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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 

令和３年１２月以前 発送済 

令和４年 １月以降 順次発送予定 

※予約受付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 ２回目接種日から６か月経過していれば接種ができます。 

【１８歳以上の追加接種】 

◇接種予約方法 

 市の集団接種を希望する場合は、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 

●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１８日（水） 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２２日（日） ６月 ５日（日） 

５月２５日（水） ６月 ８日（水） 

５月２９日（日） ６月１５日（水） 

 
６月２２日（水） 

６月２９日（水） 

・ワクチンの種類：ファイザー 

接種日 時間 

５月２１日（土） ６月 ４日（土） ７月２日（土）  
（水・土曜日） 
午後１時３０分～

４時３０分 
（日曜日） 
午前９時～正午 

５月２８日（土） ６月１１日（土） ７月３日（日） 

 

６月１２日（日） ７月６日（水） 

６月１８日（土） ７月９日（土） 

６月１９日（日） 

 ６月２５日（土） 

６月２６日（日）  

●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１９日（木） ６月 ２日（木） ７月 ７日（木） 

午後２時～４時 

５月２６日（木） ６月 ９日（木） ７月１４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）  

※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

ています。早く接種できるワクチンから接種することをお勧めします。 

【１２歳～１７歳の追加接種】 

◇接種予約方法 予約は、電話での予約となります。 

・予約先：健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

     ☎０２８７－８２－７５３５ 

・予約受付時間：午前９時～午後５時（平日のみ） 

◇接種会場・日時 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１） 

・ワクチンの種類：ファイザー 

５月予約枠：各日９８人 

接種日 時間 

５月２１日（土） 
午後１時３０分～４時３０分 

５月２８日（土） 

６月予約枠：各日１４人 

接種日 時間 

６月 ４日（土） 

午後１時３０分～２時 

午後４時～４時３０分 

６月１１日（土） 

６月１８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。 

【１０代、２０代の男性のワクチン接種】 

 心筋炎等の副反応の関連から、ファイザー社製ワクチンを接種すること

が選択できます。接種を希望の人は、ご相談ください。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

    (午前９時～午後５時) 

    ☎０２８７－８２－７５３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年５月１５日 Ｎｏ．４００ 

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

 

まちづくりチャレンジプロジェクト事業 

の追加募集 
 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が、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います。 

◇募集期間 ５月１６日（月）～３１日（火） 

◇対象団体 次の要件を満たす団体（ボランティア団体、ＮＰＯ、各種団

体、自治会、企業等）を対象とする。 

 ・構成員が５人以上で、構成員の過半数が市内に在住・在勤・在学して

いること。 

 ・団体の代表者が成年者（１８歳以上）であること。 

 ・団体運営に関する定款・規約・会則があること。 

◇対象事業 「テーマ準拠型」 

本年度の 

テーマ 

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、⑥その他の地域課題に取り組む事業 

※①～⑥について自由発案でご応募ください。 

「⑥その他の地域課題」について、推奨テーマは下記の

とおりです。 

・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 

補助金 １団体５０万円を限度とし、補助期間1年以内 

団体数 １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。 

◇対象外事業 

 ・団体構成員の親睦や趣味的な活動を目的とするもの。 

 ・宗教活動または政治的活動を目的とするもの。 

 ・国・地方公共団体、その他公益事業を行う団体から他の補助金の交付

を受けたものまたは受ける予定のもの。 

◇審査方法 外部委員を含む審査会で、提出された企画提案書と公開プレ

ゼンテーション（事業説明・質疑応答）の内容を審査します。 

◇応募方法 所定の企画提案書等（下記備付および市ホームページ掲載）

に必要事項を記載し、下記あて提出する。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ペットボトルの出し方 
 ごみステーションに出されるペットボトルについて、誤った出し方をし

