    （〒３２１－０６０２ 大桶８７２） 

    ホームページ：http://www.minaminasukouiki.jp 
 

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

 

山あげ祭無観客開催に伴う対応 
 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。 

 また、山あげ祭期間中は、屋外での山あげ祭に特化した酒類をはじ

め、飲食物の販売・提供の自粛にご協力ください。 

 市公式観光ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル（なすからチャンネル）で下

記の日時で動画配信を予定しています。ご自宅で山あげ祭をお楽しみ

ください。 

◇配信日時 ①７月２４日（土）午後１時４０分頃 

      ②７月２４日（土）午後７時１０分頃 

      ③７月２５日（日）午後１時１０分頃 

※配信開始時刻は前後する可能性があります。詳細は、 

右記の画像をスマートフォンで読み込み、ご確認ください。 

■問合 山あげ祭実行委員会（商工観光課内） 

    ☎０２８７－８３－１１１５ 

    那須烏山市観光協会（土・日曜日および祝日、祭典中の場合） 

    ☎０２８７－８４－１９７７ 

【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（お願い） 
 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。 

 申請期限が迫っていますので、対象となる事業者は、制度の積極的

な活用をご検討ください。 

◇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、下記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（月）必着です。 

※申請書等は、下記および南那須庁舎ホールに備え付けてあります。

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） 

 

水の事故に気を付けましょう 
 子どもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議の取り組みとして、

「子どもの事故防止週間」を７月１９日（月）～２５日（日）に実施

します。子どもを思わぬ事故から守るため、家の中でも外でも水の事

故に気を付けましょう。 

・入浴中大人が洗髪している間は、子どもを浴槽から出しましょう。 

・河川の近くで遊ぶ際は、子どもにライフジャケットを必ず着用させ

天候にも注意しましょう。また、風で流されやすい浮き具は、大人

の手の届く範囲で遊ばせましょう。 

・海でもライフジャケットを忘れずに着用させましょう。海釣りをす

る際は、転落の危険があることを忘れずに。 

〇「消費者庁 子どもを事故から守る！公式ツイッター」 

 子どもの事故防止に役立つ情報を随時配信しています。 

〇「子ども安全メールｆｒｏｍ消費者庁」 

 主に０歳から小学校入学前の子どもの思わぬ事故を 

 防ぐため、注意点や豆知識をメール配信しています。 

〇「子どもを事故から守る！事故防止ハンドブック」 

 子どもの思わぬ事故とその予防法、もしもの時の対処法

のポイントをまとめたものです。 

〇「消費者庁リコール情報サイト（子ども向け製品）」 

  製品の回収・改修・注意喚起情報をお伝えしてい 

  ます。 

※それぞれの画像をスマートフォンで読み込み内容を確認してください。 

■問合 市消費生活センター（商工観光課内） 

    ☎０２８７－８３－１０１４ 
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■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

猫の適正な飼い方 
 飼い猫の放し飼い、野良猫へのエサやリ、猫のふん尿による被害等、

猫に関する苦情や相談が非常に多くなっています。猫の飼い方につい

て見つめ直し、マナー遵守を心がけましょう。 

◇飼育頭数のコントロール 

 猫は繁殖力が強く、１匹のメス猫から１年間で２０匹以上が産まれ

ることもあります。不幸な命を増やさないためにも、オス・メスを問

わず早期の去勢・不妊手術を行いましょう。 

◇終生飼養 

 猫の寿命は１５年程度と言われています。飼い主にはその一生を見

届ける責任があります。捨てることはせず、やむをえず飼えなくなっ

た場合には新しい飼い主を探しましょう。 

◇飼い主の明示 

 首輪に名札（飼い主の名前や連絡先等）を付け、迷子になった時の

ために備えましょう。マイクロチップを装着するとより効果的です。 

◇室内飼養 

 猫は十分なエサと過ごしやすい環境を整えれば、広い場所を必要と

せず、元気に生活できます。室内で飼うことで、交通事故や感染症、

ふん尿や鳴き声によるご近所トラブルも防止できます。 

◇無責任なエサやりの禁止 

 野良猫に無責任にエサを与えるのはやめましょう。エサがあると野

良猫はどんどん増え、地域内でのトラブルに発展する可能性がありま

す。エサを与えるだけの行為は不幸な猫を増やすことにつながります。

エサを与えるならば、責任をもって猫を飼いましょう。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

    栃木県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８ 

 

