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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ ▶ ▶ 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 
 １６歳以上の人（平成１８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。接種を希望
する人は、インターネットやＬＩＮＥ、コールセンター（☎０５７０
－０７１－７１１）で予約してください。 
◇キャンセル待ちについて 
 ・当日のキャンセル等があったときのために、会場ごと（市武道館 

および那須南病院）にキャンセル待ちを受け付けます。すでに予
約をしている人もキャンセル待ちをすることができます。 

 ・当日のキャンセル等があったときに連絡しますので、連絡が来て
から３０分以内に会場に来られる人に限ります。 

 ・会場を選ぶことはできますが、日にちや曜日を選ぶことはできま
せん。詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

 ・キャンセル待ちを希望する人は、下記あてご連絡ください。 
◇当日の持物（キャンセル待ちの枠で接種する場合） 
 クーポン券（接種券）、予診票（事前に必要事項を記入）、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） 

■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 
 

毎週木曜日の窓口延長業務の休止 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、毎週木曜日の窓口延
長業務（午後５時１５分～７時）を、９月９日（木）まで休止します。 
 ご利用の皆さんには、ご不便をおかけしますが、ご理解くださるよ
うお願いします。不明な点は、各担当課あてお問い合わせください。 
■問合 市民課 ☎０２８７－８３－１１１６ 
    税務課 ☎０２８７－８３－１１１４ 
    会計課 ☎０２８７－８３－１１１９ 
    健康福祉課 ☎０２８７－８８－７１１５ 
    こども課 ☎０２８７－８８－７１１６ 
 

ごみの休日直接持ち込み（９月５日）の中止 
 ９月１２日（日）まで緊急事態宣言が発令されたことを受け、９月

５日（日）の保健衛生センターへの「ごみの休日直接持ち込み」を中

止します。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 南那須地区広域保健衛生センター ☎０２８７－８３－１１５５ 

 

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 

9月 9日（木） 
市スポーツ協会向田支
部バレーボール大会 

中止 
市スポーツ協会向田支部 
（羽石）☎0287-88-6223 

9月19日（日） 宮原八幡宮太々神楽 中止 生涯学習課☎0287-88-6223 

9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 

※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 

■市表彰 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

４世代同居家族を表彰します 
 １１月１４日（日）開催予定の市政功労伝達式において、４世代以
上の同居家族を表彰します。該当する世帯で表彰を希望する場合は、
下記により申し出てください。 
◇趣旨 ４世代以上の同居家族に対し、敬意と感謝の意を込めて表彰

することにより、多世代で「助け合い」「支え合って」暮らす
家族の良さを普及させるとともに、その家族の絆を一層深め、
地域福祉の向上に資することを目的とします。 

◇対象世帯 ４世代以上の家族が同一家屋または同一敷地内にて居 
住している世帯。住民票上は世帯分離している場合でも
対象になります。基準日は令和３年９月１日です。 

※今までに表彰されたことのある世帯は対象外です。 
◇申出方法 ９月３０日（木）までに申出書（下記および市役所南那

須庁舎ホール備付）に必要事項を記入し、下記あて郵送
または持参する。 

※表彰に該当するか確認するため、申出者の世帯構成等を住民基本情
報で調査することに同意したうえで、署名し、提出してください。 

※申出書は、市ホームページからも取得できます。 
■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
    （〒３２１－０６９２ 中央１－１－１） 

 

■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１８日（土） 
■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年９月１日 Ｎｏ．３８３ 

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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■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１８歳～３０歳代の 

期日前投票立会人（市長選挙）の募集 
 １０月２４日（日）に那須烏山市長選挙が執行されます。 
 市選挙管理委員会では、若い世代の皆さんに政治や選挙に関心を持
ってもらい、選挙を身近なものに感じてもらえるようにするとともに、
投票する人が気軽に投票できる投票所づくりを目指すため、１８歳か
ら３９歳までの期日前投票立会人を募集します。 
◇仕事内容 有権者の代表として、投票事務が公正・適正に行われて