ている人が見られます。ルールに違反したごみは収集できません。ごみの

分け方、出し方を確認し、ごみ出しをしていただくようお願いします。 

◇ペットボトルの出し方 

・水で洗って乾かし、中身のない状態にしてコンテナで出してください。 

・コンテナの代わりとして、市指定の燃やすごみの袋を使用できます（そ

の他の袋は不可）。あくまで「コンテナの代わり」なので、ペットボト

ルだけを収集し、ごみ袋はそのまま置いていきます。出した人が残され

た袋を回収してください。また、袋の口をしばった状態で出されると、

ペットボトルが取り出せないので収集できません。 

・キャップやラベルは外して燃やすごみで出してください。 

・油容器等はペットボトルとして収集するごみではありません。燃やすご

みで出してください。 

・色付きのものや、インク等の塗料が付着したものは、燃やすごみで出し

てください。 

◇ごみの分別冊子について 

 市では、ごみの分け方、出し方に関する冊子を作成し、本年２月に各世

帯に配布しました。ごみの出し方のルールや注意点を掲載していますので、

ご確認ください。また、冊子を持っていない人は、下記で配布しています

ので、ぜひ、ご利用ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

とちぎの環境美化県民運動 
 環境美化運動は、環境美化はもちろんのこと、一斉清掃活動により地域

社会における市民の交流や協力を深めるものです。本市でも、５月２９日

（日）（県民統一行動日）を市内全域一斉清掃日としますが、各行政区お

よび各自治会内において日時を決め実施します。自治会、事業所等各種団

体をとおして清掃活動にご協力ください。 

◇場所 道路、路肩、側溝、河川等の公共用地 

◇内容 清掃活動、草刈、清掃時に出たごみの分別（「家庭用 ごみの分

け方・出し方」の冊子を参考に分別してください） 

※分別したごみは、種類ごとに収集日に出してください。 

※ごみステーションで収集しないごみ（タイヤ、バッテリー等）は別途、

市で回収しますので下記あてご連絡ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

 

田野倉地区の交通規制 期間の変更 
 主要地方道宇都宮那須烏山線における田野倉地区金田橋の架替工事に

伴う車両通行止め期間を変更します。 

◇車両通行止め区間 

 路線名：主要地方道 宇都宮那須烏山線 

 区間：田野倉交差点～市役所（南那須庁舎）前交差点 

※歩行者および自転車は仮設橋を利用できます。 

◇変更後の車両通行止め予定期間 令和５年２月２８日（火）まで 

◇迂回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※迂回路の詳細は、県烏山土木事務所ホームページ(https://www.pref.t

ochigi.lg.jp/h58/2021ukarasu_tuukoudome.html)をご覧ください。 

■問合 県烏山土木事務所 ☎０２８７－８３－１３１５ 

 

■人権相談 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

特設人権相談所を開設します 
 ６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。これにちなみ「特設人

権相談所」を開設しますので、ご利用ください。 

◇日時 ６月１日（水）午前９時～正午 

◇場所 市社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７） 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

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

 

「鳥獣被害対策実施隊」の活動 
 市では、野生鳥獣による農作物等の被害軽減のため、「那須烏山市鳥獣

被害対策実施隊」が銃器による有害鳥類の捕獲、わなや銃器による有害獣

（野生イノシシ）の捕獲等の活動をしています。特に、野生イノシシによ

る農作物等の被害については、鳥獣被害対策実施隊員が農政課への被害申

告に対して被害の防除指導や、わなによる捕獲等の活動をしています。農

作物等への被害を受けて困っている人は、下記あてご連絡ください。 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 
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有害鳥類（カモ・カラス等）の捕獲実施に 

伴う危険防止にご協力ください 
 市では、定植後まもない水稲への被害を防止するため、次によりカモや

カラス等の有害鳥類の捕獲を実施します。有害鳥類の捕獲方法は、市鳥獣

被害対策実施隊による銃器での捕獲となります。銃器の使用は安全面に十

分注意して捕獲実施をしますが、捕獲実施期間中は農作業や外出時には周

囲に注意する等、市民の皆さんも危険防止にご協力をお願いします。 

◇実施期間 ５月２２日（日）・２８日（土）、６月５日（日）の３日間 

※日の出から、日没までの時間帯 

◇実施区域 市全域の水田等 

◇従事者 市鳥獣被害対策実施隊員 

◇対象鳥類 カルガモ、カラス、キジバト、ゴイサギ、カワウ、アオサギ 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

