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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１１月以前 令和３年１０月以前 発送済 

令和３年１２月以降 令和３年１１月以降 順次発送予定 

※予約時の混雑を避けるため、発送時期をずらしています。 

◇接種時期の考え方 

 市の集団接種会場の対象は、６５歳未満の人は２回目接種日から７か月

経過している人でしたが、これからは全ての人（１８歳以上）が２回目接

種日から６か月経過していれば接種できるようになりました。 

◇接種予約方法 

 市の集団接種を希望する人は、予約を取る必要があります。接種案内通

知に同封されている、「新型コロナウイルスワクチン追加接種について」

を確認し予約をしてください。 

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

 ・コールセンター（☎０２８－６８０－６６３７） 

※予約枠にキャンセルが出た場合は、その都度予約枠が空きます。随時イ

ンターネット予約サイトで空きがないかをご確認ください。 

◇接種会場・日時 

●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 

５月１２日（木） ６月 ２日（木） ７月 ７日（木） 

午後２時

～４時 

５月１９日（木） ６月 ９日（木） ７月１４日（木） 

５月２６日（木） ６月１６日（木） ７月２１日（木） 

 
６月２３日（木） ７月２８日（木） 

６月３０日（木）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市保健福祉センター（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 

５月 １日（日） ６月 １日（水） 

（水曜日） 

午後１時３０分～ 

４時３０分 

 

（日曜日） 

午前９時～正午 

５月 ８日（日） ６月 ５日（日） 

５月１１日（水） ６月 ８日（水） 

５月１５日（日） ６月１２日（日） 

５月１８日（水） ６月１５日（水） 

５月２２日（日） ６月１９日（日） 

５月２５日（水） ６月２２日（水） 

５月２９日（日） ６月２６日（日） 

 ６月２９日（水） 

 ・ワクチンの種類：ファイザー 

接種日 時間 

５月 ７日（土） ６月 ４日（土） 

午後１時３０分～ 

４時３０分 

５月１４日（土） ６月１１日（土） 

５月２１日（土） ６月１８日（土） 

５月２８日（土） ６月２５日（土） 

※この日程以降の接種日程は決まり次第、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。 

◇１２歳から１７歳までの追加接種 

 準備が整い次第、接種時期を迎える人から順次接種券を発送します。 

■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 

 

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 

４月２９日 

（金・祝） 

第１６回 

市弓道大会 
延期 

市スポーツ協会弓道部（雫） 

☎090-4002-3761 

５月下旬 
チャリティあやめ

まつり 
中止 

烏山地区民俗奉仕協会（五月

女）☎0287-82-3180 

※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 

 

■デマンド交通 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

デマンド交通を利用した人が期日前投票を 

行うと「デマンド交通回数券」がもらえます 
 「デマンド交通乗車証明書」を提出し、市議会議員選挙期日前投票を行

った人に、「デマンド交通回数券」を２枚交付します。 

◇利用方法 

 １．４月１８日（月）～２２日（金）の期間にデマンド交通を利用する。 

 ２．運転士から「デマンド交通乗車証明書」をもらう。 

 ３．常設の期日前投票所受付で「デマンド交通乗車証明書」を提出し、

「デマンド交通回数券」をもらう。（投票後にお渡しします） 

※１枚につき１回、利用できます。 

※数に限り（先着１００名）がありますので、ご了承ください。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 

令和４年４月１５日 Ｎｏ．３９８ 

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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市デマンド交通「回数券」販売開始 
 ４月１５日（金）から、市デマンド交通の回数券の販売を開始します。

１割お得ですので、ぜひ、お買い求めください。 

◇販売価格 ・大人３，０００円（３００円券×１１枚綴り） 

      ・障がい者・小人１，５００円（１５０円券×１１枚綴り） 

※障がい者手帳のご提示をお願いします。 

◇販売場所 デマンド交通車内 

※購入後の払い戻しはできません。 

※デマンド交通は、事前に利用登録が必要です。詳細は、市ホームページ

をご覧いただくか、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 

 

