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

 

新型コロナウイルスワクチン接種 
 ６０歳以上の人（昭和３７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、５９歳以下の人のワクチン接種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、エコバック

（脱いだ服を入れる袋） 

※上記の持物は、２回目の接種時にも必ずご持参ください。忘れると

接種できない場合があります。 

※予約時間になってから順番にご案内しますので、予約時間に合わせ

てご来場ください。密になることを防ぎ、ソーシャルディスタンス

を保つため、ご協力をお願いします。 

※武道館内は暑いので、飲物やうちわ等の暑さ対策をお願いします。 

◇接種券の再発行について 

 接種を希望する人で接種券がお手元にない場合、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。 

 〇平日の場合：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。 

 〇土・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。 

◇小・中学校、幼稚園・保育園に勤務する人について 

 市では、５９歳以下の人で市内に住所を有し、小・中学校、幼稚園・

保育園に勤務する人を優先接種の対象とします。 

 ・市内の学校等に勤務する人には、学校等を通して案内します。 

 ・市外の学校等に勤務する人で接種を希望する人は、下記あてご連

絡ください。 

◇ワクチン接種予約サイトで予約状況（空き状況）が確認できます 

 予約状況は日々変動しており、キャンセル等により予約枠に空きが

できる場合があります。随時、ご確認ください。 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による 

国保税等の減免 
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる人

は、国保税等が減免される場合があります。 

◇対象 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 

※令和３年４月から令和４年３月までに納期限を迎える令和３年度相

当分 

◇減免要件 

 世帯で主として生計を維持している人（後期高齢者医療保険の場合

は世帯主）が下記の①～③のいずれかに該当すること。 

 ①令和３年分の事業（営業・農業・不動産）等、山林収入や給与収

入のいずれかが損害保険金等を加算したうえで、令和２年分と比

較して３割以上減収される見込みの場合 

※所得・収入の金額によっては、減免の対象とならない場合がありま

す。詳細は、下記あてお問い合わせください。 

 ②新型コロナウイルス感染症の影響で、失業または廃業した場合 

※会社都合での退職の場合、他の軽減制度の該当になる場合がありま

す。申請時に窓口でご確認ください。 

 ③新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な疾病となった

場合 

◇必要書類 

区分 必要書類 

事業等収入 

の場合 

・印かん 

・申請日までの令和３年分の収入（売上）が確認でき

る書類（売上台帳等） 

・令和２年中の収入が確認できる書類（台帳・申告書

の写し等） 

・新型コロナウイルス感染症関連の保険金の金額が分

かる書類 

・税務署等発行の廃業届（廃業した場合） 

給与収入 

の場合 

・印かん 

・申請日までの令和３年分の給与明細書 

・令和２年分源泉徴収票または給与明細書 

・退職証明書、失業保険受給者証等（退職した場合） 

◇申請期間 ８月１６日（月）～１０月２９日（金） 

◇申請方法 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、必要書類を添

付のうえ、税務課窓口または郵送で下記あて申請する。 

※申請書は、市ホームページからもダウンロードできます。 

※減免決定通知書が届くまでは、当初に発行した納税通知書で納付を

お願いします。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

    （〒３２１－０６９２ 中央１－１－１） 

 

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

 

診療所の８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。 

◇七合診療所休診日 ８月１４日（土）、２０日（金）、２１日（土）

◇熊田診療所休診日 ８月１３日（金）～１６日（月）の４日間 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

    熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

 

令和３年８月１日 Ｎｏ．３８１ 

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/ 
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■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

戸別受信機を無料で貸し出しています 
 市では、「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される情報を、音声

で聞くことができる「戸別受信機」を無料で貸し出しています。自宅

に簡単に設置でき、持ち運ぶこともできます。もしもの災害に備え、

ぜひ、ご利用ください。 

◇「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される情報 

 防災情報、くらし情報、健康・福祉情報、学び・子育て情報、観光

情報、市政情報、緊急地震速報、災害・避難情報、火災情報 

◇対象 市内に居住する世帯の世帯主、市内に事業所を設置し事業活

動を行う人 

◇費用 無料 

◇貸出窓口 烏山庁舎（総務課）、保健福祉センター（健康福祉課） 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■上下水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