春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。本県では農作業中の事故によ

る死亡者は過去１０年間で６８名おり、そのうち約３分の１が乗用型トラ

クターの事故によるものです。年齢別では約８割が６５歳以上となってい

ます。田植え等の農繁期を迎えるにあたり、乗用型トラクターの死亡事故

低減のため、シートベルトおよびヘルメットの着用徹底に重点をおいた春

の農作業安全確認運動を６月３０日（木）まで実施します。農作業を行う

際は、家族や仲間どうしで声かけを行い、安全確保を意識しましょう。 

※詳細は、県ホームページ（https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/nous

agyouanzen.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 

 

■年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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。給付金の受け取りには、年金生活者支援給付金請求書の提

出が必要です。事務手続き等は日本年金機構（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 

 次の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８８１，２００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「４，７２１，０００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給できる人 

 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） 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

５月の税金 
 ５月３１日（火）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 軽自動車税第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 

軽自動車の継続検査（車検）はお早めに！ 
 令和３年度の継続検査（車検）用軽自動車税納税証明書の有効期限は、

５月３０日（月）までです。 

 車検は車検有効期限の１か月前から受けることができますので、５月末

から６月上旬に車検有効期限を迎える車両は、早めに車検を受けることを

お勧めします。 

 口座振替で納税した場合、本年度軽自動車税は５月３１日（火）が振替

日ですが、金融機関から市へ引き落としの報告が届くまで窓口で納税の確

認ができません。口座振替を利用している人で５月３１日、６月１日に継

続検査（車検）用納税証明書が必要な人は、口座振替されたことが確認で

きる通帳を税務課（烏山庁舎）あてお持ちください。 

 なお、口座振替を利用する人には６月１０日頃に継続検査用納税証明書

付きの口座振替済通知書（ハガキサイズ）を送付します。（口座振替済通

知書は車検がある車両分のみ送付） 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

【事業者向け】事業復活支援金の申請は 

５月３１日までです（事前確認は５月２６日まで）  
 国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人・個人事業

者等に対し、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金を給付し

ています。申請期限は５月３１日（火）です。対象となると思われる事業

者で、まだ申請が済んでいない場合は、早めに申請してください。 

◇給付対象 

 次のすべてを満たす中小法人・個人事業者が給付対象となります。 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

・令和３年１１月～令和４年３月のいずれかの月（対象月）の売上高が、

平成３０年１１月～令和３年３月の間の任意の同じ月（基準月）の売上

高と比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者 

◇給付上限額 

 中小法人等は上限最大２５０万円、個人事業者等は上限最大５０万円 

◇給付額の算定方法 

 基準期間の売上高－対象月の売上高×５か月分 

◇その他 

・申請前に必要な登録確認機関（商工会、金融機関、 

税理士等）による事前確認の実施は５月２６日（木）までです。 

・詳細は、事業復活支援金事務局のホームページでご確認ください。 

■問合 事業復活支援金事務局相談窓口 ☎０１２０－７８９－１４０ 

 