■農政 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

無人ヘリコプター航空薬剤散布 
 無人ヘリコプターによる水稲の航空薬剤散布を下記のとおり実施し

ますので、ご理解ご協力をお願いします。 

◇日程 

回 烏山地区 南那須地区 

１ 
７月２０日（火）～２２日（木・祝） 

予備日：７月２３日（金・祝） 

７月２４日（土）～２６日（月） 

予備日：７月２７日（火） 

２ 
７月３０日（金）～８月２日（月） 

予備日：８月３日（火） 

８月４日（水）～８日（日） 

予備日：８月９日（月） 

３ 
８月１７日（火） 

予備日：８月１９日（木） 

８月１８日（水） 

予備日：８月１９日（木） 

◇散布時間 全日程とも午前５時～正午（天候により変更あり） 

■問合 市農作物病害虫防除対策協議会（ＪＡなす南） 

    ☎０２８７－９６－６１７０ 

 

■国保・後期高齢者医療 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民健康保険高齢受給者証の更新 
 高齢受給者証の新規および更新対象者は下記のとおりです。 

 なお、平成３０年度の国民健康保険制度の改正により、被保険者証

と高齢受給者証が一体化され、医療機関等への保険証の提示は１枚に

なりますのでご注意ください。 

◇対象 国民健康保険に加入している昭和２１年８月２日～昭和２６

年７月１日生まれの人（７０歳～７４歳） 

また、今回新規対象（昭和２６年７月２日～８月１日生まれ）

の人についても郵送します。 

※今回送付する被保険者証兼高齢受給者証は、令和３年８月１日から

ご使用ください。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

国民健康保険証の更新 
 国民健康保険証は毎年８月１日に更新となります。新しい保険証は

７月１９日（月）に世帯主あてに家族分をまとめて発送しますので、

記載内容をご確認ください。 

◇新保険証について 

・新保険証はうぐいす色です。紙製のため、水濡れ等にご注意くだ

さい。 

・新保険証は台紙に貼り付けてありますので、はがしてご使用くださ

い。 

・保険証のカバー、臓器提供の意思表示シールが必要な場合は、市民

課（烏山庁舎）または市民課南那須分室（南那須庁舎）で申し出て

ください。 

※新保険証について、送付先や保険資格の変更等があった場合は、１

週間程度発送が遅れる場合がありますのでご了承ください。 

※古い保険証（ふじ色）は市民課（烏山庁舎）または市民課南那須分

室（南那須庁舎）へ返却いただくか、ご自身で破棄してください。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

国民健康保険限度額適用認定証等の更新 
 国民健康保険の加入者で下記の対象者は、外来診療や入院等により

医療費の自己負担額が高額になった場合、国民健康保険証と共に限度

額認定証を医療機関窓口に提示すると、窓口負担が限度額までとなり

ます。 

 現在交付している認定証の有効期限は、令和３年７月３１日までと

なっていますので、引き続き認定証が必要な場合は窓口で再申請をし

てください。 

◇対象 認定証が交付されている人で、保険税の支払いに滞納が無く、

負担区分が判定（世帯加入者全員の収入が確認）できる人 

◇申請日 ７月２０日（火）から随時 

◇申請窓口 ・市民課（烏山庁舎） 

      ・市民課南那須分室（南那須庁舎） 

◇申請に必要なもの 

・対象者の保険証 

・世帯主および対象者のマイナンバーカード 

・来庁者の運転免許証等の本人確認書類 

・委任状（本人または同一世帯の家族以外の人が申請する場合） 

※上記のほか、入院日数９０日以上の長期該当者は、確認ができる領

収書をご持参ください。内容を審査のうえ後日郵送で交付します。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