水道メーターの取替作業を実施します 
 毎年、計量法に基づき一定の期間を経過した水道メーターを無料で

取り替えています。該当するご家庭には実施のお知らせを送付します。

指定給水装置工事業者が伺いますので、ご理解ご協力をお願いします。 

◇期間 ８月１７日（火）～９月１７日（金） 

◇対象 市内全域 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

夏の省エネルギーの取り組みにご協力を 
 暑い夏は冷房機器等の使用により、エネルギー使用量が増えます。

感染症予防の影響もあり、自宅で過ごす時間も多くなると思われます

ので、自宅でできる省エネの取り組みにご協力ください。 

◇エアコン 

 ・エアコンの頻繁なオンオフを行わないようにしましょう。冷房効

果が低くなるうえ、消費電力が増加する場合があります。 

 ・レースのカーテンやすだれ等で日差しをカットし、室温２８度を

目安にエアコンの設定温度を調整しましょう。 

 ・軽装をする等クールビズを実践しましょう。 

◇照明 

 在宅時間が増え、照明を多く使うことが想定されます。不要な照明

はこまめに消しましょう。 

◇テレビ・パソコン 

 視聴していない時や使用していない時は、こまめに電源を切ったり、

スリープ状態にしたりしましょう。画面の明るさ設定が適切か確認

し、部屋の明るさに合わせることも省エネになります。 

◇冷蔵庫 

 冷蔵庫の温度設定を変えることで、省エネ効果があります。「強」か

ら「中」にする等設定を見直してみましょう。ただし、食品の傷み

にはご注意ください。 

◇トイレ 

 夏は便座や温水の暖房設定を切ったり、コンセントからプラグを抜

いたりしましょう。 

◇その他 省エネルギーの取り組みについて下記から確認できます。 

 ・経済産業省「夏季の省エネルギーの取組について」（https://www.

meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003.html） 

 ・資源エネルギー庁 省エネポータルサイト「無理のない省エネ節約」

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving

/general/howto/） 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

■統計 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

毎月勤労統計調査特別調査 
 厚生労働省では、７月３１日現在、常用労働者を１～４人雇用して

いる事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。 

 調査の対象となる事業所には、８月から９月にかけて調査員が訪問

します。調査事項を確認し調査票を作成しますので、ご協力をお願い

します。なお、調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく秘密

が守られます。また、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 

 １～４人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金、労働

時間および雇用の実態について、全国および都道府県別に明らかに

することを目的としています。調査結果は、小規模事業所の実態を

示す資料として最低賃金の改定審議等に使用されます。 

■問合 県統計課人口労働統計担当 ☎０２８－６２３－２２４６ 

    総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

電子メールによる消費生活相談 
 市消費生活センターでは、商品・契約のトラブルや困りごとの相談

等消費生活にかかわる質問を受け、資格を有する相談員が皆さんの悩

みを解決できるよう情報提供や助言を行っています。 

 電話や窓口で相談できるほか、電子メールによる相談も始めました

ので、消費生活上の問題で困ったときは一人で悩まず、まずは相談し

てください。相談は無料です。 

〇電子メールによる相談は、右記の画像をスマートフ 

 ォンで読み込んでください。 

※「お問い合わせフォーム」に入力する前にページ内 

 の「相談にあたってご理解いただきたいこと」をお読みください。 

■問合 市消費生活センター（商工観光課内） 

    ☎０２８７－８３－１０１４ 

 

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

 

八溝そば街道「寒ざらしそばキャンペーン」 
 「寒ざらしそば」は、厳寒期に玄そばを滝つぼの冷水に浸し、引上

げ後に夏までゆっくり熟成させたそばです。八溝そば街道参加店のう

ち、市内６店舗（市外は５店舗）で寒ざらしそばを味わえます。 

◇期間 ８月１日（日）～１５日（日） 

◇市内参加店 田舎そば処長山、松月庵、手打ちそば石川屋、 

       手打ちそばはん田、そば夢サロン梁山泊、蕎川庵高瀬 

◇主催 八溝そば街道推進協議会 

※各店、数に限りがありますので、お早めにお越しください。 

■問合 八溝そば街道推進協議会（農政課内） 

    ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

農業者年金 
 農業者年金は、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活安

定・福祉の向上等を目的に設けられた積立方式の確定拠出型年金で、

加入者・受給者数の増減に左右されない、安定した公的年金制度です。 

 下記の要件を満たす人ならどなたでも加入できますので、ぜひ、ご

検討ください。 

・国民年金第１号被保険者（保険料納付免除者を除く） 

・年間６０日以上農業に従事（兼業農家の人も可） 

・２０歳以上６０歳未満の人 

※加入する場合、国民年金付加年金加入（月額４００円）が必要です。 

■問合 農業委員会事務局（農政課内） ☎０２８７－８８－７１１７ 
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農産物直売所スタンプラリー 
◇期間 ８月１日（日）～１０月３１日（日） 

