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■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。 

◇今後の接種案内通知の発送スケジュール 

２回目接種月 
発送予定時期 

６５歳以上 ６５歳未満 

令和３年１０月 令和３年８月以前 発送済 

 令和３年９月 ３月１８日（金） 

令和３年１１月 令和３年１０月 ４月１５日（金） 

令和３年１２月以降 令和３年１１月以降 順次発送予定 

※予約受け付けの混雑を避けるため、発送時期をずらしています。ご

了承ください。 

◇接種時期の考え方 

 市集団接種会場の対象は、２回目接種日から６５歳以上の人は６か

月、６５歳未満の人は７か月経過している人です。ただし、県営会場

では、全ての人（１８歳以上）が６か月経過していれば接種できます。 

【接種予約方法】 
 ３月発送分以降の人から、市の集団接種を希望する場合は、年齢に

関わらず次のいずれかの方法で予約を取る必要があります。接種案内

通知を確認しながら予約してください。 

 ・インターネット（https://g092151.vc.liny.jp/top）またはＬＩＮＥ 

 ・コールセンター（☎０２８－６８０－６６３７） 

※電話番号は１・２回目接種時と異なっていますのでご注意ください。

なお、電話はつながりにくいことが予想されるため、インターネッ

トでの予約をお願いします。 

 ●インターネット予約     ●ＬＩＮＥ 

 

 

 

 

 

◇予約受付開始日時 ３月１６日（水）午前９時～ 

※接種の予約受付開始日当日はインターネット、ＬＩＮＥ、コールセ

ンター全てが午前９時から開始します。翌日からはインターネット、

ＬＩＮＥは２４時間予約が可能です。コールセンターは、平日（祝

日を除く）午前９時から午後５時までです。 

※上記以外での予約は行っていませんのでご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇接種会場・日時 

 ●保健福祉センター（田野倉８５－１） 予約枠：各日約２２０人 

 ・ワクチンの種類：モデルナ 

接種日 時間 

４月１０日（日） ５月 ８日（日） 
（水曜日） 

午後１時３０分～ 

４時３０分 

 

（日曜日） 

午前９時～正午 

４月１３日（水） ５月１１日（水） 

４月１７日（日） ５月１５日（日） 

４月２０日（水） ５月１８日（水） 

４月２４日（日） ５月２２日（日） 

４月２７日（水） ５月２５日（水） 

５月 １日（日） ５月２９日（日） 

 ・ワクチンの種類：ファイザー 

接種日 時間 

４月 ９日（土） ５月 ７日（土） 

午後１時３０分～ 

４時３０分 

４月１６日（土） ５月１４日（土） 

４月２３日（土） ５月２１日（土） 

４月３０日（土） ５月２８日（土） 

 ●那須南病院（中央３－２－１３） 予約枠：各日約６０人 

 ・ワクチンの種類：ファイザー 

接種日 時間 

４月２８日（木） 

午後２時～４時 
５月１２日（木） 

５月１９日（木） 

５月２６日（木） 

※６月以降の日程は決まり次第、広報お知らせ版や市ホームページ等

でお知らせします。 

※追加接種は、交互接種が認められており、十分な効果と安全性が確

認されていることから、現在の感染拡大のなか、早く接種できるワ

クチンから接種していただくことが推奨されています。 

■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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月１５日 Ｎｏ．３９６ 

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。 

 

 

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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■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１８歳～３０歳代の 

期日前投票立会人（市議会議員選挙）の募集 
 ４月２４日（日）に那須烏山市議会議員選挙が執行されます。 

 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３０歳代までの期日

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【４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。 

※希望者多数の場合は、希望に添えない場合があります。 

◇応募方法 ３月３１日（木）までに、申込書（下記備付またはホー

ムページ掲載）に必要事項を記入し、直接持参、郵送、

ＦＡＸまたはメールで下記あて申し込む。 

※メールでの応募の際には、件名に「投票立会人応募申込み」と明記

してください。 

■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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ＪＲ烏山線全線開業１００周年事業 