「消費生活相談員資格」の取得に 

挑戦してみませんか 
 全国の消費生活センターでは、消費生活相談員が地域の消費生活に関す

る様々な相談にあたっています。「消費生活相談員資格」は、消費者安全

法に基づく消費生活相談員のための国家資格です。 

◇受験資格 年齢、性別、学歴、実務経験等不問 

◇申込期間 ６月２０日（月）～８月１日（月） 

◇申込方法 受験申込書および返信用封筒（Ａ４サイズを折らずに入れら

れる封筒に２１０円切手貼付、宛先明記）を簡易書留で郵送

してください。８月１日（月）当日消印有効。 

◇受験手数料 １４，３００円（税込） 

【第１次試験（マークシート式試験・論文試験）】 

◇日時 １０月１５日（土）午前９時４０分～午後３時３０分 

◇場所 全国２２か所（近隣だと茨城、埼玉、東京） 

※第２次試験等詳細は、下記あて問い合わせるか、国民生活センターホー

ムページ(https://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html)をご確

認ください。 

※受験要項は、国民生活センターホームページからダウンロードできます。 

■問合 （独）国民生活センター教育研修部資格制度課 

☎０３－３４４３－７８５５ 

〒１０８－８６０２ 東京都港区高輪３－１３－２２ 
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働き方改革関連セミナー 
 県では、中小企業・小規模事業者を対象として、環境が激変している今

求められる働き方改革について、セミナーを開催します。費用は無料です。 

◇日時 ６月２３日（木）午後１時３０分～３時３０分 

    受付：午後１時～ 

◇場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

◇内容 「働き方改革」「助成金関係」「那須烏山市施策」等 

※今年度から市で実施する「ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度」 

の説明も行います。 

◇対象 経営者、人事労務責任者等 先着２０名 

◇申込 ６月１４日（火）までに申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまた

はメールで下記あて申し込む。電話での申し込みもできます。 

※申込書は市ホームページから取得できます。 

■問合 県宇都宮労政事務所 ☎０２８－６２６－３０５３ 

    ＦＡＸ：０２８－６２６－３０５４ 

    Ｅメール：utsunomiya-roj@pref.tochigi.lg.jp 

 

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

 

禁煙週間が始まります 
 ５月３１日は世界保健機構（ＷＨＯ）が定める「世界禁煙デー」です。

国でも５月３１日（火）から６月６日（月）までを禁煙週間とし、「たばこ

の健康影響を知ろう！～若者への健康影響について～」を今年のテーマと

しています。 

 また、令和２年４月から改正健康増進法が全面施行され、多くの人が利

用する施設等で望まない受動喫煙をなくし、施設等の種類に応じた受動喫

煙防止対策が取り組まれています。 

 これを機会に、喫煙の危険性および禁煙の重要性等について、一人ひと

りが身近な問題として考えてみましょう。 

■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 
 健診会場では新型コロナウイルス感染症の予防に努め実施しています。 

◇日程 ※全て予約（申込）が必要です。 

期日 場所 受付時間 

６月 ２日（木） 

【女性の日】 
烏山体育館（中央２－１３－１２） 

◎婦人検診等あり 

午前８時１０分 

～１０時３０分 

６月 ５日（日） 

６月１０日（金） 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

６月１５日（水） 
保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◎婦人検診等あり 

６月２０日（月） 烏山体育館（中央２－１３－１２） 

６月２３日（木） 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

※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 

 

男の遊々クラブ 
 ６５歳以上の男性を対象に、居場所づくりや仲間づくりを行っています。

「なにか新しいことを始めたい」と考えている人、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 ６月８日（水）午前９時～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター栄養指導室 

◇内容 そばづくり 

◇費用 ５００円程度（材料費） 

◇持物 エプロン、バンダナ、調理したものを持ち帰る容器 

◇申込 ５月２７日（金）までに電話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 

「なすから食×健康アドバイザー養成講座」 

参加者募集 
 食生活を中心とした健康づくりを地域に広める活動をしている「食改さ

ん（食生活改善推進員）」を養成する講座を開催します。 

◇日程等 

期日 時間 主な内容 

開講日 

６月７日（火） 

午前９時３０分～

１１時３０分 

・開講式 

・食改さんって？ 

・暮らしに役立つ豆知識！

食中毒予防 

６月～１２月 

「生活習慣病予防」、「食事」、「運動」に関する事

業に参加していただきます。 

※日程等の詳細は、開講日にお知らせします。 

閉講日 

１２月１２日（月） 

午前９時３０分～

１１時３０分 

・食育ってなに？ 

・閉講式 

◇場所 保健福祉センター 

◇対象 市内在住で食と健康に関心のある人 

    開講式・閉講式に出られる人 

◇定員 ２０名程度 

◇申込 ６月１日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※参加の際は、当日の検温とマスク着用のご協力をお願いします。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程や場所、内容等が変更に