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

 

【参加募集】高校生の皆さん！那須烏山市

のまちづくりをしてみませんか？ 
 この事業は、高校生の視点で、市の活性化や魅力発信に向けたまちづく

り活動を実施するものです。 

◇対象 まちづくりに興味のある市内在住または近隣の高校に通学する

高校生 

◇活動期間 ４月から令和５年３月までの１年間 

※学年は問いません。活動期間中の参加できる期間だけでも可能です。 

◇活動内容 主にワークショップ（年間５回程度）を通して次のことに取

り組みます。 

     ・まち歩きによる市の魅力発見・発信 

     ・高校生発案の企画で地域住民と交流 

     ・取り組み自体を、ＳＮＳ等を通じて発信 等 

※活動は、放課後や休日となります。 

◇申込 ５月２日（月）までに電話またはメールで下記あて申し込む。 

※メールの場合は、住所・氏名・高校名・学年・連絡先を記入。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

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

 

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

 

観光プロモーション動画を公開しました 
 市では、市内の観光地を魅力的に紹介するため、オリジナルの観光ＰＲ

動画（春編・夏編・秋編および総集編）を制作しました。 

 市の公式観光ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル（なすからチャンネル）で順次

掲載していきますので、ぜひ、チャンネル登録 

のうえ、ご覧ください。 

 また、市内の飲食店や宿泊施設等で動画を放映して 

いただける事業者を募集しています。協力していただ 

ける事業者は、下記あて連絡をお願いします。 

■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

【事業者向け】ワーク・ライフ・バランス

推進企業認定制度開始 
 市では、ワーク・ライフ・バランスを推進することで、男女が共に働き

やすい職場環境の実現に取り組む市内企業の認定制度を開始します。認定

後は、広報紙や市ホームページ等で、企業名および取り組み内容等を広く

周知し、企業のＰＲ、イメージアップに繋げていきます。 

◇認定対象 市内に本社、事業所等を有し、ワーク・ライフ・バランスに

積極的に取り組み、その成果を上げている法人 

◇認定基準 働きやすい環境づくり、育児・介護等と仕事の両立支援、女

性活躍推進、地域活動支援の４つの分野ごとの取り組み内容

について審査を行います。 

◇認定期間 認定証の交付を受けた日から３年を経過する年度の３月 

      ３１日まで 

◇申請期間 ６月頃から募集開始を予定しています。詳細は、決まり次第

市ホームページでお知らせします。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

栃木県衣服製造業最低工賃の改正 
 栃木県衣服製造業最低工賃が令和４年４月２１日から改正されます。 

◇適用する家内労働者および委託者の範囲 

 県内で衣服製造業に係る業務に従事する家内労働者およびこれらの業

務を委託する委託者 

◇最低工賃額 以下の２の品目、４の工程、・規格の区分におけるそれぞ

れの金額欄に掲げる金額が改正されます。 

品目 工程 規格 金額 

男子既製洋

服背広上衣 

わき裏まつり（わきの

一部分について行う

ものに限る） 

針目が３ｃｍ 

間隔に５針以上 

１枚につき 

４６円 

ベンツ止め 
２本糸で×印 

しつけ止め 

１か所に 

つき７円 

婦人・子供既

製洋服 

見返し星入れ 
針目が３ｃｍ 

間隔に３針以上 

１０ｃｍに 

つき１７円 

そで付け裏まつり 
針目が３ｃｍ 

間隔に７針以上 

１０ｃｍに 

つき２４円 

■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 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ごみの分別のお願い 
◇燃やさないごみ 

