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

 

新型コロナウイルスワクチン集団接種 

まもなく終了します 
 市が実施している新型コロナウイルスワクチン集団接種は、１０月

３０日（土）の１回目接種、１１月２０日（土）の２回目接種で終了

します。接種を希望している人は、インターネット（https://vc.liny.jp

/092151）やＬＩＮＥ、コールセンター（☎０５７０－０７１－７１

１）で早めに予約してください。 

 予約および接種の際は、クーポン券（接種券）が必要です。紛失等

で再発行を希望する人は下記あてお問い合わせください。 

 最近では、重症化しにくいとされていた若年層でも、重症化する事

例が発生しています。若者のワクチン接種が感染収束の鍵を握ると考

えられています。正しい情報収集を行い、ワクチン接種についてご検

討ください。 

■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28日（木） 
女性団体連絡協議会 

主催「防災講話」 
中止 

生涯学習課 

☎0287-88-6223 

10月30日（土） 

・31日（日） 
市文化祭 中止 

烏山公民館 

☎0287-83-1412 

※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 
 １０月１７日（日）に告示されます。 

【期日前投票】 
◇日時 １０月１８日（月）～２３日（土）午前８時３０分～午後８時 

◇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） 

※選挙期日に近いほど混雑します。混雑を避けるため、早めに期日前

投票をご利用ください。 

【臨時期日前投票所】 
 ・１０月１９日（火）志鳥地区公民館：午前９時３０分～１１時 

           旧境保育園：午後１時～２時３０分 

 ・１０月２０日（水）木須の郷交流館：午前９時３０分～１１時 

           大木須集会所：午後１時～２時３０分 

 ・１０月２１日（木）烏山高等学校：午後０時３０分～２時３０分 

【デマンド交通を利用して期日前投票を行うとサービス券が交付されます】  
 平日、午後１時（６便）以降のデマンド交通を利用して期日前投票

を行った人に、「デマンド交通利用無料サービス券」を２枚交付します。 

◇利用方法 

 ・デマンド交通を予約する際に「期日前投票での利用」と伝える。 

 ・デマンド交通で期日前投票所に行って、運転士から「デマンド交

通乗車証明書」をもらう。（行きの料金は通常通り現金で支払う） 

 ・投票所受付で「デマンド交通乗車証明書」を提出し、「デマンド交

通利用無料サービス券」と引き換える。（投票後にお渡しします） 

◇対象 １０月１８日（月）～２２日（金）の午後１時（６便）以降の便 

※午前８時～正午の便（１～５便）は対象外です。ご注意ください。 

◇デマンド交通利用無料サービス券利用上の注意点 

 ・1枚につき1回、デマンド交通を無料で利用できます。 

 ・期日前投票をした帰りの便から利用できます。 

 ・利用期限は令和４年１月３１日までです。 

※数に限りがありますので、ご了承ください。 

■問合 市選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

衆議院議員総選挙 
 １０月１９日（火）公示、３１日（日）投開票により執行されます。 

【期日前投票】 
◇日時 １０月２０日（水）～３０日（土）午前８時３０分～午後８時 

※開設場所は、那須烏山市長選挙と同じ場所です。 

※臨時期日前投票所も同様に開設する予定です。 

※詳細は、１０月１９日（火）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 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１０月の税金 
 １１月１日（月）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 固定資産税第３期・国民健康保険税第４期・介護保険料

第４期・後期高齢者医療保険料第４期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

令和３年１０月１５日 Ｎｏ．３８６ 

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。 

 

 

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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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、ガス等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 

 

■国保・年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

傷病手当金の支給適用期間が延長されます 
 新型コロナウイルス感染症に関連する国民健康保険および後期高齢

者医療保険の傷病手当金の適用期間が令和３年１２月３１日（金）ま

で延長されました。 

◇対象 国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入し、給与等の

支払いを受けて雇用されている人 

◇支給要件 下記のすべての要件を満たす人 

 ・新型コロナウイルス感染症等の療養のため仕事を４日以上休業した。 

 ・休業した期間に就業予定があり、勤務ができなかったため給与の

全額または一部が支給されなかった。 

 ・休業する前の直近３か月間の勤務があり、会社等から給与を受け

ていた。（複数の事業所に勤務でも可） 

◇適用期間 令和２年１月１日（水・祝）～令和３年１２月３１日（金）

※入院が継続する場合は、最長1年６か月。 

◇申請方法 世帯主用、被保険者用、事業主記入用、医療機関記入用

の４種類すべての申請書（下記備付および市ホームペー

ジ掲載）に必要事項を記入し、下記あて提出する。 

※国民健康保険と後期高齢者医療保険で申請書の様式が異なります。 

※郵送で申請する場合、各申請書に記載漏れがないか確認し、対象者

の保険証の写しおよび振込先の口座番号が分かる部分の写しを同封。 

※支給の可否や支給額等の詳細は、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。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