なる場合があります。変更がある場合は、参加者へ個別に連絡します。 

※この事業は、「なすから健康マイレージ」の対象です。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

なすから健康マイレージ事業 
 健診（検診）受診率アップと楽しく健康づくりに取り組むことを目的と

し、「なすから健康マイレージ事業」を行っています。健康づくりに取り

組んで応募すると、景品がもらえます。 

◇対象 ２０歳以上で市に住所を有する人 

◇参加方法 

 応募用紙を受け取って、必須事業と対象事業に参加したり、個人の健康

づくりに３か月以上チャレンジしたりします。１００ポイント貯まった

ら健康福祉課に申請して景品と交換できます。 

※景品は５００円～１，０００円の利用券です。利用券は、越雲書店、山

あげ会館、龍門カフェ、あすなろパン工房「風」、パン職人いっぴ、カ

フェ・みつわ、ビストロペールドヴォーテで使用できます。景品交換後

も取り組みを継続し、さらに６０ポイントを貯めると近隣運動施設利用

券の抽選に応募できます。 

◇応募用紙発行場所 健康福祉課（保健福祉センター） 

◇景品締切 令和５年１月３１日（火）まで（なくなり次第終了） 

◇抽選締切 令和５年２月２４日（金）まで 

※詳細は、リーフレット・チラシ（下記備付）をご覧ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

みらＫａｚｅクラブ始めます（保育園開放） 
 保育園に遊びにきませんか？名前は知っているけどどんな保育園か分

からないから知りたい、まだ子どもがいないけどこれからを考えて見に行

きたい、ママになったばかりで不安があるので話を聞いてほしい等興味が

ある人は、ぜひ、お問い合わせください。費用は無料です。 

◇日時 ５月２２日（日）午前９時～正午、午後２時～４時 

◇場所 みらいのＫａｚｅ保育園 

◇内容 みらいのＫａｚｅ保育園ってこんなところ、お茶会～みんなで楽

しくおしゃべりタイム～（お茶とケーキを用意してお待ちしてい

ます） 

◇対象 保育園に興味のある人 

◇申込 開催日の３日前までに電話で下記あて申し込む。 

※受け付け日時は、月～土曜日の午前９時～午後３時です。 

■問合 みらいのＫａｚｅ保育園 ☎０２８７－８２－７３７６ 
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烏山保育園 離乳食レシピ集をプレゼント 
 「これから赤ちゃんが離乳食期に入る」、「離乳食のことで悩んでいる」

人に、烏山保育園離乳食メニューレシピ集をプレゼントします。離乳食の

ポイントも掲載しています。 

◇対象 子育て中のお父さんお母さん 

◇申込 電話で下記あて申し込む。 

※受け付け日時は、平日の午前９時３０分～午後４時３０分です。 

※離乳食に関する相談、その他子育て相談も受け付けます。 

■問合 烏山保育園 ☎０２８７－８２－３３７２ 

 

ひまわりきっず「お花を植えよう」 
 家庭教育オピニオンリーダーによる子育て支援事業です。 

◇日時 ６月１日（水）午前１０時～１１時 受付：午前９時４５分～ 

◇場所 こども館中庭（雨天時は、中庭テラスの下で実施） 

◇内容 季節のお花を植えよう 

◇対象 市内在住の２歳以上の幼児と保護者 先着６組 

◇費用 １組：１００円（保険料等） 

◇持物 飲物 

◇申込 ５月２５日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

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

 