「からせん」の思い出を募集します 
 令和５年４月に烏山線が全線開業１００周年を迎えます。１００周

年に向け記念事業の一環として、市民の皆さんの「からせん」にまつ

わる懐かしい思い出エピソードを募集します。併せて「からせん」の

思い出の写真がありましたら提供をお願いします。 

※投稿いただいた記事は市の広報紙およびホームページ等に掲載する

場合がありますのでご了承ください。 

◇募集内容 ・「からせん」の思い出（２００文字以上２５０文字以内） 

      ・「からせん」の思い出の写真（掲載等可能なもの） 

※写真はデータまたはプリントアウトしたものでも可としますが、原

則返却しません。返却希望の場合は、窓口に直接ご持参ください。 

※掲載する場合、文字数により表現を変更する場合があります。 

◇応募方法 住所、氏名、連絡先、掲載の可否、匿名希望の有無を記入

のうえ、郵送、ＦＡＸまたはメールで下記あて送付する。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

    ＦＡＸ：０２８７－８３－１１４２ 

    Eメール：machizukuri＠city.nasukarasuyama.lg.jp 

ＪＲ烏山線の時刻が変更となりました 
 ３月１２日（土）に下記のとおりダイヤの改正がありました。市ホ

ームページにも時刻表を掲載しましたので、ご活用ください。 

 改正前 改正後 

時台 
宝積寺発 
（下り） 

宝積寺発 
（下り） 

８ ２３（宇） ２４（宇） 

１５ ３７（宇） ３８（宇） 

※（宇）：宇都宮発着 

※その他の時間帯に変更はありません。 

■問合 ＪＲ東日本お問い合わせセンター 

    ☎０５０－２０１６－１６００（午前６時～午前０時） 

    まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

まちづくりチャレンジプロジェクト 

事業説明会 
 市は、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、補助金を交付し支援を行っています。来年度のテーマ

の詳細や事業の概要等の説明会を開催しますので、応募予定の人は、

事前に下記あて連絡のうえ、必ずご参加ください。 

◇説明会 日時：３月２２日（火）午後３時３０分～ 

     場所：烏山公民館１０４会議室 

◇対象事業 「テーマ準拠型」 

令和４年度 

のテーマ 

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となります。 

補助金 １団体５０万円を上限とし、補助期間1年以内 

団体数 ２団体程度 

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 
 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、市で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

撮影した写真展を開催します。 

※栃木県のまん延防止等重点措置期間が延長されたため、日程を延期

して開催します。 

◇日時 ３月２３日（水）～４月３日（日）午前９時～午後４時 

◇場所 龍門ふるさと民芸館 ※休館日（火曜日）を除く。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

【事業者向け】那須烏山商工会加入案内 
 商工会は、商工業者が地域で持続的な発展が果たせるよう、事業者

に寄り添い、経営改善につながる幅広い事業を行っています。また、

地域と経営者の情報交換や異業種交流の場としても役立っています。 

 具体的な加入のメリット等は、商工会のホームページや広報なすか

らすやま２月号１１ページ（市ホームページでも見ることができます）

で確認できます。ぜひ、加入を検討してみませんか。気軽に下記あて

ご相談ください。 

■問合 那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３ 
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■診療所 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

七合診療所でマイナンバーカードが 

健康保険証として利用できます 

 七合診療所では、マイナンバーカードが健康保険証として利用でき

るようになりました。なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受

診することができ、健康保険証が使えなくなることはありません。 

◇利用に必要なもの 

 ・マイナンバーカード 

 ・利用者証明用電子証明書の暗証番号 

 （マイナンバーカード受け取り時に設定した４桁の暗証番号） 

◇利用手続き方法 

 ①受診時に受付に設置してある顔認証付きカードリーダーにマイナ

ンバーカードを置く。 

 ②顔認証または暗証番号の入力において、本人確認を行う。 

 ③医師等が薬剤情報・特定健診情報等を閲覧することについて、同

意するか確認する。 

 ④カードリーダーの情報をもとに最新の資格情報を確認する。 

※③は、現在準備中です。 

◇マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局 

 「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。詳細

は、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16

743.html）をご覧ください。 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

    市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和４年度家庭ごみ収集カレンダーの配布 
 令和４年度家庭ごみ収集カレンダーは、３月１０日（木）の行政区

