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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

新型コロナウイルスワクチン接種の終了時期 
 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。 

 市集団接種での１回目の接種は１０月３０日（土）で終了します【２

回目は１１月２０日（土）】。ワクチン接種は、国の接種計画に基づき、

１１月末で終了となりますので、接種を希望する人は、インターネッ

ト（https://vc.liny.jp/092151）やＬＩＮＥ、コールセンター（☎０５

７０－０７１－７１１）で早めに予約してください。 

■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 

 

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 

10月10日（日） 熊田太々神楽 中止 
生涯学習課 
☎0287-88-6223 

10月17日（日） 興野ささら獅子舞 中止 
生涯学習課 
☎0287-88-6223 

10月24日（日） 
市スポーツ協会向田
支部ゴルフコンペ 

中止 
市スポーツ協会向田支部（羽石） 
☎0287-88-6223 

10月30日（土） 
第 1 回なすから健康
ウォーキング 

中止 
生涯学習課 
☎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 

 

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

 

熊田診療所の１０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 １０月９日（土） 

■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

烏山学＋（プラス）成果発表会 
 将来の地域で活躍するリーダー・人材の育成を目的に烏山高校で実

施している「烏山学」の成果発表会を開催します。 

◇日時 １１月１３日（土） 午前１０時～正午 

              受付：午前９時３０分～ 

◇場所 烏山公民館研修室 

◇内容 烏山高校３年生による「烏山学＋（プラス）」学習成果発表 

◇発表テーマ 「烏山グルメ」「那須烏山市に観光客を集めよう」「水

害に強い町をつくる」「絶え間ない子育て支援」「ニュ

ースポーツで烏山を盛り上げる」「中山かぼちゃを使

って、那須烏山市の農業を復活させるために」「那須烏

山市にドローンを配備しよう」 

◇定員 １００名（先着順） 

◇申込 まちづくり課あて電話またはＥメール（machizukuri@city.nasu

karasuyama.lg.jp）等で申し込む。 

※申し込み時に、住所・氏名（参加者全員）・連絡先電話番号（日中連

絡がとれるもの）をお伝えください。 

■問合 県立烏山高等学校（担当：手塚、平野） 

    ☎０２８７－８３－２０７５ 

    まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市長選挙 
【選挙日程】 
◇告示日 １０月１７日（日） 

◇選挙期日・投票時間 １０月２４日（日）午前７時～午後６時 

◇投票所 市内１２か所の投票所 

【期日前投票】 
◇開設期間 １０月１８日（月）～２３日（土） 

◇投票時間 午前８時３０分～午後８時 

◇開設場所 ・市役所烏山庁舎１階市民室（中央１－１－１） 

      ・市役所南那須庁舎１階市民ホール（大金２４０） 

※上記のほか、臨時の期日前投票所を開設予定です。詳細は、市ホー

ムページや１０月１５日発行の広報お知らせ版等でお知らせします。 

◇入場券の発送 

 入場券は、１０月１８日（月）から順次配達されますが、お手元に

届くまで数日かかる場合があります。郵便事情等により入場券が届い

ていない場合や紛失してしまった場合でも、市の選挙人名簿に登録が

あれば投票できますので、投票所で申し出てください。 

◇新型コロナウイルス感染症対策等について 

・マスク着用、咳エチケット、手指消毒等にご協力ください。 

・鉛筆の持ち込みを可とします。 

※詳細は、１０月１７日（日）に新聞折り込み予定のチラシをご覧く

ださい。 

■問合 市選挙管理委員会（総務課内） 

    ☎０２８７－８３－１１１７ 

令和３年１０月１日 Ｎｏ．３８５ 

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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不在者投票の手続き 
 選挙人の状況により、下記の要件に該当する場合は不在者投票がで

きますが、証明書の交付が必要になる等、手続きに時間がかかる場合

もあります。詳細は、下記あてお問い合わせください。 

◇対象 

 ・投票日までには１８歳になるが、期日前投票を行おうとする日に

１８歳に達していない人 

 ・出張や旅行等で、選挙期間中、市外に一時滞在中の人 

 ・指定病院等に入院等をしている人 

 ・身体に重度の障がいがある人で「郵便等」によって投票したい人 

◇「郵便等による不在者投票」ができる人の要件 

 投票用紙等の請求には、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を

受ける必要があります。 

手帳等の種類 障がい等の種別 障がい等の程度 

身体障害者 

手帳 

両下肢・体幹・移動機能の障がい １級、２級 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・

直腸・小腸の障がい 
１級、３級 

免疫・肝臓の障がい １級～３級 

戦傷病者 

手帳 

両下肢・体幹の障がい 
特別項症 

〜第２項症 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・

直腸・小腸・肝臓の障がい 

特別項症 

～第３項症 

介護保険 

被保険者証 
要介護状態区分 要介護５ 

※上記の要件に該当する人で、自ら投票の記載ができない人が一定の

要件に該当する場合は、代理による投票用紙記載が認められる場合

があります。 

【特例郵便等投票】 
 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、下

記の要件に該当する人は特例郵便等投票が利用できます。 

 ・市長選の選挙権を有する人 

 ・感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人（自宅・

宿泊施設で療養している人、不在者投票ができる指定施設以外に

入院している人）、または検疫法の規定により隔離または停留の措

置を受けて宿泊施設内に滞在している人 

 ・投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間【投票を

しようとする選挙の期日の告示の日の翌日から当該選挙の当日ま

での期間】に重なると見込まれる人 

※「郵便等による不在者投票（特例郵便等投票含む）」は、投票用紙等

の請求を１０月２０日（水）午後５時までに行ってください。 

■問合 市選挙管理委員会（総務課内） 

    ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■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 