◇内容 下記の農産物直売所で５００円以上買い物をすると、台紙

（下記直売所備付）に１個（１回の買い物で１個）スタンプ

を押します。スタンプを６個集めて応募すると抽選で「直売

所お買物券」（５００円分）が当たります。 

※スタンプは１か所の直売所で６個集めても、複数の直売所で６個集

めても応募できます。 

※スタンプ台紙は、下記の直売所にあります。 

◇直売所 高瀬農産物直売所、八ツ頭野菜直売所、農産物こぶしっ子、

直売所いっぴ、興野農産物直売所、とりたて野菜直売所 

◇主催 市直売所連絡協議会 

■問合 市直売所連絡協議会（農政課内） 

    ☎０２８７－８８－７１１７ 
 

栃木県青年農業者国内派遣研修生募集 
 （公財）県農業振興公社では、農業研修参加者を募集します。 

◇派遣期間 １０月２５日（月）～２７日（水） 

◇研修先 愛知県・静岡県・山梨県 

◇応募資格（募集人数 １５名） 

・４月１日現在、１８歳～４４歳で、かつ、県内に就農しているか、

将来県内に就農することに強い意欲を持っている学生等（高校生

は除く）であって、研修後も農業の担い手として期待できる人 

・心身ともに健康で、協調性があり、計画に従って規律ある団体行

動ができる人 

・過去に公費による海外研修等に参加した人は、研修終了後２年を

経過していること 

◇費用 ３４，０００円 

◇応募方法 ８月２０日（金）までに申込書（下記備付）に必要事項

を記入し下記あて申し込む。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
 

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

 

なすから健康マイレージ 

～こどもとチャレンジ～ 
 小学１年から中学３年生までの市民とその保護者が一緒に参加でき

るマイレージ事業を実施しています。健康づくりにチャレンジしポイ

ントを貯めると、達成者の中から抽選で１５０名に利用券１，０００

円分をプレゼントします。 

 夏休み中の健康づくりに、ぜひ、お役立てください。案内は、各学校

を通して配布しました。達成した場合は、下記あて提出してください。 

◇利用券が使用できる施設等 

 越雲書店、山あげ会館、あすなろパン工房「風」、彼処珈琲、カフェ

みつわ、パン職人いっぴ、ビストロペールドヴォーテ、龍門カフェ 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

熱中症予防×コロナ感染防止 

「新しい生活様式」を健康的に乗り切ろう 
 マスク着用により、熱中症のリスクが高まります。新しい生活様式

を取り入れながらも、暑い夏を健康的に乗り切りましょう。 

・涼しい服装、日傘や帽子を使い、暑さを避けましょう。 

・のどが渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう。１時間

ごとにコップ１杯程度、１日あたり１．２リットルが目安です。 

・エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。 

・暑さに備えた体づくりと日頃から体調管理をしましょう。 

・ウイルス感染対策をしながらも、屋外で人と２ｍ以上（十分な距離）

離れている時は、マスクを外しましょう。マスク着用時は、皮膚か

らの熱が逃げにくく、気づかないうちに脱水になりやすくなります。 

・気温・湿度が高い時は、激しい運動は避けましょう。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

戦没者を追悼し黙祷を捧げましょう 

 ８月１５日（日）は終戦記念日です。全国各地において、先の大戦

で犠牲となられた人々を追悼する式典が行われます。 

 当日は半旗を掲揚し、正午のサイレンに合わせて、それぞれの職場

や家庭において１分間の黙祷を捧げましょう。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７1１５ 

 

８月は食品衛生月間 
 毎年気温の上がる夏期（６～８月）は食中毒が発生しやすくなりま

すので、注意しましょう。 

【食中毒の予防のために】 
 食中毒予防の３原則は「食中毒菌を①つけない②増やさない③やっ

つける」です。 

①つけない しっかり手洗い 

②増やさない 食品・食材は早めに低温保存 

③やっつける 食品・食材は中心部までしっかりと加熱、調理器具は

熱湯や塩素系漂白剤で消毒 

※県内でカンピロバクター、アニサキスによる食中毒が多発していま

す。体力の低下や食品の不衛生な取り扱い等が重なることにより食

中毒が発生しやすくなります。特に、子どもや高齢者等、抵抗力の

弱い人は十分注意しましょう。 

◇カンピロバクター 

 ・鶏、牛、豚等の腸にすむ感染力の強い細菌。 

 ・鶏肉の生食や加熱不十分な調理等が主な原因となっている（鶏タ

タキ、鶏刺身等）。食材は中心温度７５度で１分以上しっかりと加

熱することが大切。 

 ・潜伏期間は１～７日間とやや長く、症状は下痢、腹痛、嘔吐等。

１週間ほどで治癒するが、抵抗力の弱い人では重症化する危険性

がある。 

◇アニサキス 

 ・アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生（不十分な冷凍ま

たは加熱のものを含む）で食べることで、アニサキス幼虫が胃壁

や腸壁に入って食中毒（アニサキス症）を引き起こす。 

 ・食後数時間後から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、悪心、

嘔吐を生じる。魚を食べて数時間後から十数時間後に激しい腹痛

や吐き気がある場合は、食中毒を疑う必要がある。 

 ・酢、塩、わさび等をつけてもアニサキス幼虫は死滅しない。冷凍

（マイナス２０度で２４時間以上冷凍）または加熱（７０度以上

または６０度なら１分）により、アニサキスを死滅させることが

できる。 

 ・魚を購入する時は、新鮮な魚を選ぶ。丸ごと１匹で購入した際は、

すぐに内臓を取り除く。その後よく目で見てアニサキス幼虫を取

り除く。 

■問合 県北健康福祉センター生活衛生課 

    ☎０２８７－２２－２３６４ 

 