国民健康保険特定疾病の認定 
 国民健康保険の加入者で下記対象の疾病に該当し、特定疾病の認定

を受けると、その治療に係る１か月の自己負担限度額が１万円もしく

は２万円となります。現在、認定を受けている人の国民健康保険特定

疾病療養受療証の有効期限は、令和３年７月３１日までとなっていま

すので、８月１日から使用する受療証を７月下旬に郵送します。 

 また、新たに認定を希望する人は、随時申請できますので、下記あ

てお問い合わせください。 

◇対象 人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製

剤の投与によるＨＩＶ感染症 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

後期高齢者医療被保険者証の更新 
 後期高齢者医療被保険者証は毎年８月１日に更新となります。 

 ８月から使用する保険証は、縦長大判の封筒（茶色）に入れて７月

下旬に郵送しますので、内容等の確認をお願いします。 

 ８月１日以降は、今回郵送する新しい保険証を医療機関等の窓口に

提示してください。 

 なお、現在交付している保険証の有効期限は、令和３年７月３１日

までとなっていますので、８月１日以降に市民課（烏山庁舎）または

市民課南那須分室（南那須庁舎）に返却してください。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 
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後期高齢者医療限度額適用認定証等 
 世帯全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認

定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いが一定額になり、

さらに入院時の食事代も減額になります。 

 また、所得区分が現役並所得者ⅠまたはⅡに該当する人は「限度額

適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いが一定額

になります。該当する人でまだ申請したことがない場合は、下記窓口

で申請してください。 

 なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度

額適用認定証」の申請をし、交付を受けたことがある人で、令和３年

度の所得区分が引き続き認定証の交付対象になる人については、８月

からの新しい認定証を７月下旬に郵送する保険証に同封します。 

◇所得区分等 

区分 住民税課税所得 

現役並所得者Ⅰ 
１４５万円以上３８０万円未満の被保険者 

（同一世帯の被保険者も含む） 

現役並所得者Ⅱ 
３８０万円以上６９０万円未満の被保険者 

（同一世帯の被保険者も含む） 

◇申請窓口 ・市民課（烏山庁舎） 

      ・市民課南那須分室（南那須庁舎） 

◇申請に必要なもの 

・保険証、マイナンバーカード（通知カードの場合は運転免許証等の

本人確認書類が必要です） 

・委任状（本人または同一世帯の家族以外の人が申請する場合） 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

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

 

七合診療所の７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 ７月２９日（木）～８月３日（火）の６日間 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

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

 