いるかどうかを監視する。 
◇応募資格 市の選挙人名簿に登録されている満１８歳～３９歳の人 
※経験は問いません。高校生も応募できます。 
◇立会日時 期日前投票期間中【１０月１８日（月）～２３日（土）】

の１日から数日 午前８時３０分～午後８時 
※半日従事（午前８時３０分～午後２時１５分または午後２時１５分
～８時）も可能です。 

※臨時期日前投票所の場合は、別途設定する時間となります。 
◇立会場所 烏山庁舎期日前投票所、南那須庁舎期日前投票所または

臨時期日前投票所 
◇報酬 １日につき９，６００円（半日の場合は４，８００円） 
※臨時期日前投票所の場合は、別途設定する金額となります。 
※源泉所得税を控除後、指定口座に振り込みます。 
※交通費の支給はありません。 
◇選任までの流れ 
 応募者の選挙人名簿登録の有無を確認した後、希望日等を確認・調
整したうえで、従事日を通知します。 

※応募者多数の場合は、希望に添えない場合があります。 
◇応募方法 ９月３０日（木）までに、申込書（下記備付または市ホ

ームページ掲載）に必要事項を記入し、直接提出・郵送・
ＦＡＸ・メールのいずれかにより下記あて申し込む。 

※メールで応募する場合は、件名に「投票立会人応募申込」と明記。 
■問合 市選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 
    （〒３２１－０６９２ 中央１－１－１） 
    ＦＡＸ：０２８７－８４－３７８８ 
    Ｅメール：sohmu＠city.nasukarasuyama.lg.jp 
 

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

 

屋外広告物適正化旬間 
 ９月１日～１０日は「屋外広告物適正化旬間」です。屋外広告物の
設置には、条例で定められた基準により許可が必要です。また、設置
者には、景観を害したり通行者に危険が及んだりしないように、補修
や管理が義務付けられています。屋外広告物の設置後も広告物の安全
性を確保し、重大な事故を防ぐため、適正な管理と点検をお願いします。 
■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 
    県都市計画課 ☎０２８－６２３－２４６３ 
 

令和４年度コミュニティ助成事業募集 
 （一財）自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入でコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の
整備を助成する制度です。 
◇助成対象団体 コミュニティ組織（自治会等） 
◇助成の種類および助成金額 
 ・一般コミュニティ助成事業 
  助成額：１００万円～２５０万円 
  事業例：自治会館のエアコン、テーブル等の備品、お囃子太鼓等 
 ・コミュニティセンター助成事業（対象事業費の５分の３以内） 
  助成限度額：１，５００万円 
  事業例：コミュニティセンターの建設 
◇必要書類 申請希望書（下記備付）、自治会等の規約、令和４年度事

業計画・予算書、見積書、カタログのコピー等 
※コミュニティセンター建設の場合は、他に図面や住民総意の分かる
総会資料および議事録、通帳の写し等も添付してください。 

◇申込 １０月８日（金）までに必要書類を添付し、下記あて申し込む。 
※事前に相談が必要となりますので、下記あてお問い合わせください。 
■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

空き家バンクへの登録 
 空き家等情報バンク制度は、市内に空き家・空き店舗を所有する
人が、売却・賃貸したい空き家情報を市に登録し、買いたい・借り
たい人へ紹介する制度です。 
 令和元年度から、農業委員会が指定した空き家に付属する農地は、
「農地付き空き家」として、農地を活用することを条件に、空き家
住宅と一緒に売却、賃貸ができるようになりました。また、近年、
テレワークの普及等により、転職をせずに田舎暮らしをしたい人か
らの問い合わせがあります。空き家のまま、建物が傷んでしまう前
に、空き家バンクに登録して有効活用してみませんか。 
 物件登録を検討する人は、ぜひ、ご相談ください。 
◇登録できる物件の条件 
 ・空き家等の建物の延床面積がおおむね５００㎡以内であること 
 ・所有者等の全員が物件登録を承諾していること 
 ・法律等による売買、賃借等ができない規制が適用されていないこと 
 ・土地、建物の境界の所有区分が明確であり、所有権等の権利の

