
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）  
 ワクチンの供給量等、国の動向により変更となる場合があります。 

◇武田／モデルナ社ワクチンを用いた市集団接種を実施します 

 ３月３日（木）午前中に集団接種を実施します。対象者に該当し接

種を希望する人は、下記あてご連絡ください。 

 対象者：２回目接種を完了し、追加接種を希望する１８歳以上の人

で次に該当する人 

 対象者区分 ２回目接種日 

１ 医療従事者等・高齢者施設等の従事者 
令和３年９月３日以前 

２ ６５歳以上の人 

３ それ以外の人 令和３年８月３日以前 

※今後も国の方針で接種日の更なる前倒し等がある場合があります。 

◇市集団接種時の注意事項 

 今月から市集団接種が始まっています。６５歳以上の人は接種案内

通知に同封されている「予約票」の接種会場・日時・持物を確認し、

お間違いないようお越しください。事前に予診票の記入もお願いしま

す。日時変更や接種を希望しない人は必ず下記あてご連絡ください。 

 会場は感染症対策のため常時換気をしています。暖かい服装等各自

で寒さ対策をお願いします。また、接種がスムーズに行えるよう上着

の下は肩を出しやすい服装や、着脱しやすい服装でお越しください。 

◇栃木県営の接種会場（とちぎワクチン接種センター） 

 県営接種会場 会場名 

１ 県央会場 とちぎ健康の森（宇都宮市駒生町３３７－１） 

２ 県南会場 ロブレ（小山市中央町３－７－１） 

３ 県北会場 矢板市文化会館（矢板市矢板１０３－１） 

４ 安足会場 ビバモール足利堀込（足利市堀込町字宮前２５０－１） 

 使用ワクチン：武田／モデルナ社ワクチン 

 対象者：２回目接種から６か月経過し、追加接種を希望する１８歳

以上で、追加接種の接種券等を持っている人 

※各会場の詳細は、県ホームページ（https://www.pref. 

 tochigi.lg.jp/e04/20210105tochigiwakuchinnsennt-.html） 

 または栃木県ワクチン接種会場コールセンター 

（☎０５７０－００３－２３４）あてお問い合わせください。 

 対象者のうち接種券が届いていない人で、県営接種会場等での接種

を希望する人は下記あてお問い合わせください。 

■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 

２月２７日 

（日） 

新しい時代を共に生きるために 

～あなたの力で輝く地域を～ 

（男女共同参画推進フォーラム） 

中止 
生涯学習課 

☎0287-88-6223 

３月６日 

（日） 
市民フットサル大会 中止 

市スポーツ協会サ

ッカー部長（大森） 

☎0287-84-3140 

※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 

住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を支給 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により様々な困難に直面している

人が、生活・暮らしの支援を受けられるよう、給付金を支給します。 

◇給付額 １世帯あたり１０万円 

【対象となる世帯】 
◇市県民税非課税世帯（住民税非課税世帯） 

 ・世帯の全員が、令和３年度市県民税均等割が非課税の世帯 

 順次、該当する世帯に通知しています。内容を確認のうえ、５月 

１６日（月）までに返信してください。 

※世帯の全員が、市県民税均等割が課税されている他の親族等の扶養

になっている場合は対象になりません。 

※通知に記載されている金融機関、口座番号をご確認ください。 

◇家計急変世帯 

 給付金を受けるには申請が必要です。次の全てに該当する場合は、

申請書（下記備付）に収入が減少した証拠書類（給与明細書、家計簿、

通帳のコピー等）を添えて９月３０日（金）までに申請してください。 

 ・令和３年１月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家

計が急変し、世帯の全員が非課税と同様と認められる世帯 

 ・市内に住民登録のある人 

市県民税均等割非課税の判定イメージ（給与収入の場合） 

家族構成 
非課税限度額 

（年間収入額ベース） 

非課税限度額 

（年間所得額ベース） 

単身世帯 ９３．０万円以下 ３８．０万円以下 

本人＋扶養１人 １３８．０万円以下 ８３．０万円以下 

本人＋扶養２人 １６８．４万円未満 １１０．０万円以下 

※令和３年１月以降、任意の１か月の収入により世帯員ごとに年間の

経済状態を推定します。（令和３年分の年間所得でも可能です） 

※市県民税非課税世帯に該当する場合は、家計急変世帯には該当しま

せん。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 
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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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■まちづくり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