 火災情報、防災情報、緊急地震速報、災害・避難情報、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 

◇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 

ミュージックチャイム 
 １０月１日（金）から市防災行政無線「ぼうさいなすからすやま」

のミュージックチャイムの放送時間を下記のとおり変更します。 

冬期（１０月～３月） 放送曲名 

午前７時 牧場の朝 

正  午 那須烏山市民の歌 

午後５時 夕焼け小焼け 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■入札 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和４年度 

入札参加資格審査定期申請の追加受付 
 市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等および物品調

達・業務委託の受注を希望する業者で「現在登録をしていない業者」

は、下記により追加受け付けしますので、申請をお願いします。 

◇受付期間 １０月１日（金）～２９日（金） ※土・日曜日を除く。 

      受付時間：午前９時～正午、午後１時～５時 

◇受付業種 ・建設工事 

      ・測量・建設コンサルタント等 

      ・物品調達・役務の提供等 

◇申請方法 各業種の提出要領、申請様式等（市ホームページ掲載）

に必要事項を記入し、原則、郵送で下記あて提出する。 

※提出要領、申請様式等は総務課（烏山庁舎）でも受け取れます。 

※詳細は、各業種の提出要領をご確認ください。 

◇有効期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日（１年間） 

※小規模工事登録業者で、上記業種での申請を希望しない場合は申請

は不要です。 

※昨年受け付けをした業者は、今回の申請は不要です。 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

    （〒３２１－０６９２ 中央１－１－１） 

 

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

 

都市建設課会計年度任用職員の募集 
◇任用期間 １０月１８日～令和４年３月３１日 

◇募集内容 

職種 人数 業務内容・勤務日等 応募要件 

作業員 1人 

市道および公園の維持管理業務 

原則、月～金曜日の５日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

普通自動車 

運転免許 

◇給料（報酬） １，０５４円（時給） 

◇勤務条件 土・日曜日に勤務する場合もあります。詳細は、「募集

案内」(下記備付または市ホームページ掲載)でご確認く

ださい。上記給料（報酬）のほか、通勤手当（１１月分

から）が支給されます。 

◇試験日・試験方法 １０月１４日（木） 面接・適性試験 

※試験時間等は、募集期間終了後に通知します。 

◇応募方法 １０月１１日（月）までに、市販の履歴書（写真貼付、

白黒可）および会計年度任用職員応募シート（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、応募

要件に記載のある資格等はそ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１０月１１日（月）必着です。 

※採用までに関係条例、規制等の改正が行われた場合は、その定める

ところにより上記内容が変更になる場合があります。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

    （〒３２１－０５９５ 大金２４０） 
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■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

来年の確定申告はｅ-Ｔａｘ・スマホ申告で 
 確定申告期間中（２月１６日～３月１５日）の市役所や税務署の申

告会場は、混雑が想定されます。引き続き、３密防止の観点から入場

制限を行う等、感染症対策を実施する予定です。そこで、確定申告の

際に申告会場に行かなくても自宅等のパソコンやスマートフォンから

申告が可能なｅ-Ｔａｘ・スマホ申告をご案内します。 

◇マイナンバーカードを取得した人 

 マイナンバーカード対応スマートフォン（国税庁のホームページで

ご確認ください）を持っている人は、スマートフォンでカードを読み

込み、カード取得時に設定した暗証番号等を入力すると、ｅ-Ｔａｘ

で送信することができます。なお、パソコンで申告する人は、カード

読み込みに対応するＩＣカードリーダライタが必要になります。 

◇マイナンバーカードを取得していない人 

 事前に税務署の窓口でＩＤ（利用者識別番号）とパスワード（暗証

番号）を発行します。スマートフォンやパソコンで作成した申告書は、

ＩＤとパスワードを入力するとｅ-Ｔａｘで送信することができます。

なお、ＩＤとパスワード発行の際には、本人確認書類が必要です。 

◇郵送等で提出する人 

 ｅ-Ｔａｘで送信できない人は、国税庁ホームページの「確定申告

書等作成コーナー」（右記のＱＲコードからご確認くだ 

さい）から申告書を作成し、自宅等のプリンタで印刷す 

ることで、郵送で税務署に提出することができます。 

※確定申告書を提出する必要がない場合でも、住民税申告が必要とな

る場合があります。不明な点は税務課あてお問い合わせください。 

■問合 （ＩＤ・パスワード発行に関すること） 

     氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

    （ｅ-Ｔａｘ・スマホ申告の操作方法に関すること） 

     ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク 

     ☎０５７０－０１－５９０１（平日の午前９時～午後５時） 

    （申告先等の不明点に関すること） 

     税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
 

１０月は全国不正軽油撲滅強化月間です 
 不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、軽油の代替燃料として