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

 

みらいのＫａｚｅ保育園 未就園児教室 
 保育園開放と当園所属の子育て支援員兼栄養士による教室を開催し

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 保育園開放：８月８日（日・祝）午前９時～正午 

    離乳食教室：８月２２日（日）午前１０時～１１時 

◇場所 みらいのＫａｚｅ保育園 

◇内容 保育園開放：リトミック・絵本読み聞かせ、育児相談 

    離乳食教室：離乳食の進め方 

◇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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こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】 
◇日時 毎週水曜日 午前１０時～１０時４５分 

◇内容 年齢に合わせた季節の手遊びや体操等 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 ３組程度 

【管理栄養士によるお話】 
◇日時 ８月１０日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 食生活でできる熱中症予防（お土産付き） 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等（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も大歓迎） 先着３組程度 

◇申込 ８月７日（土）までに電話等で下記まで申し込む。 

【親子で楽しくヨガ教室】 
◇日時 ８月１３日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 親子でできるヨガポーズでリラックス 

◇講師 満田美佐子 先生 

◇持物 ヨガマット（バスタオル可）、飲物 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 先着３組 

◇申込 ８月１１日（水）までに電話等で下記まで申し込む。 

※ぴよぴよ広場は申し込み不要です。 

※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「８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 季節の手遊び、親子体操等 

◇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 

 

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、個別通知でご確認ください。 

 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 ８月１９日（木）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年４月、令和２年１２月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ８月２３日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年７月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ８月２７日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年７月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ８月２４日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３１年１月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ８月２７日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 平成３０年７月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ８月１９日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２８年８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、気になることや悩んでいることについて、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 ８月１２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 

◇申込 ８月６日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※電話での相談も可能です。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

児童扶養手当 
 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

い児童を育成する家庭（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（令和３年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、手当の支給が停止となります。 

◇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。 

【現況届の提出】 
 児童扶養手当の受給資格者は、毎年８月中に「現況届」を提出する

必要があります。届出に必要な書類等を確認のうえ、８月３１日（火）

までに下記あて提出してください。 

 なお、下記日程で集中受付を行います。木曜日は窓口延長日のため

午後７時まで受け付けます。 

◇集中受付日 

期日 時間 場所 

８月８日（日・祝） 午前９時～午後３時 
保健福祉 

センター 
８月（毎週木曜日） 

５、１２、１９、２６日 

午前８時３０分 

～午後７時 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

家庭教育オピニオンリーダー研修 
 地域に根ざした家庭教育の支援や援助を行うオピニオンリーダー

を養成する研修です。 

◇日時 ①８月２５日（水）②８月２６日（木）～１１月２３日（火・

祝）で１日③９月１５日（水）④１０月６日（水）⑤１１月２

日（火）⑥１１月２４日（水）各回とも午前１０時～午後３時 

◇場所 県総合教育センター（宇都宮市瓦谷町１０７０） 

※②は各地区で実施。 

◇内容 ホームページ「とちぎレインボーネット」（https://www.toch

igi-edu.ed.jp/rainbow-net/）で確認してください。 

※８割以上の出席者に終了証が授与されます。 

◇対象 地域で家庭教育支援に携わっている人または活動に意欲の

ある人 ５０人 

◇申込 ８月６日（金）までに所定の申込書（こども館備付または「と

ちぎレインボーネット」からダウンロードする）により下記

あて申し込む。 

■問合 県総合教育センター生涯学習部 

    ☎０２８－６６５－７２０６ 

    ＦＡＸ０２８－６６５－７２１９ 
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令和４年度保育施設入園希望者見学会 
◇対象 令和４年度保育園・認定こども園・地域型保育施設の入園を

