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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。 

◇接種時期 ２回目接種日から５か月経過していれば接種できます。 

【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） 

・ワクチンの種類：モデルナ 

接種日 時間 

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 

６月 ５日（日） 

６月 ８日（水） 

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 

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 

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） 

※保健福祉センターの集団接種は、７月９日（土）が最終日となります。 

●那須南病院（中央３－２－１３） 

・ワクチンの種類：ファイザー 

接種日 時間 

６月 ２日（木） ７月 ７日（木） 

午後２時～４時 

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）  

※那須南病院の集団接種は、７月２８日（木）が最終日となります。 

※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 

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。 

【追加接種（４回目）の実施】 

◇接種対象者 

３回目接種から５か月経過し、次の要件に当てはまる人 

・６０歳以上 

・１８歳以上で基礎疾患を有する、または重症化リスクが高いと医師が

認める人 

◇接種に関する予定 

接種案内（接種券）は６月中旬に通知する予定です。接種開始日は７月

上旬を見込んでいます。日程や実施方法等、詳細が決まり次第、広報お知

らせ版や市ホームページ等でお知らせします。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

    ☎０２８７－８２－７５３５(午前９時～午後５時) 

 

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 

６月２５日

（土） 

第１７回 

市民柔道大会 
中止 

市スポーツ協会柔道部（横嶋） 

☎0287-88-9469 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月１日 Ｎｏ．４０１ 

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

 

土曜日に申請支援特設窓口を開設します 
マイナンバーカードを作りたいけど時間がない、そんな人は、ぜひ、土

曜日の特設窓口へ。顔写真の撮影から申請まで、職員が一緒にお手伝いし

ます。 

◇日時・場所 

期日 時間 場所 

６月１８日（土） 午前８時３０分～正午 烏山庁舎市民課窓口 

６月２５日（土） 
午前９時～正午 

午後１時～４時３０分 

保健福祉センター 

屋外テント 

◇持物 ・「本人確認書類」（運転免許証、パスポート等顔写真付きの公的

な証明書は１点。健康保険証等顔写真のないものは２点必要） 

・「個人番号カード交付申請書」（お手元にない場合は不要） 

◇申込 不要です。１人につき１５分程度かかります。 

◇注意事項 

 ・申請および受け取りの手続きには、本人がお越しください。 

 ・１５歳未満の人、成年被後見人の人が申請する場合には、本人と法定

代理人が一緒にお越しください。 

 ・撮影した顔写真をお渡しすることはできません。申請手続き後、デー

タを消去します。 

 ・カードの受け取りは、交付申請から約１か月後になります。市民課か

らカード交付通知が届きますので、電話で受け取り日時を予約してか

らお越しください。 

 ・マイナンバーカードに関する詳細は、ＱＲコード 

（マイナンバーカード総合サイト）でご確認ください。 

■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 

 

■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

戸別受信機を無料で貸し出しています 
 市では「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される情報を、音声で聞

くことができる「戸別受信機」を無料で貸し出しています。自宅に簡単に

設置でき、持ち運ぶこともできます。 

◇「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される情報 

 火災情報、防災情報、緊急地震速報、災害・避難情報、くらし情報、 

 健康・福祉情報、学び・子育て情報、観光情報、市政情報 

◇対象 市内に居住する世帯主、市内に事業所を設置し事業活動を行う人 

◇費用 無料 

◇貸出窓口 烏山庁舎（総務課）、保健福祉センター（健康福祉課） 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

６月は「環境月間」です 
６月５日を「環境の日」、６月を「環境月間」としています。期間中は、

環境問題への関心と理解を深め、環境負荷の少ない生活について考えると

ともに、ごみの分別等に普段より力を入れて取り組んでみましょう。 

◇取り組み例 

・食品ロス削減のため、食材の食べきり、使い切りを心掛ける。 

・空調設備や冷蔵冷凍機器、照明等の節電、クールビズ等を行い、電力の

消費を抑える。 

・生ごみの水切りやごみ分別の徹底といったごみの減量化に力を入れる。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

犬の登録および狂犬病予防注射 
◇日程（烏山地区） 

期日 場所 時間 

６   

月  

５ 

日 

(日) 