まちづくりチャレンジプロジェクト事業の

テーマを事前に周知します（令和４年度） 
 市では、少子高齢化に伴う人口減少や地域コミュニティの希薄化等、

様々な課題を抱えています。こうした地域課題の解決に向け、ボラン

ティア団体やＮＰＯ、企業等の「まちづくり団体」が取り組む積極的

な活動に対し、補助金の交付による支援を行っています。 

 令和４年度は、下記のテーマで募集する予定です。団体等の活動と

して、まちづくりチャレンジプロジェクト事業に応募してみませんか。

事業概要等の説明会は３月下旬に開催し、４月から応募を開始する予

定です。日程等は決定次第、広報お知らせ版等に掲載します。現段階

での相談等は下記あてお問い合わせください。 

◇対象 ボランティア団体やＮＰＯ、企業等の「まちづくり団体」等 

◇事業内容 市が設定した６つのテーマに従った「テーマ準拠型」事業 

テーマ 

推奨テーマ：⑥その他の地域課題 

・「移住定住プロモーション動画制作等事業」 

・「烏山線全線開業１００周年に向けた市民啓発事業」 

①少子高齢化、②観光振興、③空き家、④就業支援、⑤農

業振興。①～⑤に係る事業は、推奨テーマがないため自由

発案での応募になります。 

補助金 １団体５０万円（予定）を限度とし、補助期間1年以内 

条件 
事業の実施に際しては、目指すべき数値目標を設定し、事

業終了時に達成状況の報告を求める。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

なすから特派員の写真展・活動報告会 
 市民参加型のシティプロモーションとして、市から委嘱を受けた「な

すから特派員」が、市の暮らしぶりや地域の魅力をＳＮＳで発信して

います。四季折々の景色やおすすめスポット等、なすから特派員が撮

影した写真展および令和３年度の活動報告会を開催します。 

◇写真展 日時：２月２３日（水・祝）～３月２日（水） 

        午前９時～午後４時 

◇活動報告会 日時：２月２６日（土）午前１１時～午後１時 

◇場所 龍門ふるさと民芸館 ※休館日（火曜日）を除く。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、延期する場合があります。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■防災・交通安全 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

春季全国火災予防運動 
 ３月１日（火）～７日（月）は、春季全国火災予防運動期間です。

この期間中、午前７時から３０秒間サイレンを鳴らしますので、火災

と間違わないようご注意ください。この時期は特に、火災が発生しや

すい状況にあります。火の始末には十分注意しましょう。 

◇令和３年度全国統一防火標語 

 「おうち時間 家族で点検 火の始末」 

◇３つの習慣 

 ・寝たばこは、絶対やめる。 

 ・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

 ・ガスコンロ等のそばを離れるときは、必ず火を消す。 

◇４つの対策 

 ・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

 ・家具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使

用する。 

 ・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 

 ・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を

つくる。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

交通事故が多発しています 
 日没の早いこの時期は、午後４時から６時までに歩行者が被害者と

なる交通事故が多発しています。日没前の午後４時から前照灯を点灯

し、自転車・歩行者の早期発見と交通事故防止に努めましょう。 

 また、道路を横断する際は、信号が青になっても、左右を見て車の

有無を確認してから横断しましょう。薄暮時間帯になると歩行者や自

転車は車から見えにくくなります。反射材や明るい色の服を着用して、

車に見つけてもらいやすくしましょう。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■マイナンバーカード 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナポイント第２弾 
◇マイナポイント事業とは 

 キャッシュレス決済サービスを１つ選択し、マイナポイントの申し

込みをすると、決済サービスの利用（チャージまたは購入）時にお買

い物等に利用できるポイントが付与されます。 

◇「マイナポイント第２弾」の対象 

①マイナンバーカードを新規に取得した人に最大５，０００円相当の

ポイント（マイナンバーカードをすでに取得した人のうち、マイナ

ポイント第１弾の未申込者を含む） 

※ポイント申し込みの対象となるマイナンバーカードの申請期限は、

令和４年９月３０日（金）です。 

※マイナポイント申込期限は、令和５年２月２８日（火）です。 

※令和３年１２月末までにマイナポイント第１弾へ申し込んだ人で、

２０，０００円のチャージや買い物をしていない人（最大５，００

０円分までポイント付与を受けていない人）の令和４年１月１日以

降のチャージやお買い物に対しても、上限（５，０００円相当）ま

でポイントの付与を受けられます。 

②健康保険証としての利用登録をした人に７，５００円相当のポイン

ト（すでに登録した人、利用申し込みをした人を含む） 

③公金受取口座の登録をした人に７，５００円相当のポイント 

※②、③のポイント付与申込開始時期は、令和４年６月頃（国で準備

中）です。詳細が決まり次第、別途お知らせします。 

※令和３年５月以降にマイナンバーカードを申請し、マイナポイント

の申し込みをしていない人も対象です。 

◇マイナポイント申込支援窓口 

 市民課内（烏山庁舎） 時間：午前９時～正午、午後１時～４時 

※国のホームページを参照ください。 

 ・マイナポイント事業（https://mynumbercard.point.soumu.go.jp） 

 ・マイナンバーカードの取得（https://www.kojinbango-card.go.jp） 

■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 

 