 燃やさないごみの中に、資源物（空きビン、アルミ缶、スチール缶等）

が混入しているケースが非常に多くみられます。混入状態のごみは収集さ

れず他の利用者の迷惑になります。また、混入したまま収集してしまった

場合は、保健衛生センターで手作業での分別が行われています。ごみ処理

の効率化と再資源化推進のため、ごみの分別を徹底して決められた収集日

に出すようお願いします。 

◇リターナブルビンとアルミ缶の収集 

 ４月から、リターナブルビンの収集日を新たに設けました。リターナブ

ルビンと同じ日にアルミ缶の収集がありますが、それぞれ別のコンテナで

出してください。同じコンテナで一緒に出されると、収集作業に支障をき

たしますので、ご協力をお願いします。 

◇ごみ分別アプリ 

 那須烏山市ごみ分別アプリでごみの 

収集日や分別方法を確認できます。 

アプリは、ＱＲコードを読み取るか、    Android版   iPhone版 

「Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ」または「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ」から「那須烏山

市ごみ分別アプリ」と検索することでダウンロードできます。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

４月の税金 
 ５月２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 市県民税随時分・固定資産税第１期・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 

 

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 
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■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４年６月３０日（木）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

を受けて雇用されている人 

◇支給要件 下記のすべての条件を満たす人 

 ・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４年６月３０日(木) 

※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は、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 

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 
 国民年金第１号被保険者が出産する際、出産予定日または出産日が属す

る月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除されます。 

 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月

前から６か月間の国民年金保険料が免除されます。 

※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。（死産、流産、

早産、人工妊娠中絶を含みます） 

◇対象 国民年金第１号被保険者で出産日が平成３１年２月１日以降の人 

【出産前に届出をする場合】 
◇必要書類 ・母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等出産予定日が

確認できる書類 

      ・基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの 

      ・本人確認ができる書類（運転免許証等） 

【出産後に届出をする場合】 
◇必要書類 ・母子健康手帳、その他出産の日および親子関係が確認でき

る書類 

      ・基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの 

      ・本人確認ができる書類（運転免許証等） 

【共通事項】 
◇届出時期 出産予定日の６か月前から届け出が可能です。 

◇届出先 烏山庁舎市民課および南那須庁舎市民課南那須分室 

※産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老

齢基礎年金の受給額に反映されます。 

※付加保険料については、産前産後期間も納付することができます。 

■問合 市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 

    市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    日本年金機構宇都宮東年金事務所 ☎０２８－６８３－３２１１ 

 

■道路管理 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

茨城県常陸大宮市大岩地内の夜間全面通行止め 
 主要地方道那須烏山御前山線における茨城県常陸大宮市大岩地内の舗

装修繕工事に伴い、夜間全面通行止めとなります。誘導看板の指示に従い、

迂回のご協力をお願いします。 

◇箇所 茨城県常陸大宮市大岩地内 

◇期間 ４月１８日（月）～２２日（金）のうち２日間 

※荒天時は工事を行いません。 

◇時間 午後９時～翌朝の午前５時 

■問合 茨城県常陸大宮土木事務所 ☎０２９５－５２－３１５２ 

道路の花いっぱい事業 参加団体の募集 
 県道路河川愛護連合会では、花と緑のある道路環境の美化や自然環境の

保全等を目的に、道路の花いっぱい事業を実施します。 

◇事業内容 道路の緑地帯、空き地等への草花等の植栽・管理 

◇対象団体 自治会、老人会、子ども会等（おおむね１０名以上） 

◇申込 ５月１３日（金）までに、団体名・代表者住所・氏名・電話・実

施路線・箇所・長さ・作業内容（植栽する花の種類）を明記し、

下記あてお申し込みください。 

※後日、作業風景・開花風景の写真を提出していただき、交付金 

 （３，０００円程度）を交付します。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■市営住宅 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
◇募集住宅 ・野上住宅２０１号室（野上１１３５） 1戸 

       間取り：和室３間・洋室 1 間・台所・浴室（浴槽あり）・

物置・水洗トイレ 

       家賃：月額２１，８００円～３２，５００円 

◇入居資格 ※最短の場合、６月1日頃に入居が可能です。 

 ・市内在住または在勤で、同居する親族がいる人 

  （６０歳以上または身体障がい者の人は単身入居できる場合あり） 

 ・収入が基準額以下、現に住宅に困窮している人 

 ・入居者および同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号」に規定する「暴力団員」でない人 

 ・原則、市内在住者の連帯保証人がいること 

◇敷金 決定家賃の３か月分 

◇申込 ４月１５日（金）～２８日（木）に下記あて申し込む。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■交通安全 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