長等文書配布で配布しました。 

 カレンダーは、４月～９月と１０月～３月の半年毎の両面印刷で、

１枚を１年間使用します。半年後に裏返して使用しますので、掲示す

る際はご注意ください。 

 なお、ごみカレンダーと、２月の行政区長等文書配布で各世帯に配

布した「家庭用ごみの分け方・出し方」冊子は、自治会未加入等で配

布されていない世帯の人は、下記配布場所でお受け取りください。（市

ホームページには３月末に掲載予定です） 

◇配布場所 烏山庁舎、南那須庁舎、保健福祉センター 

◇配布対象 市内在住世帯者等（原則、1世帯１部） 

◇ごみの出し方・分別 

・新しいごみの収集区分に「リターナブルびん」を追加しました。こ

れは、特定のマークが付いているびんのみが回収の対象となってい

るため、他のびんと出し間違えないようご注意ください。 

・令和４年度から、雑誌・雑紙を資源ごみとして出す際に、紙袋（持

ち手も紙製のものに限る）に入れて出すことができます。ステーシ

ョンに出す際は、中身が出ないように持ち手をひも（できれば紙製）

でしばってください。 

◇ごみ分別アプリ 

 那須烏山市ごみ分別アプリでもごみカレンダーを確認できます。ぜ

ひ、ご活用ください。アプリは、下記のＱＲコードを読み取るか、

「Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ」または「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ」から「那

須烏山市ごみ分別アプリ」と検索するとダウンロードができます。 

●ｉＰｈｏｎｅ版           ●Ａｎｄｒｏｉｄ版 

 

 

 

 

 

 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

あなたの土地が狙われています！ 

 「資材置き場として貸してほしい」「太陽光発電の事業を行いたい」

「優良農地に造成してやる」といった話にのった結果、土地に廃棄物

を不法投棄される、違法な土砂埋め立てをされるといった事例が栃木

県内で起きています。 

 悪質な埋め立ての多くは、問題が発生しても、埋め立てられた土砂

等は撤去されず、放置される場合がほとんどです。土砂の流出等、隣

接地の所有者に迷惑をかけるだけではなく、最終的には、土地所有者

に廃棄物や土砂の処理責任が発生する等多くの不利益が生じることに

なります。 

 いつの間にか自分の土地に廃棄物や土砂を投棄されたというケース

もありますので、ご注意ください。 

◇狙われやすい土地 

 農地として利用していない休耕地、原野等の未利用地、人目につきに

くい山林に位置する土地、ダンプやトラックが出入りしやすい土地 

◇防止策 

 ・安易に土地を貸さない。 

 ・自分だけで判断せず、周りに相談する。 

 ・相手の所在、連絡先、法人の全部事項証明書等を確認する。怪し

い相手の場合には、市や警察に相談する。 

 ・契約に関しては、内容をよく確認し、口約束でなく書面でする。 

 ・所有地に侵入防止策の設置をする等、土地所有者として必要な防

止措置を講じておく。 

◇不法投棄や埋め立てを目撃したら 

 ・直ちに市や警察に通報してください。その際、発見日時、場所、

投棄されている物と量、行為者の情報（車のナンバー等）を分か

る範囲で提供してください。 

 ・トラブルに巻き込まれる恐れがあるため、行為者への声かけ等は

絶対にしないでください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

犬の狂犬病予防集合注射 
◇日程 

区分 実施日 対象地区 

１次 
４月１０日（日）、１１日（月）、１２日（火） 烏山地区 

４月１７日（日）、１８日（月）、１９日（火） 南那須地区 

２次 
６月 ５日（日） 烏山地区 

６月１２日（日） 南那須地区 

※詳細は、広報お知らせ版４月１日発行でお知らせします。なお、６

月の集合注射は、日曜日のみになりますので、ご注意ください。 

◇費用 注射料３，５００円、登録と注射６，５００円 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、延期または中止する場合

があります。あらかじめご了承ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

 

那須烏山市地域福祉計画推進委員の募集 
 第４期市地域福祉計画および同活動計画の策定等にあたり、広く市

民の皆さんの意見を反映させるため、推進委員会の委員を募集します。 

◇任期 任命の日から令和５年３月３１日まで 

◇人数 ２名程度 

◇資格 次のすべての要件を満たす人 

    ・市内に１年以上居住している満２０歳以上の人 

    ・地域福祉活動やボランティア活動等の経験がある人 

    ・平日（昼間）に開催する会議（年３回程度）に出席できる人 

◇申込 ３月２８日（月）までに応募用紙（下記備付）に必要事項を

記入し、下記あて提出する。 

※応募用紙は、市ホームページからも取得できます。 

※選考結果は応募者全員にお知らせします。なお、提出いただいた応

募用紙は返却しません。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_
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重度心身障害者医療費助成制度助成対象拡大 
 重度心身障害者医療費助成制度は、重度の身体・知的障がい者が病院