帰属について争いがないこと 
 ・競売に付されている物件でないこと 
 ・暴力団員が所有するものでないこと 
 ・主として不動産業を営む者が所有するものでないこと 
 ・空き家等の建物が賃貸借を目的として建築されたものでないこと 
 ・空き家等の建物が老朽化または破損が著しいものでないこと 
◇登録申請書類 
 物件登録申請書、物件登録カード、所有状況が分かる書類（課税
明細書、登記事項証明書等の写し）、物件登録同意書（共有名義
等の場合）、建物間取り図 

※申請書類は、市ホームページの定住特設サイト 
 「なすからいふ」からダウンロードできます。 
◇注意事項 
 ・原則、物件の契約等に市は関与しません。宅建業者へ仲介を委

託するか、当事者間で交渉を行います。 
 ・委託する宅建業者が見つからない場合は、交渉を協力宅建業者

に依頼する「仲介支援制度」の活用をご検討ください。 
※法定の仲介手数料等を支払う必要があります。 
※仲介支援制度を利用する場合は、下記あてご相談ください。 
■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

セアカゴケグモにご注意ください 
 ８月１８日（水）、野上地内にて特定外来生物に指定されているセア
カゴケグモが確認されました。発見した個体はすでに殺処分し、また、
発見場所において調査を行った結果、他の個体は確認されませんでし
たが、セアカゴケグモは毒を持っていますので注意してください。 
◇屋外で作業する際には下記の点に注意してください 
・セアカゴケグモを見付けても、素手で捕まえたり、触ったりしない
でください。 

・除草作業等をする場合は、手袋（軍手等）を着用してください。 
・駆除する場合は、家庭用殺虫剤を用いるほか、熱湯をかける、靴で
踏みつぶす等の方法をとってください。 

・かまれたときは、医療機関を受診してください。 
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 
    県北環境森林事務所 ☎０２８７－２３－６３６３ 

 

■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。 
◇「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 

◇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 
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■農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

イノシシ捕獲（巻狩り）の危険防止 
 市では、イノシシによる農作物への被害を防止するため、捕獲を実
施します。捕獲方法（巻狩り）は、山中に潜んでいるイノシシを猟犬
に追わせ、銃器により仕留めるもので、市鳥獣被害対策実施隊が実施
します。 
 実施期間中は、山林や田畑近くのやぶ等に立ち入る際は、周囲に十
分注意し、目立つ服装をする等、安全確保にご協力ください。 
◇実施期間 ９月１日（水）～１１月１４日（日）の実施可能な日 
※日の出から日没までの間に実施します。 
◇実施予定区域 市内全域 
■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

とちぎの雇用就農現地見学ツアー 
◇日時 １１月２７日（土）午前９時～午後３時３０分 
◇集合場所 ＪＲ宇都宮駅改札口前 
◇内容 （有）ジョルディカワムラ・（株）日光ストロベリーパーク（日

光市）、（株）和氣ふぁーむ（塩谷町）の見学・説明。 
◇対象 県内の農業法人で働くことを考えている人 先着１５名 
◇費用 無料（ただし、昼食代は自己負担） 
◇申込 １１月１８日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 
■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５ 

 

新規就農相談会ｉｎとちぎ 
◇日時 ９月５日（日）午前１０時～午後３時 
◇場所 とちぎアグリプラザ（宇都宮市一の沢２－２－１３） 
◇内容 新規就農希望者への個別面談、農業研修受講相談、農業法人

等への就職相談、「農業次世代人材投資事業（就農前の研修お
よび就農初期の青年就農者に対する交付金）」の説明・相談 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 
◇主催 （公財）栃木県農業振興公社、（一社）栃木県農業会議 
■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５ 

 

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

 

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の助成 
◇対象 市に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、これまでに助