いちご一会とちぎ国体 売店出店者の募集 
 本市で開催する、いちご一会とちぎ国体アーチェリー競技会場において、

売店を出店していただける人を募集します。なお、今後の新型コロナウイ

ルス感染拡大状況によっては、感染拡大防止のため、観客席を制限または

無観客での実施となる場合があります。 

◇募集期間 ５月１６日（月）～６月３０日（木） 

◇出店期間 １０月８日（土）～１０日（月・祝） 

◇出店場所 緑地運動公園（藤田１１８１－８５） 

◇販売品目 スポーツ用品、国体記念グッズ、郷土物産品、飲食物（製造

加工品）、宅配便 

◇出店数 １０店舗程度 

◇出店料 市内事業者（市内営業所） １日２，５００円 

     市外事業者        １日５，０００円 

◇応募条件 出店者条件があるため、下記備付または市ホームページ掲載

のいちご一会とちぎ国体那須烏山市売店設置要項および売

店出店者募集要領をご確認ください。 

◇応募方法 ６月３０日（木）までに、申請書類（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、下記あて直接持参また

は郵送してください。 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

とちぎウーマン応援塾２０２２参加者募集 
◇実施期間 ７月１６日（土）～１１月５日（土）午後１時～４時 

※おおむね土曜日。全６回。 

◇場所 県とちぎ男女共同参画センターパルティ（宇都宮市野沢町４－１） 

◇内容 男女共同参画に関する講義やグループワークを通して社会的な

場で必要とされるスキルを身に付ける。 

◇対象 地域活動、社会活動に参画する意欲のある女性 

◇定員 定員２０名程度 ※応募者多数の場合は、選考となります。 

◇費用 無料 ※一時保育は有料（満６か月～就学前のお子さんが対象） 

◇申込 ６月１７日（金）までに所定の申込用紙（下記備付）に必要事項 

を記入し、下記あて申し込む。 

※詳細は、パルティのホームページ（http://www.parti.jp/）でご確認く

ださい。申込用紙のダウンロードもできます。 

■問合 とちぎ男女共同参画センター事業推進課（パルティ） 

    ☎０２８－６６５－８３２３ 

    生涯学習課生涯学習グルーフﾟ ☎０２８７－８８－６２２３ 

デジタル博物館 
 市では、博物館や資料館等を有していないため、いつでも、どこで

も無料で文化資源に親しんでいただけるよう市ホームページ（https:

//city.nasukarasuyama.lg.jp/page/dir001846.html） 

で公開しています。ぜひ、ご覧ください。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎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「地球からの贈り物クレイセラピー講座」 

参加者募集 
 クレイ（粘土鉱物）を使い、心や体の癒し方を学びましょう。 

◇日時 ７月６日（水）・９日（土）午後１時３０分～４時 

◇場所 烏山南公民館２０１会議室 

◇対象 市内在住または在勤の人 各回先着１０名  

◇内容 クレイセラピーの特性やメカニズムを学び、クレイペーストによ

るパックを作る。 

◇講師 古澤ゆかり 氏（クレイセラピスト） 

◇持物 エプロン、手拭きタオル、マスク、筆記用具 

◇費用 １，５００円程度（材料費実費） 

◇申込 ５月２１日（土）～６月４日（土）午前９時～午後５時に電話等

で下記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 ５月２１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 ５月２１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 

 

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 ５月１８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 

 

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

 

烏山パークゴルフ愛好会参加者募集 
◇日時 週３回 火・木・土曜日 午前８時３０分～ 

◇場所 大桶運動公園 

◇対象 どなたでも 

◇費用 ２，０００円（年会費） 

◇申込 下記あて申し込む。 

■問合 烏山パークゴルフ愛好会（小林） ☎０２８７－８２－２９３０ 

               （高野） ☎０２８７－８４－１１２２ 
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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
あてお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 