等を受診した際に要した医療費の自己負担の一部を助成する制度です。 

 ４月１日（金）から新たに精神障害者保健福祉手帳１級所持者が対

象となります。該当する人は申請が必要です。 

◇申請方法 精神障害者保健福祉手帳、本人名義の通帳、健康保険証、

マイナンバーが確認できるものを持参し、下記あて申請

する。 

■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会員募集 
 シルバー人材センターは、高年齢者が働くことを通じて生きがいを

得るとともに、地域社会の活性化に貢献する組織です。健康で働く意

欲のある人を募集しています。 

◇主な仕事内容 

 ・一般作業分野：除草・草刈、屋内外清掃、農作業、墓地清掃 

 ・技能分野：庭木の剪定、障子・ふすま張替、大工仕事 

 ・折衝外交分野：水道検針 

 ・サービス分野：公共施設等清掃、生活援助・高齢者福祉 

 ・派遣業務：運転業務、事業所・工場等の業務 

◇会員になるには 

 市内に居住する、原則６０歳以上の人で働く意欲のある健康な人。

シルバー人材センターの趣旨に賛同し、入会申込書を提出して会費

２，０００円を納入すれば会員になれます。 

◇入会手続き 電話で下記あて問い合わせるか、直接窓口で申し込む。 

※会員に合った仕事を紹介します。技能を活かし、自分のペースで責

任を持って完成させます。仕事をした報酬は、配分金（報酬）とし

てシルバー人材センターから支払います。 

※就業中または就業途上で、万が一怪我をした場合は、シルバー団体

保険で対応します。 

■問合 （公社）那須烏山市シルバー人材センター 

    ☎０２８７－８８－７７３１ 

 

■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

※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「なすからサロン」参加者募集 
 「歴史」「自然地理」「民俗」「古典文学・哲学」「音楽」「文化財巡り」

の６つのコースに分かれて、専門的知識を深める講座です。 

◇４月の内容 

日時 場所 内容・講師 

４月１０日（日） 

午前９時３０分～ 

烏山 

公民館 

開講式：「なすからサロン」について 

４月１０日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

歴史：那須地域の縄文時代  

上野修一 氏 

（なす風土記の丘湯津上資料館館長） 

４月１０日（日） 

午後１時３０分～ 

３時 

自然地理：すごいぞ！なすから 

柏村勇二 氏 

（栃木県立博物館名誉学芸員） 

４月２３日（土） 

午前９時～正午 

ＪＲ小塙駅

駐車場集合 

文化財巡り：森田地域 

小峯洋一 氏（市生涯学習課職員） 

※５月以降の日程や内容等の詳細は、市ホームページや烏山公民館備

付のチラシで確認してください。 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 各コース５０名程度

（文化財巡りのみ２０名程度） 

※申込者が定員に満たない場合、市外の人でも受講できます。 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具（文化財巡りは、汚れてもいい服装、歩きやすい靴） 

◇申込 ４月２日（土）までに申込書（下記備付）に必

要事項を記入し、下記あて申し込む。または、

申込フォーム（https://www.city.nasukarasuyam

a.lg.jp/mailform.php?code=30）から申し込む。 

※申込者が定員に満たない場合、開催日の前日まで随時受け付けます。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

烏山公民館の窓口開設日が変更になります 
 行政組織機構等改革に伴い、令和４年４月１日から、烏山公民館窓

口の開設日および開設時間が変更になります。 

区分 変更前 変更後 

開設日 毎週火曜日～日曜日 毎週火曜日～土曜日 

開設時間 午前８時３０分～午後５時１５分 午前９時～午後５時 

※烏山公民館事務室は、日曜日、月曜日、祝日および年末年始は職員

が不在となりますので、ご注意ください。 

※公民館の利用時間は、これまでどおり午前８時３０分～午後９時 

 ３０分で変更ありません。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■国体・スポーツ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国体デモスポ「ウォーキング大会」参加者募集 
 デモンストレーションスポーツとは、子どもから高齢者まで、誰で