成を受けたことがない人（年齢基準日：令和４年３月３１日） 

    ・６５歳以上の人 

    ・６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有
する人（身体障害者手帳１級相当） 

◇助成金額 上限４，０００円 

◇接種券申請窓口 

 健康福祉課（保健福祉センター）または市民課（烏山庁舎） 

◇申請に必要なもの 印かん、健康保険証 

※接種券の申請後、かかりつけ医等に予約し接種してください。（有効
期限の切れた接種券は使用できません。改めて申請してください） 

※市外医療機関で接種する人は事前に下記あてお問い合わせください。 
※接種費用を全額支払った場合の助成金申請は、「領収書、印かん、予
診票、振込先の口座番号等が分かるもの」を下記あて持参し、接種
日から１か月以内に申請してください。（期限を過ぎた場合、助成対
象とならない場合があります） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

生活習慣に関する実態調査 
 「生活習慣に関する実態調査」を実施しています。この調査は、「な
すからすやま健康プラン第２期計画」の中間評価として、取り組みに
対する評価や市民の健康づくりの現状および意向を把握し、今後の市
の健康づくりに繋げることを目的としています。 
 層化無作為抽出法（年齢別にランダムで抽出する方法）により対象
者を選定しています。回答期限は９月１０日（金）です。調査票がお
手元に届いた人は、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 

献血（全血）にご協力ください 
 血液の安定的な確保を図るため、献血へのご協力をお願いします。 

◇日時 ９月２４日（金） 烏山庁舎：午前９時３０分～正午 

             南那須庁舎：午後１時３０分～４時 

※当日、直接会場へお越しください。 

※全血は、２００ｍｌ・４００ｍｌとなります。 

※この事業は、「なすから健康マイレージ事業」の対象です。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

ストマ用装具（後期分１０月～３月分）を

給付します 
◇対象 「直腸・ぼうこう」の障がいで身体障害者手帳を所持し、ス

トマ用装具（蓄便袋・蓄尿袋）の給付を希望する人 

◇申請に必要なもの 身体障害者手帳 

◇申請方法 ９月１５日（水）までに下記申請窓口あて申請する。 

◇申請窓口 健康福祉課（保健福祉センター） 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

結核予防週間（９月２４日～３０日） 
 結核は昔の病気ではありません。医療や生活水準の向上により、薬

を飲めば治せる病気になりましたが、今でも多くの人が発症していま

す。結核と診断された人の約６割が７０歳以上の高齢者です。 

 結核の症状は、咳や痰、微熱等で風邪とよく似ています。しかし、

高齢者の場合は目立った症状がでないことがあります。体のだるさ・

食欲がない・体重の減少等気になる症状が続いた場合は、早めに医療

機関を受診しましょう。 

 また、本人の重症化を防ぐだけでなく、大切な家族や友人、職場等

への感染の拡大を防ぐためにも、職場や市の検診（肺がん検診）等を

利用して、年に１回は胸部レントゲン検査を受けましょう。 

■問合 （結核に関すること) 

    県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

    （検診に関すること） 

    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。 

【循環器系疾患】 
◇日時 ９月１１日（土）午後１時～４時 
◇医師 獨協医科大学病院心臓・血管内科／循環器内科医師 豊田茂 氏 
◇主な疾患 肥大性心筋症、特発性拡張型心筋症、拘束型心筋症、フ

ァロー四徴症、単心室症、クリッペル・トレノネー・ウ
ェーバー症候群 

【骨・関節系疾患】 
◇日時 ９月１２日（日）午前９時３０分～午後０時３０分 
◇医師 獨協医科大学病院整形外科医師 髙田知史 氏 
◇主な疾患 後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症、特発性大腿骨頭壊死

症、広範脊柱管狭窄症、強直性脊椎炎、骨形成不全症、
ビタミンD抵抗性くる病／骨軟化症 

※９月８日（水）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 

 

弁護士による女性のための法律相談 
◇日時 ９月１６日（木）午後２時～４時３０分 
◇場所 社会福祉協議会烏山支所２階相談室（初音９－７） 
◇内容 相続、離婚、ＤＶ、交通事故、不動産等の問題 
◇対象 市内在住の女性限定 
◇費用 無料 
◇申込 ９月１日（水）～７日（火）午後５時までに受付票（下記備