市実年ソフトボール交流大会参加チーム募集 
◇日時 ５月２３日（月）・２４日（火）・２６日（木） 予備日：２７日（金）

試合開始：午後７時４５分～ 

◇場所 烏山運動公園 

◇チーム編成 １チーム監督以下２５名以内 

◇参加資格 ソフトボール協会烏山支部および南那須支部に加盟登録した

チームに所属する満５０歳以上の選手で編成されたチーム 

◇申込 ５月２０日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 烏山ソフトボール協会事務局（村上） 

    ☎０９０－９３４７－６６１６ 

    南那須ソフトボール協会事務局（久郷） 

    ☎０９０－２４８７－７２１４ 
 

第１７回市春季市民ソフトテニス大会 

参加者募集 
◇日時 ６月１２日（日）※雨天の場合は２６日（日）に順延 

受付：午前８時 開会式：午前８時４５分 試合開始：午前９時 

◇場所 緑地運動公園テニスコート 

◇競技種目 ・一般の部（男・女） 

      ・シニアの部（男６０歳以上、女５０歳以上） 

      ・グランドシニアの部（男７０歳以上、女６０歳以上） 

◇参加資格 市内在住、在勤および市内ソフトテニス部所属者 

◇チーム編成 ２人で１ペア（参加費１ペア：１，０００円） 

◇申込 事前申し込みは不要です。直接会場までお越しください。 

■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 

 

第４４回壮年ソフトボール大会 
◇日時 ６月１５日（水）～７月１日（金）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 

◇参加資格 令和４年４月１日現在４０歳以上の選手であること。 

※既に申し込みをしているチームで参加できない場合は、５月３１日（火）

までに下記あて連絡すること。 

■問合 烏山ソフトボール協会事務局（村上） 

    ☎０９０－９３４７－６６１６ 

 

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

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ６月４日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 山あげ会館 

◇散策コース 山あげ会館から烏山市街地散策（約７ｋｍ） 

       初音沢 → 東崕稲荷神社 → 那珂川沿い → 耕便 

       門 → 水天宮 → 宮原八幡宮 → 境橋 → 落石  

       → 旧宮境橋 → 清水川せせらぎ公園 

◇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 

 

 

 

 

 

 

復刻版メグロ看板 除幕式 
 メグロの聖地「那須烏山市」でメグロバイク看板をお披露目します。 

◇日時 ５月２８日（土）午前１１時～ 

◇場所 山あげ会館（金井２－５－２６） 

◇内容 ２０２０年、カワサキが「メグロ」ブランドをリバイバル。 

    「ＭＥＧＵＲＯ Ｋ３」を発売した際に作成した特大メグロ看板

が、メグロの聖地「那須烏山市」の山あげ会館に登場します。 

■問合 市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７ 

 

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

 

５月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 月 ４月分水道料金等再振替日  

１７ 火 特定健診・がん検診（完全予約制） 烏山体育館・烏山公民館 

１８ 水 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

心配ごと相談 

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 

１９ 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 

２０ 金 特定健診・がん検診（完全予約制） 野上体育館 

２１ 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 

２２ 日 

全国障害者スポーツ大会（アーチェ

リー競技会）リハーサル大会 

【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） 

緑地運動公園 

 

☎0287-96-2841 

２３ 月 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

２歳児相談9:30～ 

３歳児健診13:00～ 

向田体育館 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２４ 火 １歳児相談9:30～ 保健福祉センター 

２５ 水 

行政相談 

２歳６か月児相談9:30～ 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

烏山庁舎 

保健福祉センター 

こども館 

２６ 木 

５歳児相談9:30～ 

４か月児・８か月児健診13:00～ 

移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長（～19：00） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

藤田公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２７ 金 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

第 45 回烏山地区自治会親善ソフト

ボール大会（～27日） 

保健福祉センター 

烏山運動公園 

 

２８ 土   

２９ 日 【休日当番医】七合診療所 ☎0287-82-2781 

３０ 月 
妊婦サロン(母親学級)受付 9:40～

10:00 

保健福祉センター 

 

３１ 火 
軽自動車税（種別割）納期限・口座

振替日 
 

 
※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。 

 

 