■観光 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ロケ候補地・協力事業者等の募集 
 近年、本市への撮影等の問い合わせが増加しています。撮影等にご

協力いただけるロケ候補地、宿泊施設、飲食店等を募集します。 

◇募集内容 ・ロケ候補地：建物（住宅・倉庫・ビル等）、土地（空き

地・畑・果樹園・山林・池等）、その他 

      ・宿泊施設 

      ・飲食店（配達可能な店舗に限る） 

◇登録費用 無料 

◇申込 応募用紙に必要事項を記入し、下記あて申し込む。提供いた

だいた情報は市ホームページに掲載します。 

※応募用紙は、市ホームページ（https://www.city.nasukarasuyama.lg.j

p/page/page000099.html）からダウンロードできます。 

■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 
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■雇用・就職等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

上下水道課会計年度任用職員の募集 
◇任用期間 ４月１日～令和５年３月３１日 

◇募集内容 

職名 事務員（短時間） 

業務内容 工事の監督管理や一般事務 

給料（報酬） （時給）１，１１９円 

応募要件 

・公共下水道の設計またはその工事の監督管理を行う資

格等を有する人 

・普通自動車運転免許 

・ワードやエクセル等基本的なパソコン作業ができる人 

人数 １人 

試験日 ３月中旬頃予定 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、月～金曜日のうち週３日、午

前８時３０分～午後４時３０分です。ただし、勤務時間

の違いがある場合があります。詳細は、下記あて問い合

わせるか、「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。 

◇応募方法 ２月２８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）に必要事項を明記し、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

て提出してください。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２月

２８日（月）必着です。 

※資格証等の写しが不備な場合は、受け付けすることができません。 

■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

    〒３２１－０６２２ 城東１８－３ 

 

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

 

こども館の催し物 

【おひなさまの制作】 

◇日時 ２月２２日（火）～２５日（金）午前９時～午後４時 

※２３日（水・祝）は休館です。 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 

◇制作物 来館時、先着順に配布します。 

■問合 こども課こども館 ☎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 ３月１６日（水）午前１０時～１１時３０分 

    受付：午前９時４０分～ 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇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１１月以降に出産した母親とそ 

       の家族（赤ちゃんのきょうだいの参加可） 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

掛けセット 

※動きやすい服装でご参加ください。 

◇申込 ３月９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 

産後ママサロン「産後ヨガ」 

◇日時 ３月７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（岩子６－１） 

◇内容 家でもできる産後のシェイプアップ（運動） 

◇対象 市内在住の経産婦（産後１か月以上１年６か月未満の人） 

    先着８名 

※託児は要相談。 

◇持物 母子健康手帳、バスタオル、飲物、託児を希望する人はおむ

つやミルク等のお出掛けセット 

※動きやすい服装でご参加ください。 

※ヨガマットを持っている人は、ご持参ください。 

◇申込 ３月２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 

 

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

 

令和４年度健康診査 
 ３月上旬に各個人に日程等を通知（郵送）します。 

◇対象 ２０歳以上の市民 

※対象年齢は令和５年３月３１日基準です。 

◇予約方法 個別通知に記載されているＩＤ・パスワードを使って 

      ３月１日（火）からインターネットまたは電話で予約する。 

※詳細は、３月上旬に郵送される個別通知をご覧ください。 

※過去に実施していた返信用封筒での世帯希望調査は実施しません。 

■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。 

【骨・関節系疾患】 
◇日時 ３月６日（日）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 自治医科大学附属病院整形外科医師 菅原亮 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 

◇申込 ３月２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時です。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

 

■文化 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

大昔の炭化米を探そう！参加者募集 
 参加者には、クラフトキットを１つプレゼントします。 

◇日時 ３月５日（土）午後１時１５分～ 受付：午後１時～ 

◇場所 長者ヶ平官衙遺跡附東山道跡 集合：暫定多目的広場 

◇内容 民話「長者ヶ平」を聞き、大昔に焼けて炭になったお米を探

します。 

◇解説 市教育委員会職員 

◇対象 どなたでも（３歳から参加可能。小学生以下は保護者同伴） 

◇定員 先着１０名程度 ※参加費無料 

◇持物等 未舗装道のため、汚れてもよい歩きやすい服装、飲物 

◇申込 ３月３日（木）午後５時までに電話等で下記あて申し込む。 

※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。

少雨決行ですが、荒天等により中止する場合は、３月４日（金）午

後５時までに電話連絡します。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
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■各種相談 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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、２月の心配ごと相談は、対面での相談ではなく、