付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 
※土・日曜日を除く。 
※申し込み多数の場合は抽選となります。 
■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 
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■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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る低所得の子育て世帯に対
し、給付金を支給します。すでに、ひとり親世帯への給付金やこの給
付金を受給している人は、申請できませんので、ご注意ください。 
◇給付対象 平成１５年４月２日～令和４年２月２８日生まれの児童

を養育する人（特別児童扶養手当の支給対象児童は、平
成１３年４月２日生まれ以降） 

◇給付額 児童１人につき５０，０００円 
◇給付金申請者 令和３年１月分以降の収入が、住民税均等割の非課

税相当限度額まで減少した人（父母のうち収入が高
い方で、給与等の総支給額が下記の表の金額を下回
っている場合） 

世帯人数の例 １か月の収入目安 非課税相当限度額（年額） 

父または母、子１人 115,000円以下 1,380,000円以下 

父母、子１人 140,333円以下 1,684,000円未満 

父母、子２人 175,333円以下 2,104,000円未満 

父母、子３人 208,666円以下 2,054,000円未満 

父母、子４人 242,000円未満 2,904,000円未満 

※総支給額は、給与明細書の総支給額の金額です。 
※自営業等で収入要件に合致しなくても、控除額が大きいことから所
得により判定することもできます。下記あてご相談ください。 

◇申請方法 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、給与明細書等
申請内容が確認できる書類（父母どちらも必要）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、９月下旬から随時、口座振込で支給。 
※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詐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 
    厚生労働省コールセンター ☎０２１０－８１１－１６６ 

 

定期予防接種を受けましょう 
 接種対象期間を過ぎてしまうと接種費用は自己負担となります。 
【麻しん風しん】 
◇１期（１回目） １歳以上２歳未満の幼児 
※１歳を過ぎたら早めに医療機関で接種してください。 
◇２期（２回目） 平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生まれ

の幼児（幼稚園・保育園の年長に該当する年齢） 
※令和４年３月３１日（木）までに、医療機関で接種してください。 
【二種混合】 
◇対象 １１歳以上1３歳未満の人 
※小学６年生（平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生）には、
今年５月に個別通知をしています。 

◇接種費用 県内の協力医療機関で接種する場合は、窓口での自己負
担はありません。協力医療機関以外で接種する場合は、
接種費用の助成があります。（限度額有り） 

※県内の協力医療機関は、栃木県医師会のホームページで確認できます。 
※接種を希望する場合は、必ず医療機関へ連絡し予約をしてください。 
※予診票を紛失した場合は、こども課（保健福祉センター）または市
民課（烏山庁舎）で受け取ってください。 

※詳細は、下記あて問い合わせください。 
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

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 ９月１５日（水）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 ９月６日（月）までに電話で下記あて申し込む。 
※受付は月～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 

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 ９月２２日（水）受付：午後１時～ 
◇対象 令和３年５月、令和３年１月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ９月２７日（月）受付：午前９時３０分～ 
◇対象 令和２年８月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ９月２７日（月）受付：午後１時～ 
◇対象 令和２年３月、２月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ９月２４日（金）受付：午前９時３０分～ 
◇対象 令和元年８月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ９月２８日（火）受付：午前９時３０分～ 
◇対象 平成３１年２月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ９月２４日（金）受付：午後１時～ 
◇対象 平成３０年８月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ９月２２日（水）受付：午前９時３０分～ 
◇対象 平成２８年９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 ９月９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 ９月２日（木）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 

 

不妊等治療費の一部助成 
 市では、不妊症または不育症に係る治療のうち、保険給付の対象と
ならない検査および治療費の一部を助成しています。 
◇対象 法律上の婚姻をしている夫婦で、下記のすべてに該当する人 
 ・夫婦の双方が補助金を申請する日の１年以上前から市に住民登録

