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▶ ▶ ▶ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、不要不急の外出はお控えください。◀ ◀ ◀  

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

 

新型コロナウイルスワクチン接種 

５９歳以下の人の接種予約および日程 
 ５９歳以下の人の予約受付を行います。予約の混雑緩和のため、年

齢区分等により予約開始日が異なりますので、下記をご確認のうえ、

分散予約にご理解ご協力をお願します。なお、電話が繋がりにくいた

めインターネットでの予約を推奨しています。 

◇予約受付開始日 

区分 対象者 予約受付開始日 

１ 
【基礎疾患のある人、高齢者施設等従事者】 

５０～５９歳 

８月１７日（火） 

午前９時～ 

２ 
【基礎疾患のある人、高齢者施設等従事者】 

４０～４９歳 

８月１９日（木） 

午前９時～ 

３ 
【基礎疾患のある人、高齢者施設等従事者】 

１６～３９歳 

８月２０日（金） 

午前９時～ 

４ 
【基礎疾患のない人】 

１６～５９歳 

８月２３日（月） 

午前９時～ 

５ １２～１５歳 
決まり次第お知

らせします 

※基礎疾患の種類については、クーポン券（接種券）をご覧ください。

なお、基礎疾患の有無は、自己申告で診断書等の提出は求めません

が、接種前の予診時に確認を行う予定です。 

※高齢者施設等従事者については、クーポン券（接種券）に同封した案

内または市ホームページでご確認ください。なお、勤務する施設から

発行される証明書の提示が必要です。接種日当日にご持参ください。 

◇予約方法 

 クーポン券（接種券）を確認しながら、インターネット（https://v

c.liny.jp/092151）、ＬＩＮＥ、電話（☎０５７０－０７１－７１１）の

いずれかで予約をする。スマートフォンで下記の画像を読み込むと予

約画面が表示されます。予約には、生年月日や接種券番号が必要です。 

 〇ＬＩＮＥ予約            〇インターネット予約 

         友だち登録し            

      予約画面へ 

 

 

                           