希望する未就学児と保護者 

◇見学期間 ８月２日（月）～３１日（火） 

※土・日曜日および祝日を除く。 

◇見学日 

園名 期日 見学時間 

にこにこ保育園  

☎８８－５２５２ 

８月２４日（火） 

８月２５日（水） 

８月２６日（木） 

午前１０時 

～１１時３０分 

すくすく保育園  

☎８２－２３５９ 

８月２５日（水） 

８月２６日（木） 
午前１０時～１１時 

烏山保育園    

☎８２－３３７２ 
随時 応相談 

烏山みどり幼稚園 

（保育部分） 

☎８２－３０８９ 

８月２５日（水） 午前１０時～１１時 

烏山聖マリア幼稚園 

（保育部分）  

☎８２－３３５７ 

８月２３日（月） 

８月２４日（火） 

８月２５日（水） 

午前１０時 

～午後３時 

ゆうゆうランド 

那須烏山園  

☎８３－８６００ 

随時 
午前１０時 

～午後３時 

みらいのKaze保育園 

☎８２－７３７６ 
随時 

午前１０時 

～１０時３０分 

キッズランドあさひ 

☎８２－７３３３ 
随時 

午前１０時 

～午後３時 

こうのやま保育園 

☎８２－７８００ 
随時 随時 

あいのわ保育園 

☎８３－８０９２ 
随時 午前９時～午後４時 

◇持物 上履き 

◇申込 電話で見学を希望する園に直接申し込む。 

※園の指定した見学日に見学できない場合は、各園に連絡をしたうえ、

期間内に見学してください。 

※原則、保護者と対象児のみの見学とします。夏休み等により兄弟姉

妹を連れてくる場合は、園にご相談ください。 

※ビデオ、デジタルカメラ、スマートフォン等での園内の撮影はご遠

慮ください。 

【幼稚園等】 
 烏山みどり幼稚園、烏山聖マリア幼稚園の幼稚園部分およびつくし

幼稚園（☎８８－２１３１）では、入園希望者の見学を随時行ってい

ますので、電話で直接お申し込みください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ８月７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 

【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ８月１４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上映会、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 ８月７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 

ダンボールクラフト親子参加者募集 
◇日時 ８月２０日（金）午前１０時～正午 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 リモートで講師が作り方を教えます。各パーツの型を抜いて、

ボンドで組み合わせていく簡単な工作です。 

◇講師 本田技研工業（株）社会貢献活動推進センター 大山剛 氏 

◇対象 市内在住の小学生とその保護者 先着１０組 

◇費用 無料 

◇申込 ８月１日（日）から南那須図書館カウンターまたは電話で下

記あて申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

押し花作品展 
◇日時 ８月３日（火）～２８日（土）※図書館休館日を除く。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

◇内容 押し花カトレア会による作品展 

■問合 小林洋子 ☎０２８７－８３－２００３ 

 

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

 

市女性団体連絡協議会主催 

「防災講話」参加者募集 
 気象変動で洪水等の災害が頻繁に起きています。全国の被災地で、

実際に避難所の支援活動に取り組んできた講師の話を聞いて、みんな

の力で地域の防災力を高めましょう。 

◇日時 ９月１７日（金）午後１時３０分～３時３０分 

    午後１時開場 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 「災害の避難生活で見えた真実～私たちにできる事～」 

    講師：鹿沼市社会福祉協議会 柴田貴史 氏 

※どなたでも参加できます。入場は無料です。 

■問合 市女性団体連絡協議会事務局（生涯学習課内） 

    ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

山あげ俳句全国大会作品募集 
 山あげ俳句全国大会小・中学生の部作品を募集します。応募用紙は

各小・中学校に配布しました。たくさんの応募をお待ちしています。 

◇応募期限 ９月１０日（金）まで 

◇提出方法 各学校へ提出してください。 

※入賞作品は、山あげ会館１階の山あげコモンズに展示します。現在、

山あげ会館には令和２年度の入賞作品が展示されていますので、ぜ

ひ、ご覧ください。 

■問合 山あげ俳句全国大会実行委員会 代表 鈴木美江子 

    ☎０９０－５４３３－６８１５ 

    生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■作品等募集 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

明るい選挙啓発ポスターコンクール 

作品募集 
 明るい選挙を呼びかける作品を募集しています。  

◇応募資格 市内の小学校児童、中学校・高等学校の生徒 

◇募集内容 明るい選挙を呼びかけることをテーマに自由に表現 

◇作品規定 画材は自由（紙や布等絵具材料だけに限らず）、画用紙

の四ツ切（５４２ｍｍ×３８２ｍｍ）、八ツ切（３８２

ｍｍ×２７１ｍｍ）またはそれに準じる大きさ 

◇応募方法 ９月３日（金）までに作品裏面に学校名、学年、氏名（ふ

りがな）を明記し、下記あて提出する。 

■問合 市選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 
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「平和なまち」絵画コンテスト 

作品募集 
 子どもたちによる「平和なまち」をテーマに絵画コンテストの作品

を募集しています。  

◇応募資格 市内在住の６歳以上１５歳以下の子ども 

      （令和３年１１月１日時点） 

◇募集内容 「平和なまち」をテーマとした作品 

◇作品規定 

 ・Ｂ４サイズまたは八つ切りサイズの画用紙で、白色であること 

※「平和首長会議会長賞」に選ばれた作品をクリアファイルに印刷す

る際に、端から１センチ程度切れる可能性があります。 

 ・使用する画材は自由とするが、絵画作品であること 

※写真の貼り付けやコンピューターグラフィックスを利用した作品は

受け付けません。 

 ・スキャン可能な平面作品であること 

 ・他のコンテストに出品していないこと 

 ・個人で制作した作品であること 

※複数名での合作作品は受け付けません。 

 ・著作権、商標権、肖像権など第三者の権利を侵害しないもの 

 ・応募は１人１点まで 

◇応募方法 ９月１日（水）までに申込書（下記提出先備付）に氏名・

年齢・応募者の連絡先・作品に込めた平和への思い等、

必要事項を記入し、下記あて提出する。 

◇提出先 総務課（烏山庁舎） ☎０２８７－８３－１１１７ 

■問合 （公財）広島平和文化センター国際部平和首長会議運営課 

    （平和首長会議事務局） ☎０８２－２４２－７８２１ 

 