歯周病検診 
 歯周病は、放っておくと全身に影響を及ぼす恐ろしい病気です。歯

周病予防のため、検診を受けましょう。 

 詳しくは、５月上旬に郵送した通知をご覧ください。 

◇対象者 ４０歳（昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日） 

     ５０歳（昭和４５年４月２日～昭和４６年４月１日） 

     ６０歳（昭和３５年４月２日～昭和３６年４月１日） 

     ７０歳（昭和２５年４月２日～昭和２６年４月１日） 

◇実施期間 １２月３１日（金）まで ※休診日を除く。 

◇自己負担 ５００円 

◇医療機関 

医療機関（５０音順） 住所 
電話番号 

市外局番（０２８７） 

浅倉歯科医院 谷浅見９８６－１ ８４－１１８０ 

石川歯科医院 金井１－８－４ ８２－２４６２ 

石川歯科医院 金井２－９－６ ８４－１８１８ 

石倉歯科医院 鴻野山２０９－７ ８８－０６３３ 

岡林歯科医院 初音６－６ ８２－２６４６ 

スマイル歯科 藤田１４７７ ８８－５５０５ 

福澤歯科医院 大金１８１ ８８－２０４６ 

藤井歯科医院 中央３－３－５ ８４－１９２１ 

みどり歯科 南大和久４５１－２ ８８－５１５５ 

若林歯科医院 中央１－１８－３２ ８２－２４２２ 

◇申込 上記の医療機関に電話等で申し込む。（要予約） 

※受診する際には必ず保険証をお持ちください。 

■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。 

◇日時 ８月２日（月）【女性の日】 

    受付：午前８時１０分～１０時３０分 

※女性限定です。予約（申込）が必要です。 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

※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 

 

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

 

産後サポート事業「おひさま」 
◇日時 ８月１１日（水） 

    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４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 ８月４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 

 

妊婦サロン「母親学級」 
◇日時 ８月３日（火） 

    午前１０時～１１時３０分（受付：午前９時４０分～） 

◇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 「赤ちゃんとの生活および産後の過ごし方」 

    ・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（哺乳びん・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 ７月２９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 

 

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。

緑豊かな場所にある保育園です。当園ならではの環境の中で保育体験

をしてみませんか。 

◇日時 ７月２５日（日）午前９時～正午 

◇場所 みらいのＫａｚｅ保育園 

◇内容 リトミック・絵本読み聞かせ、保育士による育児相談 

◇対象 未就園児と保護者 

◇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 
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■図書館         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ７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 ７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、ゲーム等 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 ７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 

 

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

 

「夏休み研究室 親子化石研究講座」 

参加者募集 
 「化石」探しのできるスポットの探索と種類同定のしかたを学ぶ、

フィールドワークと座学を組み合わせた全２回の講座です。 

◇日時 １回目：８月７日（土）午前８時～午後１時 

    ２回目：８月９日（月・振替休日）午前９時～正午 

◇場所 １回目：南那須公民館（バスで市内を巡ります） 

    ２回目：烏山公民館 

◇内容 市職員が講師となり、市内の代表的な地層と産出化石を学ぶ。 

◇対象 小学３年生～中学３年生までの親子 先着１５組程度 

◇費用 無料 

◇持物 汗拭きタオル、飲物、ひざ下までの長靴 

※歩きやすい服装でお越しください。 

◇申込 ７月１５日（木）～８月４日（水）の午前８時３０分～午後

５時に電話等で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

令和４年成人式 
 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、国のガイドラインに沿

って換気を十分に行い、式典の内容を縮小して開催します。 

◇期日・場所 令和４年１月９日（日） 南那須公民館（岩子６－１） 

◇時間および対象者 

 受付：午前９時３０分～ 南那須地区在住・出身の人 

    午後１時～ 烏山地区在住・出身の人 

◇対象 平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれ 

※現住所、出身地、出身校等を問わず参加できます。 

◇案内状 案内状は１０月１日現在、市内に住民登録がある人へ１０

月下旬に送付します。市外在住の参加希望者は下記あて申

し込みください。 

◇申込 下記事項を明記した封書、ハガキ、メールまたは電話で下記

あて申し込む。①氏名（ふりがな）、②性別、③案内状送付先

の郵便番号・住所・世帯主氏名、④生年月日、⑤電話番号、

⑥出身中学校、⑦市内の連絡先 

※①～⑥は必須、⑦は有する場合のみ実家等住所と世帯主を明記。 

※メールで申し込む場合は、件名に「成人式申込」を必ず記載する。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