年金生活者支援給付金制度 
 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一

定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せし

て支給されるものです。受け取りには、請求書の提出が必要です。案

内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。 

【受給対象者】 
◇老齢基礎年金を受給している人 

 下記の①～③の要件をすべて満たしている必要があります。 

 ①６５歳以上、②世帯員全員の市町村民税が非課税、③年金収入額

とその他所得額の合計が８７９，９００円以下 

◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人 

 前年の所得額が「４，６２１，０００円＋扶養親族の数×３８万円」

以下 

【請求手続き】 
◇新たに年金生活者支援給付金を受け取る人 

 対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されていま

す。同封のハガキ（年金生活者支援給付金請求書）に必要事項を記入

し提出してください。 

◇年金を受給し始める人 

 年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続き

をしてください。 

※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意くだ

さい。 

※年金生活者支援給付金の詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 給付金専用ダイヤル ☎０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル） 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

月次支援金等の個別支援会 
 那須烏山商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により、経

営状況が悪化している事業者向けに月次支援金等の国・県の救済制度

活用や経営相談全般についての個別支援会を実施します。 

◇日時 １０月２１日（木）、１１月４日（木）、１８日（木）、 

    １２月２日（木）各日とも午前１０時～午後４時 

◇場所 那須烏山商工会本所（金井２－５－１１） 

◇対象 市内事業者（商工会員でなくても参加できます） 

◇内容 ・月次支援金、事業継続支援金の申請支援 

    ・小規模事業者持続化補助金の経営計画書等の作成支援 

    ・その他の経営相談全般 

◇定員 各日５事業者（事前予約が必要です） 

◇申込 各日の前日までに、下記あて電話等で申し込む。 

◇各支援金の締切日（参考） 

 ・月次支援金８月分：登録確認機関での事前確認締切１０月２６日（火） 

 ・月次支援金９月分：登録確認機関での事前確認締切１１月２５日（木） 

 ・事業継続支援金８月分：申請締切１１月３０日（火） 

 ・事業継続支援金９月分：申請締切１２月２４日（金） 

■問合 那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

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

 

避難行動要支援者名簿 
 市では、自ら避難することが困難な人を対象に避難行動要支援者名

簿を作成しています。名簿の情報を平常時から関係機関で共有するこ

とで、災害時に支援を受けやすくなります。 

◇対象等 

対象者 登録方法 

６５歳以上の人のみで構成される世

帯（ひとり暮らしの高齢者を含む） 

民生委員が訪問し、登録の希望に

ついて意思を確認します。 

・身体障がい者（身体障害者手帳

１・２級を持っている人） 

・知的障がい者（養育手帳Ａ１・

Ａ２を持っている人） 

・精神障がい者（精神障害者保健

福祉手帳１級を持っている人） 

・介護保険の要介護３以上の認定

を受けた人 

郵送で登録の希望について意思

を確認します。 

指定難病患者（特定医療費を受給

している人） 

市で確認しますので、手続きの必

要はありません。 

上記の他、災害時に自ら避難する

ことが困難な人 

申込書（下記備付および市ホーム

ページ掲載）に必要事項を記入

し、下記あて申し込む。 

※すでに名簿に登録されている人は自動更新となります。また、登録

内容（緊急連絡先等）を変更する場合は下記あてご連絡ください。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

シルバー人材センター入会希望者相談会 
 シルバー人材センターは、健康で働く意欲のある、市内に居住する

６０歳以上の人であれば、どなたでも会員になることができます。あ

なたの豊かな経験や知識を地域のために活かしましょう。入会希望者

相談会を下記のとおり開催しますので、気軽にご参加ください。 

◇日時・場所 １０月２１日（木） 

 ・午前１０時～正午 シルバー人材センター（南那須公民館内） 

 ・午後１時～３時 烏山公民館１０１会議室 

※当日都合がつかない場合は、随時相談を受け付けますので、下記あ

てご連絡ください。 

■問合 （公社）市シルバー人材センター ☎０２８７－８８－７７３１ 
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特定健診・がん検診等日程 
 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 

１１月 ５日（金） 

【女性の日】 

南那須公民館（岩子６－１） 

◎婦人検診のみ 

午後５時３０分 

～７時 

１１月 ７日（日） 
南那須公民館（岩子６－１） 

◎婦人検診等あり 

午前８時１０分 

～１０時３０分 １１月１５日（月） 

烏山体育館・烏山公民館 

（中央２－１３－１２） 

◎婦人検診等あり 

１１月２９日（月） 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、マスクを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 