那須烏山市役所 烏山庁舎前 ８：４５～ ９：００ 

旧向田小学校 体育館前 ９：１０～ ９：２０ 

滝 龍門の滝観光駐車場 ９：３０～ ９：４０ 

滝田ポケットパーク ９：５０～１０：００ 

大桶下公民館 １０：０５～１０：１５ 

大沢せせらぎ公園駐車場 １０：２５～１０：３５ 

大木須集会所 １０：４５～１０：５５ 

旧境保育園前 １１：１０～１１：２０ 

境公民館 １１：３０～１１：４０ 

烏山体育館 １１：４５～１１：５５ 

◇日程（南那須地区） 

期日 場所 時間 

６   

月  

１２ 

日 

(日) 

那須烏山市役所 南那須庁舎 ８：４５～ ９：００ 

大金台管理事務所脇駐車場 ９：１０～ ９：２０ 

熊田西公民館 ９：２５～ ９：３５ 

志鳥地区公民館 ９：４５～ ９：５５ 

下川井上公民館 １０：０５～１０：１５ 

藤田公民館 １０：２５～１０：３５ 

鴻野山公民館 １０：４５～１０：５５ 

八ケ代コミュニティセンター １１：０５～１１：１５ 

曲畑消防詰所脇 １１：２５～１１：３５ 

輪之内自治会公民館 １１：４５～１１：５５ 

◇費用 登録と注射料：６，５００円、注射料のみ：３，５００円 

・登録および注射を受ける際には、おつりの無いようにお願いします。 

・犬の登録は一生涯に１回です。新たに犬を飼い、登録が済んでいない場

合は、登録と予防注射の両方が必要です。 

・飼い犬に異動（死亡、転居等）があった場合はご連絡ください。 

・集合注射を都合で受けられない場合は、かかりつけの獣医師に連絡して

必ず受けてください。 

・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、必ずマスクを着けてお

越しください。また、感染状況の拡大により、延期または中止となる場

合があります。あらかじめご了承ください。 

・密になることを避け、他の利用者と距離をとってください。犬同士のケ

ンカを予防することにも繋がります。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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 
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■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

自動車税（県税）の納税忘れていませんか？ 
納期限（５月３１日）が過ぎましたので、まだ納税していない人は、至

急納税をお願いします。納税していない場合、督促状が送付され、延滞金

もかかります。督促状を送付してから１０日間が経過しても完納しない場

合は、差押等の滞納処分を受けることになります。 

 自動車税（種別割）は、銀行や郵便局等の金融機関のほか、コンビニエ

ンスストア、クレジットカード、ペイジーに加え、スマートフォン決済ア

プリでも納付できます。 

※軽自動車税（種別割）の納付時は、クレジットカード、ペイジーはご利

用できません。 

■問合 矢板県税事務所収税課 ☎０２８７－４３－２１７１ 

 

税務職員採用試験 
税務署や国税局で勤務する税務職員（国家公務員）を募集します。 

◇受付期間 ６月２０日（月）午前９時～２９日（水） 

◇申込 原則としてインターネットでお申し込みください。 

    ＵＲＬ：https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

◇試験日 第１次試験：９月４日（日） 

◇試験の程度 高等学校卒業程度 

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

ment/kokusen/02.htm）でご確認ください。 

■問合 人事院人材局試験課 ☎０３－３５８１－５３１１ 

    午前９時～午後５時（土・日曜日および祝日を除く） 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

【事業者向け】 

ワーク・ライフ・バランス推進企業の募集 
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を認定します。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。 

◇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 

◇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。 

◇申請方法 ６月１日（水）～７月２９日（金）に申請書、チェックシー

ト（市ホームページ掲載）に添付書類を添えて、 

下記あて提出する。 

※詳細は、ＱＲコードから市ホームページをご確認ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

消費者ホットライン１８８（いやや！） 
お住まいの住所の郵便番号を入力することで、近くの消費生活センター

等の相談窓口をご案内するものです。全国どこからでも「１８８（局番な

し）」でつながります。ぜひ、ご利用ください。 

◇相談内容の例 

・「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしま

った」等の消費者トラブル 

・「新型コロナワクチンが接種できる。後日全額返金されるので１０万

円を振り込むようにとの不審な電話がかかってきた」等の新型コロナ

ウイルスに関連したトラブルや、「豪雨で雨漏りし修理してもらった

がさらにひどくなった」等の災害に関するトラブル 

■問合 消費者庁地方協力課消費者ホットライン１８８担当 

☎０３－３５０７－９１９０ 

電気の契約切り替えトラブルに注意 
最近、消費生活センターに寄せられている相談において、電話勧誘をき

っかけとした電気の契約切り替えトラブルに関するものが増えています。

契約の際は次の内容に注意し、困ったことは下記あてご相談ください。 

・電気の契約切り替えについて電話があった場合は、事業者名を確認する

とともに、自らの意思を明確に伝えましょう。 

・切り替え検討の意思がなければ検針票の記載情報は伝えないようにしま

しょう。 

・電話勧誘で契約した場合、クーリング・オフ等ができる場合があります。 

・契約先を切り替える際、契約条件をしっかり確認しましょう。 

■問合 市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４ 

 