優良運転者「県表彰」申請受付 
◇県表彰区分 

４０年表彰 昭和５７年３月３１日以前に運転免許証を取得した人 

３０年表彰 
平成３年４月１日から平成４年３月３１日までの間に運

転免許証を取得した人 

２０年表彰 
平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの間

に運転免許証を取得した人 

※現在所持している運転免許証で最古の免許証取得年月日（原付免許等を

含む）が起算日です。 

◇審査事項 過去５年以上（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日）

自己の責任による交通事故歴がなく、かつ、交通違反点数が

合計３点以内の人。 

◇申込 ５月１３日（金）までに運転免許証・印かん・６７０円（運転記

録証明書交付手数料）を持参し、下記あて申し込む。 

■問合 那須烏山交通安全協会事務局（那須烏山警察署内） 

    ☎０２８７－８３－１６０１ 

 

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

 

栃木県ひとり親家庭福祉連合会 就業支援講習会 
 ひとり親家庭の父または母を対象に、講習会を実施します。 

介護職員初任者研修 定員８人 （株）ニチイ学館 

（宇都宮市馬場通り 

１－１－１１） 

医療事務講座 定員５人 

調剤薬局事務講座 定員５人 

◇受講料 無料（各講座とも、教材費の自己負担あり） 

◇申込方法 県ひとり親家庭福祉連合会（宇都宮市野沢４－１ ☎０ 

      ２８－６６５－７８０１）あてお問い合わせください。受講

にあたり申込後に面接等があります。詳細は、ホームページ

（http://www.tochiboren.jp/）をご覧ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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なすから赤ちゃん応援券の取扱店募集 
 本市に住所のある１歳までのお子さんに、市内店舗でオムツ・ミルク等

を購入できる応援券を交付しています。赤ちゃんのいる家庭が市内で対象

商品を購入できる店舗を充実させるため、取扱事業者を募集します。 

◇対象店舗 市に店舗を置く事業者 

◇商品引換 市が発行する応援券を持つ市民が、商品を購入する際に金額

相当分と引き換える。 

◇市への請求 市指定の請求書に応援券（現物）を添付して提出する。 

◇申込 随時募集しています。詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
 

産後サポート事業「おひさま」 
◇日時 ４月２０日（水）午前１０時～１１時３０分 

    受付：午前９時４０分～ 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 母親の健康チェック、赤ちゃんの体重測定、ベビーマッサージ等 

◇今月の対象 市内在住の令和３年１２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（動きやすい服装で参加ください） 

◇申込 ４月１９日（火）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 
 

子育て支援センターきらきら「こいのぼりを作ろう」 
◇期間 ４月１８日（月）～２８日（木）（申込不要） 

※子育て支援センター利用時に作れます。材料の持ち帰りもできます。 

※利用時間・入室人数等を制限させていただく場合があります。事前に下

記あてお問い合せいただくと利用時間等をご案内できます。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 
 

■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

キング法です。フレイル予防としてはじめてみませんか？ 

◇日時 ５月１０日（火）・１７日（火）・２４日（火）、６月７日（火） 

    各日とも午後１時３０分～３時（予定） 

◇場所 保健福祉センター多目的室（田野倉８５－１） 

◇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 ※費用は無料です。 

◇持物 飲物（ノルディックポールは教室開催期間中貸し出します） 

◇申込 ５月６日（金）までに下記あて申し込む。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
 

風しん予防接種の助成 
◇対象 市内に住所を有し、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 

 ・１９歳以上４９歳以下の妊娠を予定するまたは希望する女性とその配

偶者（年齢基準日は接種日当日） 

 ・妊娠している女性の配偶者 

◇助成金額 ・風しんワクチン ３，０００円 

      ・麻しん風しんワクチン ５，０００円 

◇接種券申請窓口 健康福祉課（保健福祉センター） 

◇申請に必要なもの 健康保険証、運転免許証等 

※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

おおむね１か月以内に申請してください。（期限を過ぎると、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 