していること 
 ・健康保険等の医療保険に加入していること 
 ・国および県の制度、加入健康保険組合等からの給付を受けること

ができる場合には、当該給付の決定を受けていること 
 ・市税・上下水道料等を滞納していないこと 
◇助成の内容 治療費の２分の１以内で、子ども１人につき１年度あ

たり上限３０万円、通算５年まで助成します。 
※国・県・医療保険から不妊治療費の助成がある場合は、優先して受
給し、その額を控除した額となります。 

※補助対象不妊等治療が終了した日が属する月の翌日の初日から起算
して１年以内に申請してください。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

子ども救急電話相談 
 お子さんが急な病気やけがで心配なとき、医療機関を受診するか迷
ったときに、家庭での対処方法等、アドバイスを受けられます。 
◇相談時間 月曜日～土曜日 午後６時～翌日の午前８時 
      日曜日・祝日 ２４時間（午前８時～翌日の午前８時） 
◇電話番号 ☎＃８０００または☎０２８－６００－００９９ 
※この電話相談は、看護師による電話でのアドバイスを行うものです。
診断等の医療行為は受けられません。 

※緊急、重症の場合は、迷わず１１９番をご利用ください。 
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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 広 告 掲 載 募 集 中 ！  
 

「広報なすからすやま」・「広報お知らせ版」・「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 

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

 

ジオパーク事業 

「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仕方を学ぶ、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：９月１８日（土）午前８時～午後１時 
    ２回目：９月２０日（月・祝）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 小学校３年生～中学校３年生の親子 先着５組程度 
◇費用 無料 
◇持物 ひざ下までの長靴、汗拭きタオル、飲物 
※歩きやすい服装でお越しください。 
◇申込 ９月１日（水）～１５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 

 

市女性団体連絡協議会主催 

「防災講話」参加者募集（日程変更） 
 気象変動で洪水など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 １０月２８日（木）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。 
※９月１７日（金）に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染対
策のため日程を変更します。新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、１０月にも開催できない場合があります。 

■問合 市女性団体連絡協議会事務局（生涯学習課内） 
    ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■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！なすからウォーキング」 

参加者募集 
 まちの自然の豊かさを、ウォーキングをしながら感じませんか。 
◇日時 ①９月１８日（土）午前７時～８時 
    ②１０月１６日（土）午前７時～８時 
    ③１０月２３日（土）午前７時～８時 
◇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 
◇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、栄出の滝を見て戻るコース 
※いずれも徒歩で５０分程度のコースです。 
◇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、飲物、雨具、タオル、靴、帽子、リュック 
※歩きやすい服装でお越しください。 
◇申込 ９月４日（土）～１７日（金）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」の対象です。 
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

公民館講座 

「みんなが笑顔になる手ごねパン教室」 

参加者募集 
 ふわふわの焼きたてパンを手作りしてみませんか。 
◇日時 １０月１５日（金）午前９時～午後１時 
◇場所 烏山南公民館３階調理室 
◇内容 菓子パンを手ごねから作る。 
◇講師 鈴木眞樹子 氏 
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１２名 
◇費用 材料代実費 ８００円程度 
◇持物 パンを持ち帰る入れ物（大きめの箱等、ビニール袋は不可）、

エプロン、三角巾、マスク、筆記用具 
◇申込 ９月４日（土）～１８日（土）の午前９時～午後５時に電話

等で下記あて申し込む。 
※この講座は、「なすから健康マイレージ」の対象です。 
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座 

「おうち時間を楽しむ珈琲講座」 

参加者募集 
 コーヒー豆についての知識を深め、自分の好みの豆でオリジナルブ
レンドを作ってみませんか。 
◇日時 第１回：１１月６日（土）、第２回：１１月２０日（土） 

午前１０時～１１時３０分または午後1時３０分～３時 
◇場所 南那須公民館調理室 
◇内容 第１回：コーヒー豆の産地等の話とコーヒーの試飲 
    第２回：用意された豆の中から自分の好みを選んで、オリジ