◇予約受付開始時間 

 ワクチン接種の予約受付開始日当日は、インターネット、ＬＩＮＥ、

電話の全てが午前９時から開始します。 

 翌日からは、インターネットとＬＩＮＥは２４時間予約が可能です。

電話での予約は、平日（土・日曜日および祝日を除く）の午前９時か

ら午後５時までです。 

※上記以外では受け付けできませんのでご了承ください。 

◇ワクチン接種日 

 ワクチンの供給状況により、日程を変更する可能性があります。お

知らせ版や市ホームページ等でお知らせしますので、随時ご確認くだ

さい。 

〇市武道館（大金２４０） 
接種日 

時間帯 
１回目 ２回目 

９月 １日（水） ９月２２日（水） 
午後１時３０分～４時３０分 

 ４日（土） ２５日（土） 

 ５日（日） ２６日（日） 午前９時～午後４時３０分 

 ８日（水） ２９日（水） 
午後１時３０分～４時３０分 

１１日（土） １０月 ２日（土） 

１２日（日） ３日（日） 午前９時～午後４時３０分 

１５日（水） ６日（水） 
午後１時３０分～４時３０分 

１８日（土） ９日（土） 

１９日（日） １０日（日） 午前９時～午後４時３０分 

１０月１３日（水） １１月３日（水・祝） 
午後１時３０分～４時３０分 

１６日（土）  ６日（土） 

１７日（日）  ７日（日） 午前９時～午後４時３０分 

２０日（水） １０日（水） 

午後１時３０分～４時３０分 
２３日（土） １３日（土） 

２７日（水） １７日（水） 

３０日（土） ２０日（土） 

３１日（日） ２１日（日） 午前９時～午後４時３０分 

※日曜日は、正午～午後１時３０分を除く。 

〇那須南病院（中央３－２－１３） 
接種日 

時間帯 
１回目 ２回目 

８月３１日（火） ９月２１日（火） 

午後２時～４時 

９月 ７日（火） ２８日（火） 

９日（木） ３０日（木） 

１４日（火） １０月 ５日（火） 

１６日（木） ７日（木） 

１０月１２日（火） １１月 ２日（火） 

１４日（木） ４日（木） 

１９日（火） ９日（火） 

２１日（木） １１日（木） 

２６日（火） １６日（火） 

２８日（木） １８日（木） 

◇２回目の予約について 

 ・ワクチンの効果を十分に得るため、２回の接種が必要です。 

 ・２回目は予約不要。（３週間後の同じ会場・曜日・時間です） 

◇その他 

 ・６０歳以上の人も、引き続き予約を取ることができます。 

 ・市で使用するワクチンの種類は、ファイザー社製ワクチンです。 

 ・ワクチン接種は任意です。接種に当たっては、有効性と副反応を

理解したうえで接種するかどうかを判断してください。なお、こ

のワクチンの長期的な副反応については不明です。 

 ・国営や県営の大規模接種会場での接種も可能ですので、詳細は、

各接種会場等にお問い合わせください。なお、ワクチンの種類は

武田／モデルナ社製が使用されます。 

－ 県営接種会場 － 

 専用予約サイト（https://info.vc-tochigi.liny.jp/info/tochigi） 

 またはＬＩＮＥ（右の画像をスマートフォン等で読み込み、 

 友だち登録をする）で申し込む。 

■問合 市新型コロナウイルスワクチン接種対策室（健康福祉課内） 

    月～金曜日午前９時～午後５時 ☎０２８７－８２－７５３５ 

令和３年８月１５日 Ｎｏ．３８２ 

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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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 

8月29日（日） 三箇塙の天祭 中止 
生涯学習課文化財グループ 
☎0287-88-6223 

8月中 

南那須図書館・烏
山図書館のおは
なし会・おたのし
み会 

中止 

南那須図書館 
☎0287-88-2748 
烏山図書館 
☎0287-82-3062 

9月4日（土） 市水泳大会 中止 
生涯学習課スポーツ振興室 
☎0287-88-6223 

※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 
 

■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市長選挙 
 令和３年１１月５日任期満了に伴う那須烏山市長選挙が下記により
行われます。 
◇告示日（立候補届出日） １０月１７日（日） 
◇選挙期日（投開票日） １０月２４日（日） 
 これに伴う立候補予定者説明会および立候補届出書類の事前審査を
下記により行います。 

【立候補予定者説明会】 
 立候補を予定している人、推薦人となる予定の人、出納責任者とな
る予定の人等はご出席ください。なお、立候補に必要な関係書類は、
立候補をしようとする人またはその代理の人に限り、説明会当日にお
渡しします。 
◇日時 ９月３日（金）午後１時３０分～ 
◇場所 烏山庁舎２階第２会議室 

【立候補届出書類の事前審査】 
◇日時 １０月１２日（火）午前９時３０分～正午 
◇場所 烏山庁舎２階第２会議室 
■問合 選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 
 

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

 

わくわく商品券（プレミアム付）販売 
 那須烏山商工会では、新型コロナウイルスの影響を受けている市内
事業者の支援を目的に、プレミアム付きの商品券（３０％お得です）
の購入申し込みを受け付けしています。申込期間が迫っていますので、
購入を希望する人はお急ぎください。 
◇申込方法 下記のいずれかで申し込む。 
 ・７月２７日（火）の朝刊の折込チラシに付いている専用ハガキま

たは官製ハガキに必要事項を記入し、８月１６日（月）（必着）ま
でに商工会あて郵送する。 

 ・スマートフォン等で右記の画像を読み取り必要事
項を入力し申し込む。 

※申し込み多数の場合は抽選のうえ、当選者にのみ購
入引換券を郵送します。 

◇購入方法 ８月下旬ごろに購入引換券を郵送。購入引換券に記載さ
れた指定の販売日時【９月１日（水）・２日（木）・５日
（日）午前９時～午後４時のいずれか】および販売場所
（烏山体育館または南那須公民館）で購入する。 