灯油や重油を混和する等して使用するものです。 

 知事の承認を受けずに自動車の燃料として灯油や重油等を使用する

と、罰則が適用されることがあります。 

※不正軽油に関わった人はすべて罰則の対象になります。 

※不正軽油に関する情報は、下記あてご連絡ください。 

■問合 県税事務所軽油引取税調査担当（不正軽油１１０番） 

    ☎０２８２－２３－３８６２ 
 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

南那須地区広域保健衛生センターからの 

お願い（スプレー缶等の出し方） 
 南那須地区広域保健衛生センターのごみ破砕機において、燃やすご

みの処理中に爆発（破裂）が発生し、焼却処理を一時停止する事態が

発生しました。 

 爆発は、中身の入ったスプレー缶もしくはカセット式ガス缶が燃や

すごみに混入していたことが原因と考えられます。 

 スプレー缶は燃やさないごみの日、カセット式ガス缶はスチール缶

の日に、中身を出し切り大き目の穴を空けて出してください。 

 今回のような不適切なごみの混入は、ごみ処理施設の機械の故障の

ほか、作業している職員の怪我や火災など重大な事故につながります。

適切なごみ処理のためにも、分別ルールの順守をお願いします。 

■問合 南那須地区広域保健衛生センター 

    ☎０２８７－８３－１１５５ 

    まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

１０月は 

「正しい犬の飼い方強調月間」です 
 犬の「ふん被害」「放し飼い」および野犬の目撃情報があり、対応

を求める声が出ています。 

 ペットの飼い方について見つめ直し、マナー順守を心がけましょう。 

◇放し飼いの禁止 

 ・犬はつないで飼いましょう。 

 ・散歩の時にも、引き綱をつけましょう。 

◇登録と狂犬病予防注射 

 ・犬は必ず登録しましょう。また、登録した飼い犬が死亡した場合、

まちづくり課（烏山庁舎）に必ず連絡をしましょう。 

 ・狂犬病予防注射は毎年１回必ず受けましょう。 

◇飼い主明示 

 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。また、犬鑑札、狂犬病予防注射済票が、飼い

主を探す手がかりとなります。必ず装着しましょう。脱着の心配が

ないマイクロチップを装着すると、より効果的です。 

◇ふんの後始末 

 ・散歩中にふんをした時は、必ず持ち帰りましょう。 

 ・道路や公園など公共の場所を汚さないようにしましょう。 

◇飼育頭数のコントロール 

 繁殖を望まないのであれば、オス・メスを問わず早期の去勢・避妊

手術をしましょう。 

◇無責任なエサやりの禁止 

 野犬に無責任にエサを与える行為はやめましょう。エサがあると野

犬が増え、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犬を増やすことに繋がります。エサを

与えるならば、責任をもって犬を飼いましょう。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

    県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８ 

 

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

 

せたがやふるさと区民まつり 

「ライブ配信イベント」 
 今年のせたがやふるさと区民まつりは、新型コロナウイルス感染症

の感染防止の観点から、インターネット上でのオンライン開催となり

ました。 

 ライブ配信イベントでは、商工観光課職員が市の観光地や特産品等

を紹介します。 

 特設サイト上でライブ配信イベントをご覧になれます。 

◇配信日 １０月２日（土）・３日（日） 

◇配信先 せたがやふるさと区民まつり特設サイト 

     （https://setagaya-matsuri.com/） 

※タイムスケジュールは、特設サイトでご確認ください。 

■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

多重債務者の無料相談会 
◇日時 １０月２６日（火）午後０時３０分～５時 

◇場所 栃木県庁昭和館多目的室２、３、準備室３ 

    （宇都宮市塙田１－１－２０） 

◇対象 県内在住の多重債務者 

◇内容 面談による法律（債務整理）相談および心の健康相談 

◇定員 ４名 

◇相談等対応者 弁護士１人、司法書士１人（債務額が１４０万円以

下の場合のみ）、栃木県消費生活センター相談員１

人、栃木県精神保健福祉センター心理士等１人 

◇申込 １０月１９日（火）までに、電話で下記あて申し込む。 

※事前予約が必要です。 

■問合 県県民生活部くらし安全安心課消費者行政推進室 

    ☎０２８－６２３－３２４４ 
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確認しましょう！最低賃金 

栃木県最低賃金は「時間額８８２円」です 
 県最低賃金は、県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使

用者に適用されます。一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバ

イト等にも適用されます。なお、特定の産業には、特定最低賃金が定

められています。詳しくは、下記あてお問い合わせください。 

◇発効 １０月１日（金） 

■問合 栃木労働局労働基準部賃金室 ☎０２８－６３４－９１０９ 

    宇都宮労働基準監督署 ☎０２８－６３３－４２５７ 

 