ナルブレンド作り 
◇講師 珈琲工房みつばちの里 平澤信市 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名 
※午前の部、午後の部各１０名。両日とも参加できる人のみ。 
◇費用 材料代実費２，０００円程度 
◇持物 筆記用具、マスク 
◇申込 ９月４日（土）～１８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 

 

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

 

オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２１ 
 ランニングおよびウォーキングによる「全国対抗戦」に参加して、
運動不足を解消しましょう。１か月間の走行・歩行距離を全国・県内
の参加市町村間、個人間で競い合うイベントです。 
◇期間 １０月１日（金）～３１日（日） 
◇部門 ランニング部門、ウォーキング部門 
◇内容 各部門専用アプリをダウンロードし、上記期間中に走ったり

歩いたりすることで、全国・県内参加市町村間および個人間
のランキングが随時更新されます。 

※詳細は、９月１０日（金）の行政区長等文書配付で配付予定のチラ
シをご確認ください。 

◇費用 無料 
◇対象 スマートフォンを持っている人 
◇参加方法 ①各部門専用のアプリをダウンロードする。 
      ②ＲＵＮＮＥＴ（ランネット）へ登録する。 
      ③アプリ内のイベントページからオクトーバー・ラン＆

ウォークへ申し込む。 
◇主催 （一財）アールビーズスポーツ財団 
※この事業は、「なすから健康マイレージ事業」の対象です。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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第１回なすから健康ウォーキング 

参加者募集 
 開催終了となった市民運動会の代替イベントとして、新たにウォー
キングを開催します。コロナ禍での運動不足解消に、ぜひ、ご参加く
ださい。 
◇日時 １０月３０日（土） 競技開始：午前８時３０分～ 
※雨天決行。開会式は行いません。 
◇受付 午前８時３０分～９時３０分 
※申込者には、受付の時間帯を後日指定し通知します。 
※受付の際に必ず「健康チェックシート」を提出してください。 
◇場所 烏山中央公園（烏山体育館の隣） 
◇駐車場 ①市役所烏山庁舎職員駐車場（中央１－１９８３－１他） 
     ②市役所烏山庁舎北側駐車場（消防署跡地） 
     ③山あげ会館駐車場（北側） 
◇参加対象 市内在住または通勤、通学している人 
◇コース 市内特設コース（約７ｋｍ） 
 （スタート）烏山中央公園 → 市役所烏山庁舎 → 旧烏山女子高等
学校 → 愛宕台運動場・烏山小学校 → ＪＲ滝駅 → 龍門ふるさと
民芸館・龍門の滝公園 → 烏山運動公園 → ＪＲ烏山駅前 → 烏山
郵便局 → 清水川せせらぎ公園 → 烏山中央公園（ゴール） 

※制限時間は、２時間３０分です。 
◇定員 先着２００名（定員になり次第締め切ります） 
◇費用 無料 
◇申込方法 ９月２４日（金）までに、窓口・電話・ＦＡＸ・電子メ

ールのいずれかにより下記あて申し込む。 
※申込の際は、氏名・住所・生年月日・連絡先が必要です。 
◇その他 
 ・烏山体育館内で体組成計により身体の状態をチェックできます。 
 ・参加者全員に参加記念品を贈呈します。 
 ・ワードラリーを実施します。完成者には景品を贈呈します。 
 ・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。 
 ・この事業は、「なすから健康マイレージ」の対象です。 
 ・新型コロナウイルス感染症の状況により、中止する場合があります。 
■問合 なすから健康ウォーキング事務局 
    生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
    ＦＡＸ：０２８７－８８－２０２７ 
    Ｅメール：shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp 
 

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

 

危険物取扱者試験 
◇試験日時 １１月７日（日）午前９時３０分～ 
◇試験種類 甲種、乙種（第１類～第６類）、丙種 
◇受験願書配布場所 那須烏山消防署（神長８８０番地１） 
          那珂川消防署（那珂川町馬頭２３３７－１） 
◇申込方法 ９月６日（月）～１７日（金）に消防本部予防消防課あ