    （〒３２１－０５９５ 大金２４０） 

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

令和４年成人式実行委員募集 
◇対象 市内在住または在学・在勤の１８歳～２２歳の人 

◇内容 記念行事の企画、記念誌の編集、成人式前日および当日の運

営等 

※会議は月１～２回程度、平日の午後６時～８時頃に実施予定。 

◇活動期間 ８月頃から成人式終了まで 

◇活動場所 南那須庁舎２階会議室 

◇募集人数 １０名程度 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

海の日記念海洋性スポーツ普及大会 

「カヌー試乗会」参加者募集 
◇日時 ７月３１日（土）午前９時～正午 

◇場所 荒川河川敷（集合：南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

※雨天時はプールで実施するため、７月３１日（土）午前中は、南那

須Ｂ＆Ｇ海洋センターは休館となります。 

◇対象 市内在住の小学３年生以上 先着３０名 

◇費用 無料 

◇持物 水着一式、濡れても良い服装・靴（かかとがあるもの） 

◇申込 ７月２８日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

「女性限定」水中運動教室 
 アクアビクスを通して筋力アップを図り、基礎代謝をあげて健康な

体づくりをサポートします。 

◇期間 ８月３日（火）～２６日（木）の毎週火・木曜日 

    午後６時３０分～７時３０分 全８回 

※教室開催中も施設は一般開放しています。 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター 

◇対象 ２０歳以上の女性 先着２０名（定員になり次第、締め切り） 

◇費用 ３，５００円（プール使用料込み） 

◇申込 ７月２８日（水）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を

記入し、参加費を添えて申し込む。 

※電話等では受け付けません。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

第１６回 市民射撃大会 
◇日時 ８月８日（日・祝）午前９時～（集合：午前８時３０分） 

◇場所 那須国際射撃場（那須町高久甲３９００） 

◇種目 クレー射撃（トラップ２５撃×２ラウンド、スキート２５撃

×２ラウンド） 

◇表彰 種目別第３位まで表彰する。（参加賞あり） 

※費用は各自、会場で支払ってください。 

■問合 市スポーツ協会射撃部長（阿久津） 

    ☎０９０－１６６０－７９０７ 

 

第１５回 自治会対抗親善野球大会 
◇期日 ８月２２日（日）、２９日（日）予備日９月５日（日） 

◇場所 大桶運動公園野球場、烏山野球場、緑地運動公園野球場・多

目的競技場 

◇対象 市内自治会単位または隣接の自治会合同チーム 

◇費用 １チーム７，０００円 

※申し込みの際にご持参ください。 

◇申込 ８月２日（月）までに下記あて申し込む。 

※組み合わせは、事務局で代理抽選を実施し、後日代表者へ通知しま

す。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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令和３年度に限り、祝日が移動しています 
 

・海の日：７月１９日（月）→７月２２日（木・祝） 

・スポーツの日：１０月１１日（月）→７月２３日（金・祝） 

・山の日：８月１１日（水）→ 

8月8日（日・祝）※９日（月）は振替休日 

※お手持ちのカレンダーが変更になっていない場合 

があります。市役所も７月２２日・２３日、 

８月９日は閉庁となりますので、ご注意ください。 

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

 

「心」でつながる 災害とボランティア 
 災害から我が家やまちを守るため、災害時に必要となる支え合いと

は何かを学ぶための研修会を開催します。 

◇日時 ８月１２日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 烏山公民館 

◇内容 講話：「災害とボランティアを学び、これからできることを考

えましょう」 

    講師：ＯＦＦＩＣＥ ＳＯＮＯＺＡＫＩ 代表 園崎秀治 氏 

◇対象 災害ボランティアに興味がある市民 

◇費用 無料 

◇申込 ８月４日（水）までに、下記あて申込書を提出する。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

 