労働保険の電子申請 
労働保険の手続きは「電子申請」を、ぜひ、ご活用ください。自宅やオ

フィスから２４時間いつでも申請や届け出が可能です。また、労働保険料

の納付は口座振替や電子納付が便利です。 

・労働保険の電子申請は「ｅ-Ｇоｖ」（https://shinsei.e-gov.go.jp/） 

から行うことができます。 

・労働保険関係手続（一部手続きを除く）は、ＧビズＩＤを利用して手続

きすることができます。 

・労働保険料の納付は、金融機関の窓口に行かなくても口座振り替えや電

子納付が可能です。 

■問合 県産業労働観光部労働政策課労働経済・福祉担当 

    ☎０２８－６２３－３２１７ 

 

労働保険の年度更新期間 
本年度の労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、６月１日

（水）～７月１１日（月）です。管轄の労働局・労働基準監督署・金融機

関で申告・納付をお願いします。年度更新申告書の書き方および申告・納

付方法等の詳細は、年度更新申告書に同封しているパンフレット等をご確

認ください。厚生労働省ホームページでも閲覧できます。 

■問合 県産業労働観光部労働政策課労働経済・福祉担当 

☎０２８－６２３－３２１７ 

 

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

 

とちぎ材の家づくり支援事業（最大５０万円支援） 
 県では、県内において自ら居住するために補助要件を満たす木造住宅の

新築・増改築を行う建築主に費用の一部を助成します。 

◇対象住宅 県産出材を一定量以上使用して新築・増改築を行う住宅 

◇補助金額 県産出材の使用量に応じて 

新築：５～４０万円（伝統工芸品等使用で上乗せあり） 

増改築：５～１５万円 

※補助金交付には条件があります。 

詳細は、ＱＲコードからご確認ください。 

◇申請先 栃木県木材業協同組合連合（宇都宮市新里町丁２７７－１） 

■問合 県環境森林部林業木材産業課 ☎０２８－６２３－３２７７ 

 

狩猟免許取得費用の一部を補助します 
市では、有害鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害

を防止するため、有害鳥獣捕獲および個体数調整捕獲の協力者の育成に努

めています。有害鳥獣捕獲および個体数調整捕獲に協力する人に対し、予

算の範囲内で、狩猟免許取得のための受験費用の一部を補助します。 

◇要件 講習会の受講と、免許試験を受験することが必須です。 

◇補助金額 ５，０００円（年１回）  

◇申請 受験日の１０日前までに、下記あて補助金交付申請書を提出する。 

※申請前に受験した場合は、補助の対象になりません。 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 
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栃木県海外派遣農業研修生募集 
海外農業先進諸国における農業実習と学課研修を通じて、国際関係に精

通した、栃木県の農業を担う優れた人材を育成するための研修です。 

【海外農業研修（アメリカ）】 

◇業種 酪農、肉牛、養豚、養鶏、野菜、花き、造園、果樹等 

◇研修費 １，２６０，０００円 

◇期間 約１８か月（令和５年６月下旬～令和６年１２月中旬） 

【海外農業研修（オーストラリア）】 

◇業種 野菜、マンゴー等 

◇研修費 １，４８０，０００円 

◇期間 約１２か月（令和５年３月下旬～令和６年３月中旬） 

－共通事項－ 

◇対象 高等学校卒業または同等以上の学力を有し、農業の基礎知識や経

験がある平成５年４月２日から平成１６年４月１日までの間に

生まれた日本国籍を持つ独身男女 

◇募集人員 若干名 

◇申込 （公社）国際農業者交流協会ホームページからプレエントリーし

て申込書様式をダウンロードし、８月２６日（金）までに直接ま

たは下記あて申し込む。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

■特別弔慰金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第十一回特別弔慰金の請求手続き 
請求期限を過ぎると、権利がなくなりますので、ご注意ください。 