マイビジネス支援塾参加者募集 
◇日時 １０月７日～１１月２５日の毎週木曜日 計８回 

    午後６時～９時 

◇場所 那須烏山商工会館（金井２－５－１１） 

◇対象 創業を目指す人、起業・経営者を目指す人 １０名 

◇費用 ５，０００円（税込） 

◇申込 １０月６日（水）までに、下記あて電話で申し込む。 

■問合 那須烏山商工会本所 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

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

 

１０月は「とちぎ食育推進月間」です 
 県では、第４期栃木県食育推進計画「とちぎ食育元気プラン２０２５」

に基づき、「ライフステージに合わせた食育」を重点テーマに１０月を

「食育推進月間」としています。人生１００年時代を見据え、健康で心

豊かに生活できるよう、日ごろの食生活を振り返ってみましょう。 

 また、１０月の第３日曜日（家庭の日）の１７日を「家族で食育の

日」としています。ぜひ、家族そろって楽しい食卓を囲みましょう。 

■問合 県農政部農政課食育・地産地消担当 

    ☎０２８－６２３－２２８８ 

 

とちぎ材の家づくり支援事業 

県産木材使用で最大５０万円もらえます 
 県では、県内において自ら居住するために補助要件を満たす木造住

宅の新築・増改築を行う建築主に費用の一部を助成します。 

◇対象住宅 県産木材を一定量以上使用して新築・増改築を行う住宅 

◇補助金額 県産木材の使用量に応じて 

      新築：１０～４０万円（伝統工芸品等使用で上乗せあり） 

      増改築：５～１５万円 

※補助金交付には条件があります。詳細は、県ホーム 

ページ「とちぎ材の家づくり」で検索するか、右記 

ＱＲコードからご確認ください。 

◇申請先 栃木県木材業協同組合連合（宇都宮市新里町丁２７７－１） 

■問合 県環境森林部林業木材産業課 ☎０２８－６２３－３２７７ 

 

秋の栃木県農作業安全確認運動 
 農作業の安全確保は農業経営の基本です。 

 県では農作業中の事故による死亡者が過去１０年間に７０名おり、

その約３分の１が乗用型トラクターによるものです。年齢別では約８

割が６５歳以上となっています。稲刈り等の農繁期を迎えるにあたり、

転倒や転落事故等が多いコンバインや乗用型トラクターによる事故防

止に重点を置いた運動を１１月３０日（火）まで実施します。 

 なお、作業機付きトラクターは、令和２年１月から公道の走行が可

能となりましたが、灯火器類の増設等一定の条件を満たす必要があり

ます。走行の際は、これらの条件を満たしているか十分に確認し、安

全を第一に走行してください。農作業の事故は小さなことで防げます

ので、まずは意識することから始めましょう。 

※詳細は、県ホームページ（http;//www.pref.tochigi.lg.jp/g04/nousagy

ouanzen.html）でご確認ください。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

八溝そば街道スタンプラリー 
◇期間 １０月２日（土）～１２月３１日（金） 

◇内容 下記のスタンプラリー参加店で５００円以上の食事または買

い物をすると、台紙に１個（１回の会計で１個）スタンプを

押します。異なる店舗のスタンプを３個集めて応募すると、

抽選で八溝そば街道参加市町の特産品詰め合わせ等をプレゼ

ントします。 

※同じ店舗のスタンプは、２つ以上あっても１つとカウントします。 

※スタンプ用台紙は、下記の参加店に備え付けてあります。 

◇参加店 田舎そば処長山、手打ちそば花町そば店、松月庵、そば処

つねや、そば処もり食堂、手打ちそば石川屋、そば夢サロ

ン梁山泊、蕎川庵高瀬、興野農産物直売所、山あげ会館、

パン職人いっぴ 

※那珂川町、茂木町、市貝町の一部店舗でも実施しています。 

■問合 八溝そば街道推進協議会（農政課内） 

    ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

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

 