「健康づくり体験談」募集 
 運動や食事、趣味に関すること等、皆さんが実践している健康法と

その効果を募集します。 

◇テーマ 自分の健康管理方法とその効果 

◇対象 後期高齢者医療制度に加入している県内の被保険者 

◇優秀作品 最優秀賞 １点 商品券３万円分 

      優秀賞 ３点 商品券１万円分 

※優秀作品はホームページで公表します。また、賞から漏れた人にも

ＱＵＯカード（５００円分）をお送りします。 

◇応募方法 ９月３０日（木）までに①と②を下記あて郵送またはメ

ールで送付する。郵送の場合は９月３０日（木）必着。 

①健康づくり体験談（題名と本文。原稿用紙２枚【８００字】程度。

手書きの場合はなるべくマス目のある用紙に記入） 

②必要事項（郵便番号・住所・氏名・生年月日・電話番号）を記入し

た用紙（様式任意） 

■問合 県後期高齢者医療広域連合総務課 

    ☎０２８－６２７－６８０５ 

    （〒３２０－００３３ 宇都宮市本町３－９ 

     栃木県本町合同ビル２階） 

    Ｅメール：soumu@kouikirengo-tochigi.jp 

 

「栃木県発明展覧会」作品募集 
 １０月８日（金）～１０日（日）に栃木県産業技術センターで開催

する発明展覧会の出品作品を募集します。 

◇出品物 県内に居住する個人または県内に事業所を有する法人で

あり、出品する知的財産の権利者あるいは出願人であり、

下記のいずれかに該当すること。 

     ・特許または意匠登録された発明および考案に関するもの 

     ・実用新案の考案または特許出願中の発明に関するもの 

◇費用 搬出入にかかる費用は出品者負担 

◇募集期限 ８月２０日（金）まで 

※申込書は栃木県産業技術センターホームページ（https://iri.pref.toch

igi.lg.jp/index.php?id=2514）から取得できます。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県産業技術センター ☎０２８－６７０－３３９１ 

    県発明協会 ☎０２８－６７０－１８２０ 

「栃木県児童生徒発明工夫展覧会」作品募集 
 １０月８日（金）～１０日（日）に栃木県産業技術センターで開催

する児童生徒発明工夫展覧会の出品作品を募集します。 

◇出品物 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教

育学校、高等専門学校（第３学年まで）および特別支援学

校に在学中の児童・生徒の作品で個人、学校または発明ク

ラブ単位で応募された作品。 

◇費用 搬出入にかかる費用は出品者負担 

◇募集期間 ８月２７日（金）～９月１０日（金） 

※申込書は栃木県総合教育センターホームページ（http://www.tochigi

-edu.ed.jp/center/tenrankai/r03-hatsumei/）から取得できます。 

※詳細は、下記までお問い合わせください。 

■問合 県総合教育センター ☎０２８－６６５－７２０４ 

 

「税に関する高校生の作文」募集 
◇募集内容 「税の意義と役割について考えたこと」 

※税の意義とその役割について、自分で考えたことや体験を通じて考

えたこと、問題意識を持ったこと等 

◇対象 高校生および中等教育学校生（後期課程） 

◇応募方法 ９月６日（月）までに冒頭に題名、学校名、学年および氏

名、末尾に応募者の住所を記載して、下記あて提出する。 

※応募は1人１編とし、文字数は８００字以上１，２００字以内とし

ます。 

※学校を通じて応募する場合には、住所の記載は必要ありません。 

※作品の著作権は国税庁に帰属し、提出された作品は返却しません。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

中学生の「税についての作文」募集 
◇募集内容 「税に関すること」 

◇対象 中学生 

◇応募方法 ９月３日（金）までに原稿用紙の１枚目に、題名・中学

校名・学年・氏名を記入し、通っている中学校を通じて、

氏家税務署管内納税貯蓄組合連合会あて提出する。 

※提出された作品は返却しません。 

※文字数は１，２００字以内（４００字詰め原稿用紙３枚）。文字数に

は題名を含みます。 

※制限字数を超えた作品は審査対象から除外されます。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１２ 

 