◇対象 戦没者等の死亡当時の遺族で、令和２年４月１日（基準日）にお

いて、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法に

よる遺族年金等を受ける人（戦没者等の妻や父母等）がいない場

合に、次の順番による先順位のご遺族１人に支給されます。 

 （１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰

金の受給権を取得した人 

 （２）戦没者等の子 

 （３）戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、①～

④の順番が入れ替わります。 

 （４）上記（１）～（３）以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等） 

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた人に

限ります。 

◇内容 額面２５万円、５年償還の記名国債 

◇請求期限 令和５年３月３１日（金）まで 

◇請求窓口 健康福祉課（保健福祉センター） 

      受付時間：午前９時～午後４時 

※既に第十一回特別弔慰金の請求手続きを済ませた人は、手続きは不要で

す。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

オレンジクラブ（家族介護教室） 

 毎日の介護についての悩みや相談をみんなで共有しませんか？オレン

ジクラブは、介護中の人や介護を経験者した人が集まる場所です。 

◇日時 ６月１６日（木）午前９時３０分～１１時 

◇場所 保健福祉センター小会議室 

◇内容 介護の悩みについてフリートーク 

◇対象 介護者、介護経験者等 

◇申込 ６月１５日（水）までに電話等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 

 

有毒植物の食中毒に要注意 
毎年、特に春先から初夏にかけて、山菜狩り等で有毒な野草を採り、間

違えて食べて食中毒になる事例が多く発生しています。食用であることが

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」ようにしましょう。 

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

akunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html）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 

 

栃木県シルバー大学校第４３期生募集 
シルバー大学校は６０歳以上の人を対象に開校しており、学習期間は 

１０月から２年間（１日４時間でおおむね週１回）です。 

◇応募資格 

①県内在住で６０歳以上（令和５年３月３１日現在）の人 

②地域活動を実践している、または地域活動に意欲があること 

※５０歳以上６０歳未満の人でも、②の要件を満たし、市の推薦があれば

応募できます。 

◇授業料等 年額１９，０００円 資料代：年額２，１００円 

※授業教材費、交通費等は自己負担です。 

◇学校説明会 入学を希望する人は、希望する学校の説明会に参加してく

ださい。（時間はいずれも午前１０時～） 

中央校（宇都宮市）６月３日（金） 

南校（栃木市）  ６月１日（水） 

北校（矢板市）  ６月６日（月） 

※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。 

◇申込 ６月２４日（金）までに願書（下記備付）に必要事項を記入し、

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 

 

介護支援専門員実務研修受講試験 
◇日時 １０月９日（日）午前１０時～正午 

◇場所 第１会場：宇都宮大学峰キャンパス（宇都宮市峰町３５０） 

    第２会場：とちぎ健康の森（宇都宮市駒生町３３３７－１） 

◇費用 １３，８００円 

◇申込 ６月３０日（木）までに試験案内書に同封の封筒を使用し、簡易

書留で下記あて送付する。（当日消印有効） 

【試験案内書（申込書）配布】 

◇配布期間 ６月１日（水）～３０日（木） 

◇配布場所 保健福祉センター（田野倉８５－１）、県庁高齢対策課、 

      各健康福祉センター、とちぎ福祉プラザ、県シルバー大学校、

とちぎ健康の森 

■問合 （福）とちぎ健康福祉協会（栃木県知事指定試験実施機関） 

☎０２８－６５０－５５８７ 

〒３２０－８５０３ 宇都宮市駒生町３３３７－１ 

 

南那須地区地域住民公開講座 

「ケアニン～こころに咲く花～」上映会 
２０１７年劇場公開以降、国内外で上映され続けている映画「ケアニン」

シリーズの最新作です。介護施設を舞台に奮闘する青年の愛と感動の物語、

ぜひ、ご覧ください。 

◇日時 ７月３日（日）午後２時～ 開場：午後１時３０分～ 

◇場所 あじさいホール（那珂川町小川総合福祉センター） 

◇対象 どなたでも 先着１５０名 

◇費用 無料 

◇申込 ６月２７日（月）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。 

◇主催 南那須医師会・那須烏山市・那珂川町 

■問合 南那須医師会 ☎０２８７－８２－２４７２（午前９時～正午） 
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■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