て申し込む。（土・日曜日を除く） 
■問合 消防本部予防消防課 ☎０２８７－８３－８８０２ 
    那須烏山消防署 ☎０２８７－８２－２００９ 
 

栃木県市町村総合事務組合職員 

（地方公務員）採用試験 
 令和４年１月１日採用の県市町村総合事務組合の職員（地方公務員）
を募集します。 
◇職種・採用予定人数 一般事務・若干名 
◇受験資格 平成３年４月２日～平成１１年４月１日に生まれた人 
◇試験日 第１次試験：１０月２４日（日） ※第２次試験は１１月。 
◇試験会場 栃木県自治会館（宇都宮市昭和１－２－１６） 
◇申込方法 ９月１０日（金）～１０月８日（金）に申込書に必要事

項を記入のうえ、下記あて申し込む。郵送の場合は１０
月８日（金）必着。 

※試験案内・申込書は、県市町村総合事務組合ホームページ（https:/
/www.tss.or.jp/jimu/index.shtml）からダウンロードできます。郵送
を希望する人は、返信用封筒（角２型、１２０円切手貼付、宛先明
記）を同封し、「申込書希望」と記入して下記あて請求してください。 

■問合 県市町村総合事務組合総務課 ☎０２８－６２５－３０１１ 
    （〒３２０－００３２ 宇都宮市昭和１－２－１６） 

「お仕事探し相談」個別相談会 
◇日時 ９月１７日（金）午前１０時～午後４時 
    受付：午前９時３０分～ 
◇場所 那須烏山商工会館２階研修室（金井２－５－１１） 
◇対象 結婚・出産・育児等で仕事から離れたがまた働きたい人、定

年で退職したがまだまだ働きたい人、今仕事をしていないけ
れど新たに働きたい人、今後のライフプランや職業選択で迷
っている人等 

◇定員 先着５名 １人５０分を予定 
※空きがある場合は当日でも参加できます。下記あてご連絡ください。 
◇費用 無料 
◇申込 申込フォーム（右記ＱＲコード）から申し込む。 
■問合 （株）ワークエントリー栃木事業部 
    ☎０２８－６１２－８６４３ 

 

とちぎｗｅｂ合同企業説明会 
 栃木労働局・各ハローワーク・栃木県・宇都宮市が主催するオンラ
イン（ＺＯＯＭ）による合同企業説明会を開催します。 
◇日時 ９月１３日（月）午前１０時２０分～午後４時３０分 
    受付：午前９時３０分～ 
◇対象 令和４（２０２２）年３月大学・短大・高専・専修学校等の

卒業予定者・卒業後３年以内の未就職者および若年者（おお
むね３５歳未満の同学歴卒業者） 

◇参加企業 約５０社（予定）。「とちまるカフェ」ホームページ内の
特設ページに掲載。 

◇費用 無料 
◇申込 ９月７日（火）までに申込フォーム（右記ＱＲ 
    コード）から申し込む。 
■問合 （株）ワークエントリー栃木事業部 
    ☎０２８－６１２－８６４３ 

 

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

 

９月の各種相談事業 
【電話による心配ごと相談】 
◇日時 第１・第３水曜日 ９月１日・１５日 午前９時～正午 
※上記の時間内に下記あて電話でご相談ください。 
■問合 社会福祉協議会烏山支所（あすてらす） 
    ☎０２８７－８２－３５００ 

 

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

 

９月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 水 心配ごと相談（電話相談）  

２ 木   

３ 金   

４ 土   

５ 日 【休日当番医】七合診療所 ☎0287-82-2781 

６ 月   

７ 火 特定検診・がん検診（完全予約制） 烏山体育館・烏山公民館 

８ 水   

９ 木 離乳食相談（要予約） こども館 

１０ 金   

１１ 土   

１２ 日 【休日当番医】林田医院 ☎0287-88-2056 

１３ 月 妊婦・産後ママサロン（要予約）受付：9：40～ 南那須公民館 

１４ 火   

１５ 水 心配ごと相談（電話相談）  
 
※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。 

http://www.tss/
http://www.tss/