◇商品券有効期限 ９月１日（水）～令和４年２月２８日（月） 
◇その他 
 ・１万円（１万３千円分）単位で販売し、１人につき２万円（２万

６千円分）まで購入可能。 
 ・１万３千円のうち８千円は大型店・中小小売店で利用できる共通

券（千円券８枚）、５千円は大型店以外で利用できる中小小売店専
用券（５００円券１０枚）。 

 ・購入は現金に限り、１８歳以上の人が購入できます。 
 ・商品券での買い物は、釣銭は出ません。 
 ・使用可能な店舗、大型店（専用券の使えない９店）その他詳細は、

折込チラシを参照してください。 
 ・チラシは商工観光課（烏山庁舎）、商工会窓口に備え付けてあります。 
■問合 那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３ 

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

 

放置自転車の引き取り期限 
 ７月２１日（水）にＪＲ烏山線各駅前駐輪場の環境美化のため、放

置と思われる自転車を撤去しました。撤去された自転車の所有者で、

引き取りを希望する人は、下記あてご連絡ください。引き取り期限を

過ぎると、適宜処分しますので、ご注意ください。 

◇引き取り期限 １０月２０日（水）午後５時まで 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
 

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

 

学校教育課会計年度任用職員の募集 
◇任用期間 １０月１日～令和４年３月３１日 

◇募集内容 

職種 学校事務補助員 

人数 １人 

業務内容 

荒川小学校における事務補助および業務補助 

原則、月～金曜日 午前８時～午後４時３０分のうち７時間

（休憩時間４５分） 

賃金 
時給８９７円 

※通勤手当等が支給される場合があります。 

応募要件 
・基本的なパソコン操作（ワード・エクセル等）ができる人 

・普通自動車運転免許を有する人 

◇試験日 ９月上旬 ※詳細は、別途通知します。 

◇試験方法 面接・適性試験 

◇応募方法 ８月３１日（火）までに履歴書（写真貼付、白黒可）に

運転免許証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８月３１日（火）必着です。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

    （〒３２１－０５９５ 大金２４０） 
 

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

 

個別避難計画作成モデル地区の募集 
 災害対策基本法の改正により、個別避難計画（避難支援を行う人や

避難先等の情報を記載した計画）を作成することになりましたので、

モデル地区として計画作成を希望する自治会等を募集します。 

◇内容 昨年度配付した避難行動要支援者名簿記載者を対象に、自治

会を中心とする自主防災組織、地域の見守り組織、民生委員

等による支援体制を構築し、計画を作成します。 

◇地区数 ３～５地区程度（関係機関の協議によりモデル地区を決定） 

◇申込 ９月３日（金）までに電話等で下記あて申し込む。（自治会等

名称、代表者、連絡先等をお聞きします） 

※単独または複数自治会での作成も可能です。 

※計画作成に向け、モデル地区を対象に説明会を開催します。（日程等

は個別にお知らせします） 

※取り組み状況は、１２月開催予定の自治会連合会研修会で紹介します。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
 

電話による心配ごと相談 
 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、８月１８日（水）に南那須公民館で予定してい

た心配ごと相談は、対面での相談ではなく、電話相談に変更します。 

◇日時 ８月１８日（水）午前９時～正午 

◇相談方法 上記の時間に、下記あて電話でご相談ください。 

※今後の開催方法は、感染症のまん延状況により判断します。 

■問合 市社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８２－３５００ 

    （あすてらす直通） 
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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 

９月７日（火） 

烏山体育館 

◎婦人検診等あり 

（中央２－１３－１２） 

午前８時１０分 

～１０時３０分 

９月２２日（水） 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 

 

とちぎ難病相談支援センター電話での医療相談 
 電話での相談となるため、予約時間には電話に出られる状態でお待

ちください。 

【腎・泌尿器系疾患】 
◇日時 ８月２１日（土）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 獨協医科大学病院腎臓・高血圧内科医師 石光俊彦 氏 