児童手当・特例給付 
児童手当制度が６月１日から改正され、現況届の提出が原則不要となり

ます。ただし、次の世帯は、公簿等により現況を確認することができない

ため、引き続き提出が必要です。 

別居する児童の監護者 離婚協議中である受給者 

施設等の受給者 ＤＶ避難中の受給者 

◇現況届の提出方法 

順次、通知を発送しますので確認のうえ、提出用封筒に必要書類を入れ

て郵送で提出してください。 

◇所得上限額の新設 

６月分から、児童手当受給者の所得が次の表の額を超える場合、手当が

支給されず、受給資格が喪失します。詳細は、市ホームページを確認して

ください。 

受給者の扶養親族等の数 

（ ）は、家族構成の例 

所得上限の限度額（単位：万円） 

所得額 収入額の目安 

１人（児童１人） ８９６ １１２４ 

２人（配偶者＋児童１人） ９３４ １１６２ 

３人（配偶者＋児童２人） ９７２ １２００ 

※上記人数に含めることができる配偶者は、収入１０３万円以下の場合。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】 

◇日時 毎週水曜日 午前１０時～１０時４５分 

◇内容 親子体操：バナナくん体操、遊び：週替わりで実施、 

手遊び：グーチョキパーでなにつくろう 

    １日：風船で遊ぼう、８日：電車ごっこで遊ぼう、１５日：しゃ

ぼん玉で遊ぼう、２２日：絵本の読み聞かせ、２９日：七夕飾り

の制作 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組程度（申込不要） 

【食のおはなし】 

 こども課管理栄養士のお話です。 

◇日時 ６月１４日（火）午前１０時～１０時３０分 

◇内容 よくかんで食べよう   

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組程度 

◇申込 ６月１２日（日）までに電話等で下記あて申し込む。 

【音を鳴らして遊ぼう】 

◇日時 ６月２４日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 季節の歌遊び、いろいろな楽器の音を楽しもう 

◇講師 黒須千鶴 先生 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 先着５組 

◇申込 ６月２２日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【七夕飾りの制作】 

◇日時 ６月２８日（火）～７月１日（金）来館時に制作できます。 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等（申込不要） 

※場所はすべてこども館です。月曜日・祝日は休館です。 

※利用する際はマスクを着用してください。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

こども館移動出前サロン 
◇日時 毎週木曜日 午前９時３０分～午後１時３０分 

◇場所 藤田公民館（藤田７８４）  

◇内容 季節の手遊びや親子体操、制作等で子育て支援員と一緒に遊びま

しょう！   

◇対象 市内在住の未就園児と保護者（申込不要） 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、同時に利用できる人数は３組程

度を目安とし、利用時間は１組１時間程度とします。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

妊婦・産後ママサロン「リラックスヨガ」 
 家でもできるエクササイズとストレッチを行います。 

◇日時 ６月６日（月）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 リラックスヨガ  

◇対象 市内在住の安定期に入った健康な妊婦および市内在住の産後１

か月から産後１年６か月未満の人 

※託児は要相談です。妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

◇持物 動きやすい服装、飲物、母子健康手帳、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  

◇申込 ６月３日（金）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ながらゆったりとした時間が過ごせる場です。 

◇日時 ６月１６日（木）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、

母親のリラクゼーション 

◇今月の対象 市内在住の令和４年２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 ６月９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 

 

乳幼児健診・相談 
 受付時間帯は、時間帯を区切って案内します。詳細は、個別通知でご確

認ください。会場は保健福祉センター（田野倉８５－１）です。 

【４・８か月児健診】 

◇日時 ６月２２日（水）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年２月、令和３年１０月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 ６月２１日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年５月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 

◇日時 ６月２１日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年１１月生まれの幼児 

【２歳児相談】 

◇日時 ６月２４日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年５月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 

◇日時 ６月２０日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年１１月生まれの幼児 

【３歳児健診】 

◇日時 ６月２４日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年５月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 ６月２２日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９年６月生まれの幼児 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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こども館ぴよぴよ広場子育てサポーター募集 
 こども館では、毎週水曜日（午前１０時～１０時４５分）に未就園児と

保護者向けの支援事業を実施しています。事業のお手伝いをしていただけ

る子育てサポーターを募集しています。 

◇募集スタッフ ・保育士・幼稚園教諭免許を有する人 

        ・地域子育て支援拠点事業研修の修了証書を有する人 

        ・子育て支援活動の経験のある人 

◇事業内容 子育て相談、親子体操、手遊び、遊び、絵本の読み聞かせ等 

◇謝金 １時間につき８９７円 

※詳細は、電話等で下記あてお問い合わせください。 

※こども館は、月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 ひよこ教室 
◇日時 ６月１３日（月）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 