「ジュニア知事さん」作文募集 
 もし知事になったら、ふるさと「とちぎ」のためにやりたいことを

書いて送ってください。 

◇テーマ 「もし私が知事になったら、こんなことしてみたい」 

◇対象 県内に在住または通学している小学４～６年生 

◇応募方法 ９月１０日（金）までに４００字詰め原稿用紙１枚にま

とめ（枠内に題名）、裏面に題名・学校名・学年・氏名

（ふりがな）を記入のうえ、下記あて郵送する。 

■問合 県広報課 ☎０２８－６２３－２１５８ 

    （〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０） 

 

「動物愛護ふれあい作品展」作品募集 
◇展示期間 １０月２６日（火）～１２月１５日（水） 

◇展示場所 動物愛護センター愛護館 

◇募集内容 ・絵画部門（小学生対象） 

      ・ポスター部門（中・高校生対象） 

      ・写真部門（一般県民対象） 

◇募集期限 ９月３０日（木）必着 

※詳細は、下記あて問い合わせるか、ホームページ（https://www.to

chigi-douai.net/）をご確認ください。 

■問合 県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８ 
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■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

樹木の枝が道路に張り出していませんか？ 
 皆さんが所有する樹木が、道路上に倒れたり、道路をおおったり、

枝が落ちたりして、通行者に迷惑をかけることがありますので、道路

に飛び出すことがないように注意して管理をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

国際医療福祉大学 

塩谷看護専門学校看護学生募集 
◇試験日 ９月２５日（土） 

◇試験場所 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 

      （矢板市富田７７－６ 塩谷病院敷地内） 

◇試験科目 高校推薦：一般常識試験、面接 

      社会人：小論文、面接 

◇募集人数 ４０名（高校推薦・社会人合わせて募集定員の５割程度） 

◇受験資格 高校推薦：令和４年３月に高等学校卒業見込みで、学科

評定平均３．０以上、合格した場合には必ず

本校に入学できる人 

      社会人：高校を卒業し、令和４年４月１日時点で２年以

上経過した人 

◇修業年限 ３年（全日制） 

◇応募方法 ９月２日（木）～１６日（木）に入学願書を下記あて提

出する。 

※入学願書を希望する人は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務部 

    ☎０２８７－４４－２３２２ 

 

福祉のお仕事就職フェア（県北エリア） 
 福祉の仕事に就きたい人と求人事業所との相談会を開催します。 

開催日時 会場 
主な参加事業所 

対象エリア 

８月７日（土） 

午後１時～ 

３時３０分 

大田原地域職業

訓練センター（大

田原市本町１－

２８０５－３） 

那須塩原市、大田原市、日

光市、矢板市、さくら市、

那須烏山市、塩谷町、高根

沢町、那須町、那珂川町 

１０月１６日（土） 

午後１時～ 

３時３０分 

矢板イースター

ホテル（矢板市末

広町２４－１） 

矢板市、大田原市、那須塩

原市、さくら市、那須烏山

市、塩谷町、高根沢町、那

須町 

◇費用 無料 

※参加には申し込みが必要です。詳細は、下記あてお問い合わせくだ

さい。 

■問合 県社会福祉協議会福祉人材・研修センター 

    ☎０２８－６４３－５６２２ 

国税庁経験者採用試験 
 国税局や税務署で働く職員（国家公務員）を募集します。 

◇受験資格 令和３年４月１日において、大学等（短期大学を除く）

を卒業した日または大学院の課程等を修了した日のう

ち最も古い日から起算して８年を経過した人 

◇試験日 １０月３日（日）第１次試験 

◇受付期間 ８月２日（月）午前９時～１６日（月）（受信有効） 

◇申込 原則、インターネット（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.ht

ml）で申し込む。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。（土・日曜日および祝日を

除く） 

■問合 （インターネット申し込みに関すること） 

    人事院人材局試験課 ☎０３－３５８１－５３１１ 

    （上記以外の問合） 

    関東信越国税局人事第二課 ☎０４８－６００－３２９０ 

 