◇主な疾患 一次性ネフローゼ症候群、ＩｇＡ腎症、急速性糸球体腎

炎、多発性嚢胞腎 

◇予約締切日 ８月１８日（水） 

※予約締切日までに下記あて申し込む。 

※受付時間は、月～金曜日の午前１０時～正午、午後１時～４時。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

 

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

 

妊婦・産後ママサロン「リラックスヨガ」 
◇日時 ９月１３日（月） 

    午前１０時～１１時３０分（受付：午前９時４０分～） 

◇場所 南那須公民館会議室（岩子６－1） 

◇内容 リラックスヨガ 

◇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 ※先着８名  

※妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

※生後２～４か月頃（ねんね期）のお子さんは一緒に参加できます。 

◇持物 バスタオル、飲物、母子健康手帳 

※ヨガマットを持っている人は、ご持参ください。 

※動きやすい服装でご参加ください。 

◇申込 ９月８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 

 

離婚前後ひとり親座談会 
◇日時 ９月２９日（水）午前１０時～１１時３０分 

    １１月１７日（水）午前１０時～１１時３０分 

◇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 各回５名 

◇申込 ９月１５日（水）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 

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

 

第１７回那須烏山マラソン大会参加者募集

（市内在住または通勤、通学者限定） 
 第１７回大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、規模の

縮小および対象を限定して大桶運動公園で開催します。ランナーはも

ちろん、コロナ禍での運動不足解消に、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 １２月５日（日） 競技開始：午前９時～ ※雨天決行 

※開会式は行いません。 

◇場所 大桶運動公園（大桶１９２６） 

※駐車場利用希望者には、後日指定し通知します。 

◇対象 市内在住または通勤、通学している人 

◇コース 大桶運動公園内周回コース 

◇種目 ※年齢は、大会当日を基準とします。 

種目 クラス 区分 スタート時間 

１周コース 

（約１.７km） 

１ 小学４・５・６年生男子 
午前９時～ 

２ 小学４・５・６年生女子 

３ 親子（幼児～小学２年生） 午前９時３０分～ 

４ 親子（小学３・４年生） 午前１０時５分～ 

２周コース 

（約３.０km） 

５ 中学生男子 

午前１０時４０分～ ６ 中学生女子 

７ 一般男女高校生以上 

３周コース 

（約４.３km） 

８ 一般男子高校生～５９歳 

午前１１時２５分～ ９ 一般女子高校生～５９歳 

１０ 一般男女６０歳以上 

※制限時間は、クラス１・２は２０分、クラス３・４は２５分、クラ

ス５～７は３５分、クラス８～１０は５０分です。 

※前日および当日の受け付けは行いません。ナンバーカード、計測用

チップ、体調管理チェックシート等は事前に送付します。 

※入場の際は、必ず「体調管理チェックシート」を提出してください。 

◇定員 先着４００名（定員になり次第締め切ります） 

◇費用 各クラス１，０００円 

◇表彰 各クラス１位～６位まで表彰 

※グロスタイムではなくネットタイム（スタートライン通過からゴー

ルライン通過までの時間）で順位を決定しますので、見た目の順位

とは異なる場合があります。 

◇記録証 ＷＥＢ記録証とします。（各自パソコン等で印刷） 

◇参加賞 当日、参加者全員に記念品をプレゼントします。 

※ナンバーカードを提示してください。 

◇申込方法 

 ①インターネットによる申し込み（市内在住者のみ可） 

  ８月１８日（水）～９月３０日（木）の期間にhttps: 