風しん(成人)の追加的対策 
 風しんの予防接種を受ける機会がなかった年代の男性は、他の世代に比

べて抗体保有率が低くなっています。そのため、昭和３７年４月２日から

昭和５４年４月１日の間に生まれた男性が風しんの定期接種対象となっ

ています。お届けしたクーポン券を使用し、「風しんの抗体検査」と「風

しんの第５期定期接種」を無料で受けることができます。対象者の人には

クーポン券を３月下旬にお届けしました。 

◇クーポン券発送対象者 

 市に住所を有している男性で令和元年度から令和３年度未受診者(昭和

３７年４月２日から昭和５４年４月１日)生まれの人にクーポン券を送付

しています。 

◇クーポン券有効期限 令和５年３月３１日(金) 

◇予防接種までの流れ 

 １．クーポン券が届く 

 ２．医療機関または職場や市の健診で、抗体検査を受ける。 

 ３．検査の結果、抗体価が低いと判断された場合は、医療機関で予防接

種を受けてください。 

※抗体検査・予防接種は無料で受けられます。 

※抗体検査・予防接種を受けられる医療機関等のリストは、厚生労働省の

ホームページでご確認ください。 

※クーポンを紛失した場合は、下記で再発行しますので、運転免許証・マ

イナンバーカード・健康保険証等ご持参ください。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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。年齢基準日は令和５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がいを有する人（身体障害者

手帳１級相当） 

◇助成金額 ４，０００円上限 

◇接種券申請窓口 健康福祉課（保健福祉センター）、市民課（烏山庁舎） 

◇申請に必要なもの 健康保険証、運転免許証等 

※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

おおむね１か月以内に申請してください。（期限を過ぎると助成対象と

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 

 

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 ※すべて予約（申込）が必要です。 

期日 場所 受付時間 

５月１７日（火） 烏山体育館（中央２－１３－１２） 

午前８時１０分 

～１０時３０分 

５月１８日（水） 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

５月２０日（金） 野上体育館（野上７０３） 

５月２３日（月） 向田体育館（向田２１８７） 

５月２７日（金） 
保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◎婦人検診等あり 

※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（国民健康保険・後期高

齢者医療保険加入の人はおおむね５月中旬頃に発送予定）を持参くださ

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 

 

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

 

子ども体験教室事業「若鮎クラブ」参加者募集 
 市内の小学生を対象に、週末における自然体験活動等の様々な体験や交

流活動ができる事業を行います。 

◇期間 ５月２９日（日）～令和５年３月４日（土）（全１０回） 

※おおむね土曜日に実施します。 

◇活動場所 烏山公民館および現地 

◇内容 川・山等での自然体験教室、地域の文化の学習、昔遊び教室、料

理教室等様々です。 

◇対象 市内の小学1年生～６年生（定員２０名） 

※定員を超えた場合は抽選となります。また、年間を通して参加できる人

を募集しています。（途中からの参加はできません） 

◇費用 年額１５，０００円程度（材料代・使用料等実費負担） 

※詳細は申込者に通知します。送迎は保護者にお願いします。 

◇申込 ４月２２日（金）までに申込書（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。（郵送、ＦＡＸ

可） ※学校を通した申し込みは受け付けていません。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

    ＦＡＸ：０２８７－８８－２０２７ 

    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

 

生涯学習情報誌「おたのしみプラン」配布 
 令和４年度版「おたのしみプラン」は、自治会内において各班回覧をし

ています。なお、烏山公民館、南那須図書館、烏山図書館、市役所烏山庁

舎・南那須庁舎、保健福祉センター、こども館の窓口等に設置しています

ので、必要な人はお持ち帰りください。 

 また、市ホームページに掲載していますのでご活用ください。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

※烏山公民館事務室は、日・月曜日、祝日および年末年始は休みです。 

※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 「玄関前ガーデニング」参加者募集 
 玄関前を、ハンギングバスケットで華やかに飾ってみませんか。 