も気軽に参加できるスポーツです。とちぎ国体の実施競技の一つです。 

◇日時 ５月７日（土） ※小雨決行、荒天中止 

    受付：午前８時～ 開会式：午前８時３０分～ 

    スタート：午前９時 最終ゴール：午後１時３０分 

◇場所 市内特設コース （スタート・ゴール：烏山中央公園） 

◇コース ７ｋｍコース・１１ｋｍコース 定員各１５０名 

◇参加資格 県内に居住または在勤、在学している人 

※中学生のみの参加は保護者の同意書が必要です。 

※小学生以下は保護者の同伴が必要です。 

◇費用 １人５００円（同伴者も同額、傷害保険加入、完歩証・参加

賞あり。当日、会場でお支払いください） 

◇申込 ３月２５日（金）までに、参加申込書・参加同意書（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、持参、

またはＦＡＸ・メールで下記あて申し込む。 

※申込期限厳守です。定員になり次第締め切ります。 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

    ＦＡＸ：０２８７－８８－２０２７ 

    Ｅメール：shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp 

 

「国体手作り応援のぼり旗」展示中 
 市内の小中学生が作成した「国体手作り応援のぼり旗」を展示して

います。全国から訪れる選手たちを激励する目的で作成し、国体開催

期間中は本市の競技会場内に設置するものです。ぜひ、ご覧ください。 

◇期間・時間 ３月中（予定） 午前８時３０分～午後５時１５分 

◇場所 南那須庁舎正面玄関ロビー 

◇内容 ４７都道府県手作り応援のぼり旗の展示 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

聖火リレートーチ・記念パネルの巡回展示 
 昨年本市で開催した東京２０２０オリンピック聖火リレーを記念し

て、パネルを作成しました。ぜひ、本物のトーチと一緒にご覧ください。 

◇展示場所・期間 

 ・南那須庁舎正面玄関ロビー：３月２４日（木）まで 

 ・烏山庁舎市民室：３月２５日（金）～３１日（木） 

 ・南那須図書館展示ホール：４月１日（金）～１４日（木） 

 ・山あげ会館山あげコモンズ：４月１５日（金）～５月８日（日） 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

第３３回一般男女ソフトボール大会 
◇日時 ４月１３日（水）～２８日（木）の毎週水・木・金曜日 

    試合開始：午後７時４５分～ 

◇場所 烏山運動公園 

※既に申し込みをしたチームで参加できない場合は、３月３１日（木）

までに電話等で下記あて連絡する。 

■問合 市スポーツ協会ソフトボール部烏山支部事務局（村上） 

    ☎０２８７－８４－３６７２ 
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スポーツ教室参加者募集 
◇スポーツ教室一覧 