 

毒キノコの食中毒に十分注意しましょう 

 毎年、夏の終わりから秋にかけて、毒キノコによる食中毒が多く発

生しています。栃木県では、昨年度２件の毒キノコが原因の食中毒が

発生しました。（うち１件は死亡事例） 

◇毒キノコによる食中毒を防ぐ４つのポイント 

 食用のキノコとはっきりと分からないものは、絶対に「採らない！」

「食べない！」「売らない！」「人にあげない！」。 

 キノコ食中毒のほとんどは９月～１１月に集中していて、ほとんど

は家庭で発生していますが、販売店や飲食店等の食品営業施設で発生

することもあります。食中毒の原因になるキノコ等の詳細は、県や厚

生労働省ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

妊婦サロン「母親学級」 
◇日時 １１月２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（哺乳瓶・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 １０月２８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 

 

キッズランドあさひ 子育て支援事業 

「クリスマス飾りを作ろう」 
◇日時 １１月１０日（水）午前１０時３０分～１１時３０分 

    受付：１０時１５分～ 

◇場所 キッズランドあさひ（宮原４５２） 

◇内容 親子でクリスマス飾りを作ろう。 

◇対象 未就学児と保護者 先着５組 

◇申込 １１月４日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

※費用は無料です。感染予防のため、マスクの着用をお願いします。 

■問合 キッズランドあさひ ☎０２８７－８２－７３３３ 

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

 

運動施設利用者の登録更新手続き 
 現在使用している利用者番号（ＩＤ）の有効期限は、令和４年３月

３１日（木）までです。令和４年度も施設を利用する場合は、利用者

番号（ＩＤ）の更新が必要ですので、必ず手続きをお願いします。ま

た、令和４年度運動施設の大会や定期利用の申し込みは、対象団体あ

てに通知します。 

◇対象 運動施設および学校開放施設を利用する団体・個人 

◇受付期間 令和４年３月３１日（木）まで（有効期限満了日まで） 

※大会や定期利用の申し込みは、１１月２７日（土）までです。 

◇受付場所 生涯学習課窓口 

※対象となる利用者（団体・個人）には、別途通知します。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

第１６回市秋季市民ソフトテニス大会参加者募集 
◇日時 １０月３１日（日）予備日：１１月７日（日） ※小雨決行 

    受付：午前８時～ 開会式：午前８時４５分～ 

◇場所 緑地運動公園 

◇競技種目 ・一般の部（男子・女子） 

      ・シニアの部（男性６０才以上、女性５０才以上） 

      ・グランドシニアの部（男性７０才以上、女性６０才以上） 

◇参加資格 市内在住または勤務の人および市内ソフトテニスクラ

ブに所属する人 

◇費用 １ペア１，０００円（２人で１ペア） 

◇申込 当日、会場で受け付けます。 

■問合 市スポーツ協会ソフトテニス部 

    部長（木下） ☎０９０－７４１５－７３５７ 

    事務局（矢口） ☎０９０－５４２９－７７９１ 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 １０月１６日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 絵本の読み聞かせ 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 １０月２３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 

 

秋の読書週間イベント 
 本を借りた人を対象とした読書週間のイベントを行います。 

【両館 「缶バッジプレゼント」「おたのしみ抽選会＆ガチャポン」】 
◇期間 １０月２７日（水）～無くなり次第終了。 

※１人１日１回まで。中学生まではガチャポンです。 

【南那須図書館 雑誌付録プレゼント】 
◇応募期間 １０月２７日（水）～１１月７日（日） 

◇応募資格 期間中１日５冊以上貸し出した人に応募券を渡します。 

◇抽選発表 １１月１２日（金）に館内掲示および図書館ホームペー

ジでお知らせします。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 リサイクルフェア】 
 図書館で不要になった本や雑誌を無料で差し上げます。 

◇期間 １１月２日（火）～１０日（水） 

◇場所 烏山図書館学習室（マイバッグをお持ちください） 

※新型コロナウイルス感染防止対策のうえ、ご利用ください。 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 
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■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「味噌づくり教室」参加者募集 
 市販のものとはひと味違う手づくり味噌を味わってみませんか。 

◇日時 １２月３日（金） 

    ・午前の部 午前９時３０分～午後０時３０分 

    ・午後の部 午後1時３０分～４時３０分 

◇場所 南那須公民館調理室（岩子６－１） 

◇対象 市内在住または在勤の人 各回先着１０名 合計２０名  

◇内容 みその材料を混ぜ、樽に入れて持ち帰る。 

※１樽約８ｋｇ、１人２樽まで。初めての人は、１樽が望ましい。 

◇講師 秋葉糀味噌醸造（株） 秋葉節夫 氏 

◇持物 マスク、エプロン、三角巾、タオル、新聞紙（１日分程度） 

◇費用 １樽４，５００円 

    （材料費・樽代３００円を含む。国産大豆・天日塩使用） 

※樽を持っている人には、樽代を返金します。 

◇申込 １０月１６日（土）～３０日（土）午前９時～午後５時に電

話等で下記あて申し込む。 

※仕込み済み味噌の注文は受け付けません。 

※この講座は「なすから健康マイレージ」の対象事業です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
 

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

 