健康長寿セミナー 

「ノルディックウォーク教室」参加者募集 
 ノルディックウォークは、両手で専用のポールを突きながら歩くウ

ォーキング法で、歩行や姿勢の改善、関節の柔軟性を高める効果が期

待できます。屋外でできるフレイル予防として始めてみませんか？ 

◇日時 １０月２９日（金）、１１月５日（金）、１９日（金）、２６日

（金）各日とも午後１時３０分～３時（予定） 

◇場所 南那須公民館多目的室（岩子６－１） 

◇内容 ノルディックウォーク 講師：日本健康財団 健康運動指導士 

◇対象 おおむね６５歳以上の市民 先着１５名 

◇費用 無料 

◇持物 体育館シューズ、飲物 

※ノルディックポールは貸し出します。 

◇申込 １０月２５日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

高齢者インフルエンザ予防接種 
◇対象 市に住所を有する６５歳以上の人および６０歳以上６５歳未

満の人で心臓・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） 

※年齢基準日は接種日当日 

◇実施期間 １０月１日（金）～令和４年２月２８日（月） 

※有効性を高めるため、１２月中旬までに接種することをお勧めします。 

◇実施機関 市内および那珂川町の医療機関または栃木県定期予防接

種の相互乗り入れ事業協力医療機関 

◇助成金額 上限３，５００円（助成回数は１回のみ） 

※３，５００円を超える分は自己負担となります。 

※市外の栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外

で接種した場合、窓口負担を助成します。（上限３，５００円） 

◇接種方法 予診票は医療機関に請求するか、健康福祉課（保健福祉

センター）または市民課（烏山庁舎）で取得し、必要事

項を記入のうえ、医療機関に提出してください。 

◇注意事項 

 ・対象者への個別通知はありません。 

 ・栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外で接種

した場合は、接種日からおおむね１か月以内に「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まで持参し、

請求してください。（期間を過ぎた場合、助成対象にならないこと

があります） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
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那須烏山市戦没者追悼式 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を鑑み、今年度の戦没者追悼

式は参列者を限定し縮小して開催します。 

 今後も引き続き先の大戦の記憶を風化させることのないよう、戦争

の悲惨さを後世に継承し、恒久的な平和の実現に取り組みますので、

ご理解をお願します。 

◇日時 １０月１５日（金）午前１０時～ 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

※当日は、彰徳神社（中央公園内）や英霊殿（南大和久９８４－１８）

を参拝できます。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により延期または中止と

なる場合があります。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

    ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

とちぎ難病相談支援センター電話での医療相談 
 予約時間には、電話に出られる状態でお待ちください。 

【内分泌系疾患】 
◇日時 １０月２１日（木）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院内分泌代謝医師 若林徹治 氏 

◇主な疾患 下垂体前葉機能低下症、下垂体性成長ホルモン分泌亢進

症、下垂体性ＡＤＨ分泌異常症、下垂体性ＰＲＬ分泌亢

進症、下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症、クッシング

病、先天性副腎皮質酵素欠損症、副甲状腺機能低下症、

下垂体性ＴＳＨ分泌亢進症、甲状腺ホルモン不応症、先

天性副腎低形成症 

◇予約締切日 １０月１８日（月） 

【皮膚・結合組織疾患】 
◇日時 １０月２３日（土）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 自治医科大学附属病院皮膚科医師 佐藤篤子 氏 

◇主な疾患 全身性強皮症、混合性結合組織病、天疱瘡、神経線維腫

症、膿疱性乾癬（汎発型）、表皮水疱症 

◇予約締切日 １０月２０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時です。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

 

障害者就業・生活支援センターふれあい 

移動相談（予約制） 
 就業・生活支援センターに来所することが困難な地域を対象に、移

動相談を実施します。働くことに興味がある障がいを持っている人は、

相談してみませんか？相談は無料です。 

◇日時 １０月８日（金）午前の部：午前１０時～正午 

            午後の部：午後１時～３時 

◇場所 南那須庁舎２階小会議室 

◇対象 障がいを持っている人とその家族 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。（要予約） 

■問合 県北圏域障害者就業・生活支援センターふれあい 

    ☎０２８－６８１－６６３３ 

 

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

 

離乳食相談 
 会場は、こども館（南１－５６２－１２）です。ご注意ください。 

◇日時 １０月７日（木）午前９時～正午の予約制 

◇場所 こども館（南１－５６２－１２） 

◇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 １０月５日（火）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 