◇日時 ①５月２８日（土） ②１０月２０日（木） 

※時間は、いずれも午前１０時～１１時３０分です。 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１２名 

◇内容 ①夏の草花でハンギングバスケットを作る。 

    ②秋から冬の草花でハンギングバスケットを作る。 

◇講師 星義行 氏 

◇持物 作業用手袋、新聞紙、シャベル、筆記用具 

※作業ができる服装、マスク着用をお願いします。 

◇費用 各回３，５００円程度（材料費実費） 

◇申込 ４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。（１回だけの参加も可能です） 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座 「ちくちく刺し子教室」参加者募集 
 日本伝統の針仕事「刺し子」。温もりのある花ふきんを作りませんか。 

◇日時 ①６月２日（木） ②６月１６日（木） ③６月３０日（木） 

※時間は、いずれも午後１時３０分～３時３０分です。 

◇場所 南那須公民館第１会議室 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１２名 

◇内容 刺し子の基礎を学び、花ふきんを作る。 

◇講師 増渕盟美 氏 

◇持物 裁縫道具、刺し子針、チャコペンシル、定規、筆記用具 

◇費用 ５００円程度（材料費実費） 

◇申込 ４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。（全回参加できる人が優先です） 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

公民館講座「なすからサロン」参加者募集 
 ６つのコースに分かれて、専門的知識を深める講座です。 

◇５月の内容 

日時 場所 内容・講師 

５月１日（日） 

午前１０時～１１時３０分 

烏山 

公民館 

自然地理：那須烏山の地史① 

酒井豊三郎 氏（宇都宮大学名誉教授） 

５月１日（日） 

午後１時３０分～３時 

歴史：市内の史跡を知ろう 

石下翔子 氏（市生涯学習課学芸員） 

５月８日（日） 

午後１時３０分～３時 

古典文学：「奥の細道」を往く① 

和田貞夫 氏（氏家歴史文化研究会会員） 

５月２８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 

柏村勇二 氏（栃木県立博物館名誉学芸員） 

小峯洋一 氏（市生涯学習課職員） 

※６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） ※費用は無料です。 

※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。 

◇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 初めて参加する人は、開催日の前日までに申込書（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（h

ttps://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/mailfor

m.php?code=30）から申し込む。 

※一度申し込みした人は、改めての申し込みは不要です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
 

公民館講座 「なすから自然観察会」参加者募集 
 湿地や河原等、異なる環境に生息する小動物等や地形等を観察します。 

◇内容 

 日時 内容 

１ 
６月４日（土） 

午前９時３０分～正午 

【龍門の滝～江川沿い～烏山中学校】 

中川層群の火山岩類と荒川層群の砂岩の観察、陸

化後の地形の形成について概説 

２ 
８月６日（土） 

午前９時３０分～正午 

【大桶運動公園・那珂川河原】 

八溝層群のチャートと河原の石の観察 

３ 
９月３日（土） 

午前９時３０分～正午 

【大金トンネル周辺】 

シダ植物の観察 

４ 
１０月１日（土） 

午前９時３０分～正午 

【下川井・藤田】 

シモツケコウホネと残存ブナの観察 

５ 
１１月５日（土） 

午前９時３０分～正午 

【落合・滝】 

サケの遡上観察と滝や段丘崖のでき方を概説 

６ 
２月４日（土） 

午前９時３０分～正午 

【小塙・猿久保田んぼ公園】 

水辺の植物の観察と谷津地形の形成について概説 

◇集合 南那須公民館（岩子６－１） ※観察地へは市有バスを使用。 

◇講師 市生涯学習課職員 小峯洋一 氏 

    栃木県立博物館名誉学芸員 柏村勇二 氏 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 先着３０名 

◇持物 筆記用具 ※費用は無料です。 

◇申込 ４月１６日（土）～３０日（土）の午前９時～午後５時に電話等

で下記あて申し込む。 

※申込者が定員に満たない場合、開催日の１週間前まで受け付けます。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
 