行政書士試験 
◇試験期日 １１月１４日（日）午後１時～４時 

※合格発表は、令和４年１月２６日（水）です。 

◇試験場所 宇都宮大学峰キャンパス（宇都宮市峰町３５０） 

◇費用 ７，０００円 

【受験申込方法】 
◇郵送 ７月２６日（月）～８月２７日（金）に（一財）行政書士試

験研究センター試験課に簡易書留郵便で申し込む。（当日消印

有効） 

◇インターネット ７月２６日（月）午前９時～８月２４日（火）午

後５時に（一財）行政書士試験研究センターホー

ムページ（https://gyosei-shiken.or.jp）で申し込む。 

【願書配付】 
◇配布期間 ７月２６日（月）～８月２０日（金） 

◇郵送 １４０円分の切手を貼った返信用封筒（角形２号）を同封の

うえ、（一財）行政書士試験研究センター試験課（〒２５２－

０２９９ 日本郵便（株）相模原郵便局留）あて郵送で請求

する。８月２０日（金）必着です。 

◇窓口 県経営管理部文書学事課、県民プラザ、各県民相談室等で配布 

■問合 （一財）行政書士試験研究センター 

    ☎０３－３２６３－７７００ 

    県経営管理部文書学事課法規担当 

    ☎０２８－６２３－２０６６ 

 

自衛隊広報展 
◇日時 ７月１９日（月）午後２時～６時 

◇場所 ＪＲ烏山駅前広場 

◇内容 ・パネル展示（災害派遣・装備品・ロープワーク） 

    ・車両展示（７３式小型トラック） 

    ・階級章、携行食等展示 

    ・募集ブース、ＤＶＤ放映等 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

☎０２８７－２２－２９４０ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ８月７日（土）午前９時３０分集合 
◇集合場所 佐久山運動公園駐車場（箒川の岩井橋の北側） 
◇散策コース 「那須野が原の滝と湧水」（約８ｋｍ） 
 佐久山運動公園駐車場 → 滝沢神社、不動の滝 → 大杉神社・
賀茂神社（田谷川水源、イトヨ生息地） → ミヤコタナゴ保護地 
→ 延命水 → 箒川沿いの道 → 運動公園駐車場 

◇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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

７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） 
おたのしみ会（14：00～15：00） 

南那須図書館 
烏山図書館 

１８ 日 【休日当番医】飯塚医院 ☎0287-92-2034 

１９ 月   

２０ 火 

小・中学校終業式 
１歳児相談（9：30～） 
１歳６か月児健診（13：00～） 
第９回市長杯グラウンド・ゴルフ
大会兼スポーツ大会市予選会 

 
こども館 
こども館 
緑地運動公園 
 

２１ 水 心配ごと相談 南那須公民館 

２２ 木 
海の日 
【休日当番医】烏山台病院 

 
☎0287-82-2739 

２３ 金 
スポーツの日 
【休日当番医】熊田診療所 
山あげ祭（無観客） 

 
☎0287-88-2136 
 

２４ 土 
おはなし会（14：00～14：30） 
山あげ祭（無観客） 

烏山図書館 
 

２５ 日 
【休日当番医】坂本クリニック 
山あげ祭（無観客） 

☎0287-92-1166 
 

２６ 月   

２７ 火   

２８ 水 
行政相談 
２歳６か月児相談（9：30～） 
市いきいきクラブシルバースポーツ大会  

烏山庁舎 
こども館 
大桶運動公園 

２９ 木 
５歳児相談（9：30～） 
４か月児・８か月児健診（13：00～） 
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 

３０ 金 
２歳児相談（9：30～） 
３歳児健診（13：00～） 

こども館 
こども館 

３１ 土 第１５回市民ナイター野球大会 緑地運動公園 
   

夏休み企画！ 

『作って・食べよう！オリジナル★ピザ』 

日程：①７月２９日（木）、②８月４日（水）、③８月１１日（水） 

※①～③のお好きな日をお選びください。（各日程、先着5組） 

時間：１０時～１１時（１時間程度） 

対象：幼児から大人の方、どなたでも可能 

費用：１組１，５００円（ドリンク・プチデザート付） 

問合：ビストロペールドヴォーテ（セブンイレブン大金店の前）  

０２８７－８４－８８７４ 

 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

 

https://gyosei-shiken.or.jp/