令和４年度放課後児童クラブ利用者募集 
 選考は、先着順ではなく、期間内に申し込みのあった低学年等の

優先度の高い順に入室決定をします。なお、定員に満たない場合は、

随時受け付けます。 

◇名称（設置場所）および定員 

名称（設置場所） 定員（おおむね） 

烏山放課後児童クラブ（烏山小学校内） １１８名 

七合放課後児童クラブ（七合小学校内）  ４０名 

境放課後児童クラブ（境小学校内）  ４０名 

荒川放課後児童クラブ（荒川小学校内）  ８０名 

江川放課後児童クラブ（江川小学校内）  ８０名 

◇対象 小学校１年生～６年生の児童 

◇利用時間 

 ・月曜～金曜：下校時～午後６時３０分 

 ・土曜日、長期休業中（春・夏・冬休み）および学校行事の振替休

日等：午前７時３０分～午後６時３０分 

 ・延長時間：午後６時３０分～７時 

◇利用料 

 ・通常利用料：６，０００円／月 

 ・長期休業中 春休み（学年末）利用料：２，０００円／期間中 

        春休み（学年始）利用料：２，０００円／期間中 

        夏休み利用料：１６，０００円／期間中 

        冬休み利用料：４，０００円／期間中 

 ・一時利用 学校の登校日：６００円／日 

       土曜日、登校日以外の日：１，２００円／日 

 ・延長利用料：３００円／回 

◇おやつ代 

 ・通常利用：２，０００円／月 

 ・長期休業中 春休み（学年末）：５００円／期間中 

        春休み（学年始）：５００円／期間中 

        夏休み：３，０００円／期間中 

        冬休み：１，０００円／期間中 

 ・一時利用 学校の登校日：１００円／日 

       土曜日、登校日以外の日：２００円／日 

◇申込 １０月１日（金）～１１月２６日（金）に利用申込書に必要

事項を記入し、必要書類を添付のうえ、各放課後児童クラブ

またはこども館あて申し込む。 

※申込用紙等（様式を変更しています）は、各放課後児童クラブまたは

こども館（月曜日・祝日は休館）で１０月１日（金）から配布します。

また、市ホームページからも取得できます。 

※利用申込書は、令和４年４月１日現在で記入してください。 

◇利用決定時期 令和４年１月下旬から可否決定通知を行います。 

■問合 こども課こども館グループ ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

産後サポート事業「おひさま」 
 「おひさま」は月に1回、産後４か月までの母親やその家族を対象

に、母親同士で育児について語り、母親のリラクゼーションや赤ちゃ

んのベビーマッサージを体験しゆったりとした時間が過ごせる場です。 

◇日時 １０月２８日（木）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） 

◇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 

◇申込 １０月２０日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※動きやすい服装でご参加ください。 

※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 
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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 １０月２１日（木）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年６月、令和３年２月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 １０月１８日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年１０月、令和２年９月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 １０月２２日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年９月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 １０月１９日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３１年３月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 １０月２２日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 平成３０年９月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 １０月２１日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２８年１０月生まれの幼児 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

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 ・１０月６日・２０日・２７日は年齢に合わせた季節の手遊

びや体操等（予約不要） 

    ・１０月１３日は大喜正昭先生とのおしゃべりタイム（事前

予約制） 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 ３組程度 

◇申込 １０月１０日（日）までに電話等で下記あて申し込む。 

【管理栄養士によるお話】 
 １０月は「とちぎ食育推進月間」です。 

◇日時 １０月５日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 食育ってなあに？！（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 １０月３日（日）までに電話等で下記あて申し込む。 

【親子で楽しくヨガ教室】 
◇日時 １０月８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 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 先着３組 

◇持物 ヨガマット（バスタオル可）、飲物 

◇申込 １０月６日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※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「１０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 境公民館（上境２９０－１） ※今月から場所が変わります。 

◇内容 季節の手遊び、親子体操等（申込不要） 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 

※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。 

※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 

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 １０月２７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 ミニミニ運動会 

◇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） 

※動きやすい服装でお越しください。 

◇申込 １０月１３日（水）までに電話で下記あて申し込む。 

※受付日時は月～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 

 

こどもインフルエンザ予防接種 
 季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時流行を

防ぐため、積極的に予防接種を受けましょう。 

◇対象 市に住所を有する１歳～中学３年生 

※年齢基準日は接種日当日 

◇実施期間 １０月１日（金）～令和４年２月２８日（月） 

※有効性を高めるため、１２月中旬までに接種することをお勧めします。 

◇助成金額 １回２，０００円 

※１歳～１３歳未満が２回接種する場合には、２回分助成します。 

◇接種方法 

【市内および那珂川町の医療機関で接種する場合は申請不要です】 
・接種費用から１回あたり２，０００円差し引いた額を支払います。 

・予診票は医療機関に請求するか、こども課（保健福祉センター）ま

たは市民課（烏山庁舎）で取得し、必要事項を記入のうえ、医療機

関に提出してください。 

【上記以外の医療機関で接種する場合は申請が必要です】 
 窓口において全額自己負担で支払った後、こども課（保健福祉セン

ター）へ申請することで、１回につき上限２，０００円を助成します。 

◇申請期間 接種日～令和４年３月３１日（木） 

◇申請場所 こども課（保健福祉センター） 

◇持物 

 ・領収書（原本で「インフルエンザ予防接種代」が明記されたもの） 

 ・印かん（スタンプ式以外） 

 ・接種したお子さんの保護者の金融機関の口座情報（通帳のコピー可） 

 ・接種したお子さんの母子健康手帳 

※同一家族に接種を受けたお子さんが数名いる場合、まとめて申請し

てください。 

◇注意事項 

 ・望ましい接種回数は、１３歳未満は２回、１３歳以上は１回です。 

 ・事前に医療機関へ予約し、相談のうえ、接種してください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

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

 

押し花カトレア会作品展示会 
◇日時 １０月５日（火）～２３日（土） 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 小林洋子 ☎０２８７－８２－２００３ 

 

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

 

栃木県立博物館企画展 
◇期間 １０月９日（土）～１１月２３日（火・祝） 

◇内容 木と木の実の考古学～縄文時代の低湿地遺跡と植物の利用～ 

※詳細は、県立博物館ホームページ（http://www.muse.pref.tochigi.lg.j

p/）でご確認ください。 

■問合 県立博物館 ☎０２８－６３４－１３１２ 
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危険物取扱者保安講習会 
◇日時 １１月９日（火） ・給油取扱所の部：午前９時３０分～ 