電話相談に変更します。 

◇日時 ２月１６日（水）午前９時～正午 

◇相談先 上記の時間帯に、下記あて電話でご相談ください。 

※今後の開催は、新型コロナウイルス感染症の動向により判断します。 

■問合 市社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８２－３５００ 

    （あすてらすなすからすやま直通） 

 

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

 

ダンボールを使って公園で遊ぼう！ 
◇日時 ２月２７日（日）午前９時３０分～正午 

    受付：午前９時１５分～ 

※雨天または地面の状態が悪い時は３月６日（日）に延期します。 

◇場所 清水川せせらぎ公園東側（Ｃゾーン） 

◇内容 大小様々なたくさんのダンボールを使って、みんなで自由に

工作したり、芝生の上で遊んだりしよう！ 

※コーヒースタンド（彼処珈琲）や衣料・文具等のフリーマーケット

（がじゅまる）も同時に出店予定です。 

◇対象 市内在住の未就学児・小学生の親子 ３０組程度 

※保護者の同伴が必要です。 

◇費用 子ども１名につき２００円（団体保険料、材料費等） 

◇申込 ２月２６日（土）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。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、変更または中止する場合

があります。 

※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 

 

烏山和紙写真展～大自然からのメッセージ～ 
 烏山和紙を活用した写真展を開催します。和紙に印刷した写真は、

全国的にも珍しく、映し出された市内の風景等は他にはない柔らかな

風合いの作品で一見の価値あり！市の魅力を再発見する素敵な写真展

に、ぜひ、お越しください。 

◇１回目 期間：２月１４日（月）～２８日（月） 

     場所：烏山信用金庫本店 

◇２回目 期間：３月１２日（土）～２７日（日） 

     場所：山あげ会館（山あげコモンズ） 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、延期する場合があります。 

■問合 フォトグラファー和嶋歩 ☎０８０－６０７２－３８３０ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ３月５日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 ＪＲ大金駅 

◇散策コース 遊歩道の今 

 大金駅 → 栄出の滝 → 鹿島神社 → 遊歩道 → おぐら体

験村 → 長者川沿いの道 → 大金駅 

◇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 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

確定申告の受付 
◇期間 ２月１６日（水）～３月１５日（火） 

◇場所 烏山庁舎２階第４・５会議室（待合室は第２会議室） 

◇受付 午前の部：午前８時４５分～１１時 

    午後の部：午後１時～４時 

※番号札の配布は午前８時３０分からです。 

※地区割は、１月１５日発行の「広報お知らせ版」または行政区長等

を通じて配布した「確定申告についてのお知らせ」をご覧ください。 

※マスクの着用と代表者一人での来庁、検温にご協力ください。体調

に不安のある場合は来庁自粛をお願いします。 

※感染症の動向により、申告方法や実施期間を変更する場合があります。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

２月の税金 
 ２月２８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 国民健康保険税第８期・介護保険料第８期・後期高齢者

医療保険料第８期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

 

２月下半期の行事予定 
 
日 曜日 行事予定 

１６ 水 
確定申告（～3/15） 
心配ごと相談（電話相談） 

 
 

１７ 木   

１８ 金 もの忘れ相談 烏山庁舎 

１９ 土   

２０ 日 
こころを元気にする週間（～26日） 
【休日当番医】滝田内科医院 

 
☎0287-82-2544 

２１ 月 １歳６か月児健診（13：00～） こども館 

２２ 火 
こころを元気にする日 
２歳６か月児相談（9：30～） 
おひなさまの制作（25 日まで）9：00～16：00  

 
こども館 
こども館 

２３ 水 
天皇誕生日 
【休日当番医】佐藤医院【那珂川町】 

 
☎0287-96-2841 

２４ 木 
行政相談 
窓口業務延長（～19：00） 

烏山庁舎 
烏山庁舎・保健福祉センター 

２５ 金 
３歳児健診（13：00～） 
子育てママのおしゃべり会 10：00～11：00  

こども館 
こども館 

２６ 土   

２７ 日 
移動出前サロン 
【休日当番医】七合診療所 

境公民館 
☎0287-82-2781 

２８ 月 

国民健康保険税第８期・介護保険
料第８期・後期高齢者医療保険料
第８期納期限・口座振替日 
２月分水道料金等口座振替日・納入期限  

 

 
※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。 
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