防衛大学校・防衛医科大学校・自衛官候補生 

採用試験案内 
 令和４年３月末入隊（予定）者を募集します。応募資格は①～⑤は

１８歳以上２１歳未満の人、⑥は１８歳以上３３歳未満の人です。 

【①防衛大学校学生 推薦】 
◇受付期間 ９月５日（日）～１０日（金） 

◇試験期日 ９月２５日（土）・２６日（日） 

◇試験場所 防衛大学校 

【②防衛大学校学生 総合選抜】 
◇受付期間 ９月５日（日）～１０日（金） 

◇試験期日 １次：９月２５日（土） 

      ２次：１０月３０日（土）・３１日（日） 

◇試験場所 防衛大学校 

【③防衛大学校学生 一般】 
◇受付期限 １０月２７日（水）まで 

◇試験期日 １次：１１月６日（土）・７日（日） 

      ２次：１２月７日（火）～１１日（土） 

◇試験場所 宇都宮市 

【④防衛医科大学校 医学科学生】 
◇受付期限 １０月１３日（水）まで 

◇試験期日 １次：１０月２３日（土） 

      ２次：１２月１５日（水）～１７日（金） 

◇試験場所 １次：宇都宮市 

      ２次：指定された場所 

【⑤防衛医科大学校看護学科学生（自衛官候補看護学生）】 
◇受付期限 １０月６日（水）まで 

◇試験期日 １次：１０月１６日（土） 

      ２次：１１月２７日（土）・２８日（日） 

◇試験場所 １次：宇都宮市 

      ２次：指定された場所 

【⑥自衛官候補生 男子・女子】 
◇受付期間 ９月１４日（火）～１１月１７日（水） 

◇試験期日 １１月２７日（土）、予備日１１月２８日（日） 

◇試験場所 宇都宮市 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

    ☎０２８７－２２－２９４０ 
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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/ 

広告掲載募集中！ 
 
広報お知らせ版 

広報なすからすやま 

市ホームページ    の有料広告を募集しています。 

掲載基準等詳細は、市ホームページで確認するか、下記あて 

お問い合わせください。 
 

■総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

竹を使った水鉄砲づくりにチャレンジ！ 
◇日時 ８月８日（日・祝）午前９時～１１時 

    受付：午前８時４５分～ 

※雨天など荒天時は中止します。 

◇集合場所 清水川せせらぎ公園東側芝生広場（Ｃゾーン） 

◇内容 公園で夏休みの思い出をつくろう！親子で竹を使った水鉄

砲を製作し、作った水鉄砲を使ったイベントを行います。

（変更の場合あり） 

◇対象 市内在住の未就学児・小学生の親子 １５組程度 

※保護者の同伴が必要です。 

◇費用 子ども1人につき３００円（団体保険料、材料費等） 

◇持物 水筒、着替え、タオル等 

※水に濡れても良い服装でご参加ください。 

◇申込 ８月６日（金）までにＥメールで下記あてまたは団体の公式

ＬＩＮＥアカウントを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 

 

とちぎテレビのデータ放送をご覧ください 
 市内の郵便番号を登録した地上デジタル放送対応テレビで、市から

のお知らせ、イベント情報、各種事業等の情報を見ることができます。 

◇閲覧方法 チャンネルを「とちぎテレビ」に合わせ、リモコンの 

      「ｄボタン」を押すと情報画面に切り替わります。 

※災害発生時にも順次情報が流れますので、災害情報等についてもデ 

 ータ放送をご覧ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

電話による相続・遺言無料相談 
◇日時 ８月から令和４年３月までの毎月第２・第４土曜日 

    午前１０時～午後３時 

※８月１３日（金）～１６日（月）、祝日および年末年始は除く。 

◇相談内容 相続・遺言に関する相談（相談時間は３０分程度） 

◇相談員 司法書士 

◇申込 電話で下記あて申し込む。 

※予約した相談者に相談員から所定の時間に電話して相談を受けます。 

■問合 県司法書士会 ☎０２８－６１４－１１２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８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 ８月４日・１８日 午前９時～正午 

◇場所 ・４日：社会福祉協議会烏山支所（初音９－７） 

    ・１８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 ８月２０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 ８月２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      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

８月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 日 【休日当番医】近藤クリニック ☎0287-83-2250 

２ 月 

特定健診・がん検診（完全予約

制・女性の日） 

固定資産税第２期・国民健康保険

税第１期・介護保険料第１期・後

期高齢者医療保険料第１期納期

限・口座振替日 

南那須公民館 

 

 

 

 

 

３ 火 

妊婦サロン「母親学級」（要予約）

受付9：40～10：00 

押し花カトレア会作品展示（～28 日） 

こども館 

 

南那須図書館 

４ 水 心配ごと相談 社会福祉協議会烏山支所 

５ 木 
移動出前サロン9：00～13：30 

窓口業務延長（～19：00） 

藤田公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

６ 金   

７ 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 

８ 日 

山の日 

【休日当番医】佐野医院 

第16回市民射撃大会 

 

☎0287-84-1616 

那須国際射撃場 

９ 月 
振替休日 

【休日当番医】上野医院【那珂川町】 

 

☎0287-96-5151 

１０ 火 管理栄養士によるお話 11：00～11：20 こども館 

１１ 水 
産後サポート事業「おひさま」

（要予約）受付9：40～10：00 

南那須公民館 

 

１２ 木 

離乳食相談（要予約） 

移動出前サロン9：00～13：30 

窓口業務延長（～19：00） 

こども館 

藤田公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

１３ 金 親子で楽しくヨガ教室 10：30～11：30 こども館 

１４ 土 おたのしみ会14：00～15：00 南那須図書館 

１５ 日 【休日当番医】塩谷医院 ☎0287-88-2055 
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