             ・一般の部：午後１時３０分～ 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇受付期間 １０月１９日（火）～２６日（火）に消防本部予防消防

課（神長８８０－１）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 

 

河川内の樹木を伐採していただける人 

を募集します 
 県では、河川内に繁茂している樹木について、民間と協働した樹木

伐採を実施します。個人・団体を問わず、本人が伐採し無償で持ち帰

っていただける人を募集します。 

◇募集期間 １０月８日（金）～２２日（金） 

◇応募方法 県または烏山土木事務所のホームページを確認し、所定

の様式に必要事項を記入のうえ、ご応募ください。 

■問合 県県土整備部河川課 ☎０２８－６２３－２４４４ 

    県烏山土木事務所 ☎０２８７－８３－１３１６ 

 

１０月は「土地月間」です 
 国土交通省では、毎年１０月を「土地月間」、１０月１日を「土地の

日」として定め、土地に関する基本理念の普及・啓発活動を地方公共

団体、関係機関と共に展開しています。 

 適正な土地取引、土地利用を図り、豊かで安心できる住みよい社会

づくりを推進しましょう。また、大規模な土地取引は、国土利用計画

法に基づき、その利用目的等について下記のとおり届け出が必要です。 

◇届出の必要な面積 ・都市計画区域内（那珂川より西側） 

           ５，０００㎡以上 

          ・都市計画区域外（那珂川より東側） 

           １０，０００㎡以上 

※個々の面積は小さいが、取得する土地の合計が上記の面積以上とな

る場合（一団の土地）は、個々の契約ごとに届け出が必要です。 

◇届出の必要な取引 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡

担保、権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権

の設定、譲渡等 

◇届出者 権利取得者（土地売買の場合は買主） 

◇届出期限 契約日から２週間以内（契約日を含む） 

◇届出書類 土地売買等届出書１部 

※土地売買等届出書は、下記および市ホームページから取得できます。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

そろそろ、あなたもマイナンバーカード 
 「いま、３人に１人が持ってるんだって」「最近、メリットが増えて、

気になってます」最近こんなテレビコマーシャルを見た人もいると思

います。【マイナンバーカード特設サイト（https://mynumbercard.sou

mu.gojp）を参照】 

 マイナンバーカードはマイナンバー（個人番号）が記載された顔写

真付のカードです。本人確認のための本人確認書類として利用できる

ほか、健康保険証としての利用やｅ－Ｔａｘ等の電子証明書を利用し

た電子申請等、様々なサービスにも利用できます。 

 市では、令和４年４月（予定）から、マイナンバーカードを利用し

て全国のコンビニエンスストアで住民票等各種証明書を取得できるよ

うに、準備を進めています。 

 暮らしを便利にしていくマイナンバーカード。あなたも作ってみま

せんか。マイナンバーカードの取得は、スマートフォンやパソコンか

ら簡単に手続きできるほか、郵送でも申請できます。詳細は、マイナ

ンバーカード総合サイト（https://www.kojinbango 

-card.go.jp）でご確認ください。 

■問合 （マイナンバーカードの申請に関すること） 

    市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    （マイナンバー制度に関すること） 

    総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

男性のワーク・ライフ・バランス講座 
 オンライン（ＺＯＯＭ）による講座です。人生１００年時代を見据

えて考えなければならないテーマや課題を知るため、自分自身と向き

合い、暮らし方を見直すきっかけにする講座です。 

 どなたでも参加できます。 

◇日時 １２月１８日（土）午後１時３０分～３時３０分 

◇講座 ライフシフトは楽しい！ 

    ～人生１００年時代のライフキャリアをデザインする～ 

    講師：ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパンファウンダー 

       代表理事 安藤哲也 氏 

◇定員 ８０名（先着順） 

◇費用 無料 

※講座聴講の通信料は受講者の負担となります。 

◇申込 県とちぎ男女共同参画センターホームページ（https://www.

parti.jp/）から申し込む。 

■問合 県とちぎ男女共同参画センター ☎０２８－６６５－８３２３ 

    火曜日～土曜日（祝日を除く）午前９時～午後５時 

 

市婦人会 

お月見お楽しみセット配布（期間変更） 
 ご家庭で１０月１８日（月）の十三夜をお楽しみください。 

◇日時 １０月１５日（金）～２８日（木）午前９時～午後４時３０分 

◇場所 こども館 

※１８日（月）、２５日（月）は休館日です。 

※入館して遊ばなくても、お渡しできます。 

◇配布内容 お団子のレシピ、折り紙、手作り巾着、親子手作りマス

ク等 

◇対象 市内在住のお子さんのいる家族 

◇費用 無料 

■問合 市婦人会（小堀） ☎０９０－４８４０－５６５８ 

 

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

 