男性のワーク・ライフ・バランス講座 
 男女が協力して、介護と仕事を両立しながら自立した生活をするこ

との大切さを学ぶ講座です。費用は無料で、どなたでも参加できます。 

◇日時 令和４年１月２９日（土）午後１時３０分～３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） 

◇内容 男性が介護をするとき～男性介護とワーク・ライフ・バランス～ 

    講師：（株）照和 代表取締役 齋藤和孝 氏 

◇定員 ２４名（先着順） 

◇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（祝日除く）午前９時～午後５時 
 

自衛官候補生採用試験案内 
 令和４年３月末入隊（予定）の自衛官候補生を募集します。 
◇受付期限 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 宇都宮市内 
◇応募資格 １８歳以上３３歳未満（平成元年８月２日生～平成１６

年４月２日生） 
■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 １１月６日（土）午前９時３０分集合 
◇集合場所 八溝グリーンライン、荒川の三箇橋（河川敷に駐車可能） 
◇散策コース 「荒川を歩く」（約６ｋｍ） 
 荒川の三箇橋 → 入江野 → 遊歩道 → 小白井 → 青雲橋 
→ 荒川沿いの道 → 三箇橋 

◇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 

「歩こう！ジオサイト」参加者募集 
 まちの見どころ「ジオサイト」を巡ってみませんか。 
◇日時 ①１０月２３日（土）午前７時～８時 
    ②１０月３０日（土）午前７時～８時 
※荒天時は中止します。 
◇集合場所 ①Ｂ＆Ｇプール駐車場、②旧境保育園 
◇内容 ①Ｂ＆Ｇプール発、栄出の滝を見て戻るコース 
    ②旧境保育園発、稲積神社、解石神社を経て戻るコース 
※各コース徒歩で５０分程度です。 
◇定員 ２０名程度 
◇費用 １回２００円（保険料等） 
◇持物 筆記用具、マスク、飲物、雨具、タオル、帽子、リュック 
※歩きやすい服装、靴でご参加ください。 
◇申込 １０月１５日（金）～２１日（木）に下記あて申し込む。 
※保険加入のため、申し込み時に住所・氏名・年齢をお伝えください。 
■問合 なすからジオの会プチェーロ（中山） 
    ☎０８０－６７８６－７３９８ 

 

みちしるべぇ 

～身近なみちを探検しながらまちを知ろう～ 
◇日時 １０月３１日（日）午前９時３０分～１１時３０分 
    受付：午前９時１５分～ 
※荒天時は中止または延期します。 
◇集合場所 山あげ会館 
◇内容 親子で山あげ会館からＪＲ烏山駅周辺の市街地を歩いて、

様々な道や路地を探検しながら、まちにまつわるクイズの答
えを見つけるウォークラリーをします。 

◇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名につき３００円（団体保険料、参加賞等） 
◇持物 飲物、筆記用具（歩きやすい服装、靴でご参加ください） 
◇申込 １０月２９日（金）までにＥメールで下記あてまたは団体の

公式ＬＩＮＥアカウントで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 

 

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

 

１０月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 土 おはなし会10：30～11：00 南那須図書館 

１７ 日 【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） ☎0287-92-2034 

１８ 月 １歳児相談（9：30～） こども館 

１９ 火 ２歳６か月児相談（9：30～） こども館 

２０ 水 
特定健診・がん検診（完全予約制・女性の日） 
心配ごと相談 

烏山体育館・烏山公民館 

南那須公民館 

２１ 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 

２２ 金 
２歳児相談（9：30～） 
３歳児健診（13：00～） 

こども館 
こども館 

２３ 土 おはなし会14：00～14：30 烏山図書館 

２４ 日 【休日当番医】烏山台病院 ☎0287-82-2739 

２５ 月   

２６ 火   

２７ 水 行政相談 烏山庁舎 

２８ 木 
産後サポート事業「おひさま」（要
予約）受付9：40～10：00 
窓口業務延長（～19：00） 

こども館 
 
烏山庁舎・保健福祉センター 

２９ 金   

３０ 土   

３１ 日 
秋季市民ソフトテニス大会 
【休日当番医】熊田診療所 

緑地運動公園 
☎0287-88-2136  

※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。 

 

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