教室名 

（募集人数） 

問合先 

対象 
場所 

費用 
開設日・時間 

少年野球 

（20名） 

担当：大山 

☎090-1883-3288 

小学生 

（男女） 

烏山運動公園 

（多目的競技場東グラウンド） 

2,000円 
5月7日～7月9日 

毎週土曜日 

午後6時～8時 

※天候により日程が変更に

なる場合あり。 

卓  球 

（20名） 

担当：塩野目 

☎090-4917-7440 

小学3年生 

～一般 

（男女） 

向田体育館 

1回 

100円 
5月16日～6月16日 

毎週月・木曜日 

午後7時～9時 

剣  道 

（20名） 

担当：相ヶ瀬 

☎090-1031-0614 

小・中学生 

（男女） 

市武道館 

無料 5月10日～6月9日 

毎週火・木曜日 

午後7時～8時 

弓  道 

（南那須10名） 

担当：雫 

☎0287-88-2935 

（烏山10名） 

担当：平山 

☎0287-82-2548 

小学5年生 

～一般 

（男女） 

南那須弓道場・烏山弓道場 

無料 5月9日～5月30日 

毎週月・水・金曜日 

午後8時～9時30分 

女子ソフトボール 

（20名） 

担当：藤本 

☎090-8852-7445 

小学3年生 

～一般 

（女） 

烏山運動公園 

（多目的競技場西グラウンド） 

1回 

100円 

4月16日～6月25日 

毎週土曜日 

午後6時30分～8時30分 

※天候により日程が変更に

なる場合あり。 

※4月30日（土）は休み 

ミニバス 

（40名） 

担当：鈴木 

☎090-8652-8343 

小学生 

（男女） 

烏山小学校 

（体育館） 

1,000円 5月10日～7月12日 

毎週火曜日 

午後6時30分～8時30分 

柔  道 

（30名） 

担当：赤野 

☎090-1810-1458 

小学生 

～一般 

（男女） 

市武道館 

1,000円 5月6日～6月7日 

毎週火・金曜日 

午後7時15分～8時45分 

空 手 道 

（30名） 

担当：沼田 

☎090-1552-7459 

小学生 

～一般 

（男女） 

烏山武道館 

無料 5月7日～6月25日 

毎週水・土曜日 

午後6時30分～8時 

◇申込 電話で各教室の代表者あて申し込む。 

※水泳教室は、後日広報お知らせ版で募集します。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、各教室が延期または中止

する場合があります。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

ディンプルアート教室作品展 
 ディンプルアートは、色鮮やかなステンドグラスのような作品で、

自動車のフロントガラスをリサイクルして作られた那須烏山市発祥の

絵の具を使用しています。ぜひ、ご覧ください。 

◇日時 ３月１８日（金）～２７日（日）※月曜日休館 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 ディンプルアートインストラクター荒井栄子 

    ☎０２８７－８４－２３６２ 

那須烏山市立図書館 臨時休館 
 ４月からの市立図書館指定管理者の変更に伴い、南那須・烏山図書

館を臨時休館します。 

◇期日 ３月３１日（木） 

※図書の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用ください。 

ＣＤ、ＤＶＤの返却は、破損の恐れがあるため開館日に直接カウン

ターに持参してください。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

３月の税金 
 ３月３１日（木）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 市県民税随時分・国民健康保険税随時分・介護保険料随

時分・後期高齢者医療保険料随時分 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

 

令和４年度「協会けんぽ」の保険料率 
 中小企業等で働く人やその家族が加入している健康保険「協会けん

ぽ栃木支部」の健康保険料率は９．９０％へ引き上げ、介護保険料率

は１．６４％へ引き下げになります。４月納付分から変更となります。 

※詳細は、協会けんぽホームページ（https://www.kyoukaikenpo.or.jp/）

でご確認ください。 

■問合 協会けんぽ栃木支部 ☎０２８－６１６－１６９２ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ４月２日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 佐久山運動公園駐車場（箒川の岩井橋の北側） 

◇散策コース 那須野が原の滝と湧水（約８．５ｋｍ） 

 佐久山運動公園駐車場 → 滝沢神社、不動の滝 → 大杉神社、

賀茂神社（田谷川水源、イトヨ生息地） → ミヤコタナゴ保護地 

→ 延命水 → 箒川沿いの道 → 佐久山運動公園駐車場 

◇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 

 

着物で桜とジオサイト散策 
 野山が音を立てて芽吹き始め、心浮き浮きとする季節になってきま

した。思い出の着物を着て春の空気を吸ってみませんか。 

◇日時 ４月９日（土）午前９時～午後３時４０分 ※小雨決行 

◇集合場所 烏山公民館（着付け希望者は午前８時３０分までに集合） 

◇行程 烏山公民館 → 清水川せせらぎ公園 → 龍門の滝（ジオサ

イト、龍門ふるさと民芸館）（昼食） → 南那須図書館 → 

八溝県民休養公園（南那須四季の森） → 烏山公民館（解散） 

◇対象 市内在住者 ２０名（定員になり次第締め切り） 

◇費用 ２，０００円（昼食代、通信費、保険代、写真代） 

◇申込 ３月３１日（木）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。 

※着付けは無料です。下記あて予約してください。 

■問合 街に賑わいを興す会（小堀） ☎０２８７－８２－２６０８ 
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令和４年度広報カレンダー 
 広報カレンダーは、３月１６日（水）から下記施設で配布します。 

 なお、外出困難等により入手することができない人は、下記あてお

問い合わせください。 

◇配布場所 

 烏山庁舎（総合政策課・正面玄関ロビー）、南那須庁舎（正面玄関ロ

ビー）、保健福祉センター、烏山公民館、南那須図書館、烏山図書館 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