困ったら一人で悩まず行政相談 

（行政相談週間） 
 総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に対する苦情や要

望を受け、関係機関への通知等を行っています。秘密は厳守されます

ので、安心してご相談ください。 

◇相談実施日等（時間はすべて午前９時～正午です） 

区分 期日 場所 行政相談委員 

第１水曜日 １０月６日 
社会福祉協議会 

烏山支所 
樋山  隆 

第３水曜日 １０月２０日 南那須公民館 赤羽 幸雄 

第４水曜日 １０月２７日 烏山庁舎市民室 
萩原 宣子 

樋山  隆 

※毎月第１、第３水曜日は「心配ごと相談」と同時開催しています。 

※事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

自殺予防「いのちの電話」フリーダイヤル 
 死にたい、死のうと思っている、生きている意味がない等、誰にも

言えない気持ちを聴かせてください。 

◇日時 毎日：午後４時～９時の５時間 

    毎月１０日：午前８時～翌日の午前８時の２４時間 

◇相談番号 ☎０１２０－７８３－５５６ 

◇費用 無料 

※詳細は、日本いのちの電話連盟ホームページ（http://www.inochinod

enwa.org）をご覧ください。 

■問合 栃木いのちの電話事務局 ☎０２８－６２２－７９７０ 

 

https://www.parti.jp/
https://www.parti.jp/
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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 

１０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 １０月６日、２０日 午前９時～正午 

◇場所 ・６日：社会福祉協議会烏山支所（初音９－７） 

    ・２０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 １０月８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 １０月４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 

 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 １０月２１日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７） 

◇内容 相続、離婚、交通事故、不動産等の問題 

◇対象 市内在住者 

◇費用 無料 

◇申込 １０月１日（金）～７日（木）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 

 

自動車事故被害者に対する支援制度 
 （独）自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ ナスバ）では、自動車事故

被害者に対して、「せん延性意識障がい者のための養護施設の設置・運

営」「重度後遺障がい者に対する介護料の支給」「中学生までの交通遺

児等に対する育成資金の無利子貸付」等の被害者支援制度を行ってい

ます。 

 詳しくは、下記またはＮＡＳＶＡホームページ（https://www.nasv

a.go.jp/sasaeru/）でご確認ください。 

 また、自動車事故に遭って、相談先に困っている人に対して各種無

料で相談できる窓口を電話で紹介しています。ＮＡＳＶＡ交通事故被

害者ホットライン（☎０５７０－０００７３８）をご利用ください。 

■問合 （独）自動車事故対策機構栃木支所 

    ☎０２８－６２２－９００１ 

 

栃木県労働委員会による労働相談会 
◇日時 １０月２９日（金）午後１時～７時 

    １０月３０日（土）午前１１時～午後５時 

◇場所 オリオンＡＣぷらざ（オリオン通り内：宇都宮市江野町３－

１０ 竹川ビル１階） 

◇相談内容 労使関係のトラブル（相談時間４０分以内） 

◇費用 無料 

※予約者を優先します（当日参加も可）。予約やオンライン相談を希望

する場合は下記あてお問い合わせください。 

■問合 県労働委員会事務局 ☎０２８－６２３－３３３７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

借金で悩んでいませんか？ 

財務省関東財務局の相談窓口 
 カードローン、住宅ローン、ショッピングクレジット、教育ローン・

奨学金、自動車ローン、過払い金、保証人等、借金に関する無料相談

を行っています。個人の秘密は必ず守られますので、１人で悩まず気

軽にご相談ください。一緒に解決方法を考えていきましょう。 

◇受付時間 平日の午前８時３０分～正午、午後１時～５時 

◇内容 電話または面談による相談 

■問合 財務省関東財務局宇都宮財務事務所（多重債務専門窓口） 

    ☎０２８－６３３－６２９４ 

 

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

 

１０月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 金   

２ 土   

３ 日 
特定検診・がん検診（完全予約制） 
【休日当番医】南那須青木医院 

南那須公民館 
☎0287-88-6211 

４ 月   

５ 火 
管理栄養士によるお話 11：00～11：20 
押し花カトレア会作品展示（～23 日）  

こども館 
南那須図書館 

６ 水 
特定検診・がん検診（完全予約制） 
心配ごと相談 
ぴよぴよ広場10：00～10：45 

南那須公民館 
社会福祉協議会烏山支所  
こども館 

７ 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 
境公民館 
烏山庁舎・保健福祉センター 

８ 金 
特定検診・がん検診（完全予約制） 
もの忘れ相談 
親子で楽しくヨガ教室 10：30～11：30  

烏山体育館・烏山公民館 
烏山庁舎 
こども館 

９ 土   

１０ 日 【休日当番医】阿久津クリニック ☎0287-83-2021 

１１ 月   

１２ 火   

１３ 水 ぴよぴよ広場10：00～10：45 こども館 

１４ 木 
移動出前サロン9：00～13：30 
窓口業務延長（～19:00） 

境公民館 
烏山庁舎・保健福祉センター 

１５ 金 
特定検診・がん検診（完全予約制） 
市戦没者追悼式10：00～ 

烏山体育館・烏山公民館 
南那須公民館  

※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

 