  //runnet.jp/にアクセスまたはスマートフォン等で右 

  記の画像を読み取り必要事項を入力し申し込む。 

 ②郵便振替用紙による申し込み 

  ８月１８日（水）～９月２４日（金）に専用の郵便振替用紙（生

涯学習課窓口、南那須庁舎入口ホール・烏山庁舎入口ホールまた

は烏山公民館入口ホール備付）に必要事項を記入し、参加費を添

えてゆうちょ銀行、郵便局窓口またはＡＴＭで申し込む。 

※①②共に手数料がかかります。 

◇注意事項 

 ・１１月中旬にナンバーカード、計測用チップ、体調管理チェック

シート等を発送しますので、当日、忘れずにお持ちください。 

 ・市役所各庁舎では申し込みできません。 

 ・申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。また、大会当

日の申し込みはできません。 

◇その他 

 ・この事業は、なすから健康マイレージの対象です。 

 ・本大会新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに従い対策を

行いますのでご協力をお願いします。 

■問合 那須烏山マラソン大会事務局 

    生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

全国一斉「子どもの人権１１０番」電話相談 

 子どもの人権問題に詳しい人権擁護委員が、子どもに対するいじめ、
いやがらせ、強制・強要、暴行・虐待等様々な相談について、時間を
延長して電話で対応します。相談は秘密厳守ですので、安心してご相
談ください。 
◇日時 ８月２７日（金）～９月２日（木） ※全国一斉強化週間 
    午前８時３０分～午後７時 
    （土・日曜日は、午前１０時～午後５時） 
◇相談方法 電話による相談（☎０１２０－００７－１１０） 
■問合 宇都宮地方法務局 ☎０２８－６２３－０９２５ 
 

「養育里親」の愛称募集 
 養育里親とは、保護者のいない児童または何らかの理由で保護者が
養育できない児童を自分の家庭に迎え入れ、愛情を込めて養育してく
ださる人のことです。栃木県独自の愛称を一般公募します。 
◇応募資格 どなたでも応募できます。 ※ただし、個人に限ります。 
◇応募方法 ８月３１日（火）までに、愛称とその読み方、その愛称

に込めた思い、意味、応募者の氏名、住所、年齢、連絡
先（日中連絡がつくもの）を明記のうえ、下記あてメー
ル、郵送、ＦＡＸで申し込む。 

※詳しくは、県のホームページをご覧ください。 
■問合 県保健福祉部こども政策課児童家庭支援・虐待対策担当 
    ☎０２８－６２３－３０６７ ＦＡＸ０２８－６２３－３０７０ 
    Ｅメール：jidokateishien@pref.tochigi.lg.jp 

（〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 
     栃木県庁舎本館５階） 
 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ９月４日（土）午前９時３０分集合 
◇集合場所 道の駅きつれがわ、温泉入口前 
◇散策コース 「温泉と掘り抜き井戸」（約５ｋｍ） 
 温泉前 → 龍光寺 → 喜連川小 → 金竜橋（内川） → 市
役所喜連川庁舎 → お丸山公園 → 喜連川もとゆ温泉 →喜連
川神社 → 道の駅きつれがわ 

◇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） 
◇持物等 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

熊田診療所の９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 ９月１日（水） 

■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

８月の税金 
 ８月３１日（火）は、下記税金の納期限および口座振替日です。納

め忘れのないよう注意しましょう。 

◇対象税金 市県民税第２期・国民健康保険税第２期・介護保険料第

２期・後期高齢者医療保険料第２期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

 

８月下半期の行事予定 
 
日 曜日 行事予定 

１６ 月   

１７ 火   

１８ 水 心配ごと相談（電話による相談）  

１９ 木 
４か月児・８か月児健診（13：00～） 
窓口業務延長（～19：00） 

こども館 
烏山庁舎・保健福祉センター 

２０ 金 もの忘れ相談（要予約） 南那須公民館 

２１ 土   

２２ 日 【休日当番医】滝田内科医院 ☎0287-82-2544 

２３ 月   

２４ 火   

２５ 水   

２６ 木 窓口業務延長（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２７ 金 ３歳児健診（13：00～） こども館 

２８ 土   

２９ 日 【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） ☎0287-96-2841 

３０ 月 小学校・中学校始業式  

３１ 火 ８月分水道料金等納入期限   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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