国家公務員募集 
◇総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験） 

 ・受付期間 ３月１８日（金）～４月４日（月） 

 ・第１次試験日 ４月２４日（日） 

◇一般職試験（大卒程度試験） 

 ・受付期間 ３月１８日（金）～４月４日（月） 

 ・第１次試験日 ６月１２日（日） 

◇一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級）） 

 ・受付期間 ６月２０日（月）～２９日（水） 

 ・第１次試験日 ９月４日（日） 

※インターネットでお申し込みください。 

 （申し込み専用アドレス：https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html） 

■問合 人事院関東事務局 ☎０４８－７４０－２００６～８ 

 

法務省専門職員（人間科学）募集 
 非行や犯罪に至った原因を分析する職員（矯正心理専門職）、改善更

生のための専門的な指導を行う職員（法務教官）、再犯・再非行の防止

と社会復帰のための支援を行う職員（保護観察官）を募集します。 

◇受付期間 ・インターネット受付：３月１８日（金）～４月４日（月） 

      ・郵送または持参受付：３月１８日（金）～２２日（火） 

※原則として、インターネット申し込みをご利用ください。 

 （申し込み専用アドレス：https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html） 

◇試験日 第１次試験（筆記試験）：６月５日（日） 

◇募集内容 

職名 受験資格 

矯正心理専門職 
４月１日において２１歳以上３０歳未満の人 

※２１歳未満で大卒（見込み）の人は受験可 

法務教官または 

保護観察官 

４月１日において２１歳以上３０歳未満の人 

※２１歳未満で大卒（見込み）、短大卒（見込

み）の人は受験可 

法務教官（社会人） ４月１日において３０歳以上４０歳未満の人 

※詳細は、法務省ホームページ（https://www.moj.go.jp/）で 

ご確認ください。 

■問合 法務省東京矯正管区 ☎０４８－６００－１５０２ 

 

国税専門官（国家公務員）採用試験 
◇受付期間 ３月１８日（金）午前９時～４月４日（月） 

※原則として、インターネット申し込みをご利用ください。 

 （申し込み専用アドレス：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html） 

◇試験日 第１次試験：６月５日（日） 

◇試験の程度 大学卒業程度 

◇受験資格 ・平成４年４月２日～平成１３年４月１日生まれの人 

      ・平成１３年４月２日以降生まれの人で次に掲げる人 

       ①大学（短期大学を除く）を卒業した人および令和５

年３月までに大学を卒業する見込みの人 

       ②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める人 

※詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/about/recruit 

ment/kokusen/02.htm）で確認するか、下記あてお問い合わせくだ

さい。（土・日曜日および祝日は除く） 

■問合 （インターネット申し込みに関すること） 

    人事院人材局試験課（受付：午前９時～午後５時） 

    ☎０３－３５８１－５３１１ 

    （上記以外の問合） 

    関東信越国税局人事第二課（受付：午前８時３０分～午後５時） 

    ☎０４８－６００－３１１１ 

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

 

３月下半期の行事予定 
 
日 曜日 行事予定 

１６ 水 心配ごと相談（電話相談）  

１７ 木   

１８ 金 
小学校卒業式 
ディンプルアート教室作品展示（～27 日） 

 
南那須図書館 

１９ 土   

２０ 日 
市スポーツ協会ソフトボール部審判講習会  
【休日当番医】水沼医院 

緑地運動公園 
☎0287-84-0001 

２１ 月 
春分の日 
【休日当番医】山野クリニック 

 
☎0287-84-3850 

２２ 火   

２３ 水 

行政相談 
５歳児相談（9：30～） 
４か月・８か月児健診（13：00～） 
大喜正昭先生の子育ておしゃべりタイム 10：00～11：30  

烏山庁舎 
こども館 
こども館 
こども館 

２４ 木 

小・中学校修了式 

２歳６か月児相談（9：30～） 
移動出前サロン9：30～13：30 
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 

２５ 金 
２歳児相談（9：30～） 
３歳児健診（13：00～） 

こども館 
こども館 

２６ 土   

２７ 日 
市スポーツ協会野球部審判講習会 
【休日当番医】高野病院（那珂川町） 

緑地運動公園 
☎0287-92-2520 

２８ 月 
１歳児相談（9：30～） 
１歳６か月児健診（13：00～） 

こども館 
こども館 

２９ 火   

３０ 水 ぴよぴよ広場10：00～10：45 こども館 

３１ 木 
市立図書館臨時休館 
移動出前サロン9：30～13：30 
窓口業務延長（～19：00） 

 
境公民館 
烏山庁舎・保健福祉センター - 

※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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