■法律相談 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 ５月１９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 ※費用は無料です。 

◇申込 ４月２６日（火）～５月６日（金）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・日曜日および祝日を除く。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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■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館 催し物案内 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ４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、かんたん工作等 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ４月１６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、かんたん工作等 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

図書館 こどもの読書週間企画展示 
【南那須図書館】 

◇日時 ４月１６日（土）～５月１２日（木） 

◇場所 南那須図書館 

◇内容 画家のｊｕｎａｉｄａさんの絵本作品のパネルを展示します。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館】 

◇日時 ４月１６日（土）～５月１２日（木） 

◇場所 烏山図書館 

◇内容 「乙女の本棚」シリーズのパネルを展示します。 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

図書館 あかちゃんタイム 
 「子どもが騒いだらどうしよう」と心配でゆっくり本を見られないとい

う小さいお子さん連れの保護者に、気兼ねなく図書館を利用していただく

よう「あかちゃんタイム」を実施します。 

◇日時 ４月２０日（水）午前１０時～正午 

◇場所 烏山図書館 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

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

 

烏山和紙写真展・なすからお話会 
 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です。写真展の初日には、烏山和紙にまつわるトーク

イベントを開催します。本市の特産品の烏山和紙の魅力や可能性、地域活

性について掘り下げます。ぜひ、ご参加ください。 

◇写真展 ４月１６日（土）～５月１日（日）午前９時～午後４時 

※火曜日定休。入場料は無料です。 

◇なすからお話会 ４月１６日（土）午後１時～ 

◇場所 山あげ会館（山あげコモンズ） 

■問合 フォトグラファー和嶋歩 ☎０８０－６０７２－３８３０ 

    なすから特派員大橋尚子 ☎０９０－４６２８－６５２７ 

 

南那須の自然と文化を考える会 ブラリなすから 
◇日時 ５月７日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 龍門の滝駐車場（江川沿い） 

◇散策コース 龍門の滝から烏山市街地散策（約５ｋｍ） 

 太平寺 → 龍門の滝 → 烏山線沿いの道 → 山あげ通り → 

 天性寺 → 烏山小学校 → 滝駅 

◇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 

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

 

第１７回市民柔道大会 参加者募集 
◇日時 ６月２５日（土）午前９時３０分～ 

    受付：午前８時～、開会式：午前９時～ 

◇場所 市武道館（大金２４０） 

◇参加資格 市内在住、在勤および在学（小・中・高）の人 

◇申込 ５月３１日（火）までに下記あて申し込む。 ※費用は無料 

■問合 市スポーツ協会柔道部（横嶋） ☎０２８７－８８－９４６９ 

 

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

 

４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 

おたのしみ会14：00～14：30 

南那須図書館 

烏山図書館 

１７ 日 
市民野球大会～5/1 

【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） 

烏山野球場 

☎0287-92-2034 

１８ 月   

１９ 火 ２歳６か月児相談（午前） 保健福祉センター 

２０ 水 

心配ごと相談 

産後サポート事業「おひさま」（要予約）受付 9：40～10：00  

あかちゃんタイム10：00～正午 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

烏山図書館 

こども館 

２１ 木 

５歳児相談（午前） 

移動出前サロン9：30～13：30 

４か月・８か月児健診（午後） 

窓口業務延長（～19：00） 

保健福祉センター 

藤田公民館 

保健福祉センター 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２２ 金 ３歳児健診（午後） 保健福祉センター 

２３ 土   

２４ 日 
市議会議員選挙投開票日 

【休日当番医】烏山台病院 

 

☎0287-82-2739 

２５ 月 
１歳児相談（午前） 

１歳６か月児健診（午後） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２６ 火   

２７ 水 

行政相談 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

4月分水道料金等口座振替日 

烏山庁舎 

こども館 

 

２８ 木 
移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長（～19：00） 

藤田公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２９ 金 
昭和の日 

【休日当番医】熊田診療所 

 

☎0287-88-2136 

３０ 土    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