◇内容 カワイ体操講師による体操＆リズム遊び 

◇対象 未就園児と保護者 

◇費用 無料 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 ６月９日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 烏山聖マリア幼稚園 ☎０２８７－８２－３３５７ 

 

認定こども園 烏山みどり幼稚園 

みどり未就園児教室 
◇日時 ６月２３日（木）午前１０時１５分～１１時 

◇場所 認定こども園 烏山みどり幼稚園 

◇内容 リトミック、パネルシアター 

◇対象 未就園児（１歳６か月～）と保護者 

◇費用 無料 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 ６月１６日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

※受け付け日時は、月～金曜日の午前９時～午後５時です。 

■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９ 

 

みらＫａｚｅクラブ活動日（保育園開放） 
◇日時 ６月１２日（日）・２６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保育園について、お茶会～みんなで楽しくおし

ゃべりタイム～（お茶とお菓子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 

◇費用 無料 

◇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 

 

離婚前後ひとり親座談会の案内 
 「離婚したいけどどうしたらいいか分からない」「同じ境遇の人と話が

したい」といった悩みを抱える人に向けた内容です。 

◇日時 ７月１４日（木）午前１０時〜１１時３０分 

◇場所 パルティ とちぎ男女共同参画センター（宇都宮市野沢町４－１） 

◇テーマ 離婚について知っておきたいこと 

※詳細は、栃木県ひとり親家庭福祉連合会ホームページ（http://www.to

chiboren.jp/）をご覧ください。 

◇対象 離婚を考えている人、離婚した人 

◇定員 ５名 

◇申込 ７月１日（金）までに電話で栃木県ひとり親家庭福祉連合会（☎

０２８－６６５－７８０６）あて申し込む。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

■上下水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

６月１日～７日は水道週間 

「大切な 水と一緒に 暮らす日々」 
◇給水装置はあなたの財産 

 水道本管から分かれて、家庭の蛇口まで引き込まれた給水管や給湯設備

等は、あなたの財産です。 

 漏水や器具に故障がないか等、維持管理をお願いします。 

◇古くなった水道管は取り替えましょう 

 家庭に引き込まれた給水管は、永久には使用できません。老朽化はサビ

や漏水の原因となりますので、新しい管に取り替えましょう。 

◇引越の際は、届出をしましょう 

 転入・転出・転居するときは、「水道・下水道等使用異動届」を、水道

を止める日の２～３日前までに下記あて提出してください｡ 

◇悪質な商法にご用心 

 水道事業者に成りすまして、給水管洗浄・給水器具点検等と称し高額な

代金を請求する悪質商法が増えていますのでご注意ください。 

◇クロスコネクション（誤接合）は絶対ダメ 

水道管と自家水（井戸水等）との接続は水道水の汚染の原因となります

ので禁止されています。 

◇水道料金の現金支払は、納期限内に必ず納付書持参で 

現金支払いの際は納付書を持参し、市役所、各金融機関窓口（ゆうちょ

銀行を含む）、またはコンビニで納入できます。  

◇地下漏水による水道料金の減免 

 地下漏水を市指定工事業者で修理した場合、申請により水道料金が減額

されます｡市指定工事業者の修理証明を添付し、「水道事業納付金減免申

請書」を下記あて提出してください｡ 

※漏水量の１０分の７が減免されます｡（１年に１回限り） 

■問合 上下水道課業務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

■国体 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」 

開会式・閉会式の観覧者募集 
◇日時 ・とちぎ国体 

     総合開会式：１０月１日（土）午前１０時～午後４時３５分 

     総合閉会式：１０月１１日（火）午前８時～１１時１０分 

    ・とちぎ大会 

     開会式：１０月２９日（土）午前７時３０分～正午 

     閉会式：１０月３１日（月）午後２時～４時４５分 

◇場所 カンセキスタジアムとちぎ（宇都宮市西川田４－１－１） 

◇定員 未定（後日決定） 

◇費用 ・とちぎ国体総合開会式 

    おとな（中学生以上） １,０００円 

    こども（小学生以下） ５００円 

※とちぎ国体総合閉会式およびとちぎ大会開・閉会式は無料です。 

◇席種 ・一般席 

    ・車いす席（車いすのまま観覧できます） 

    ・情報保障席（聴覚に障がいがある人のための席です） 

◇申込 ６月３０日（木）までに、申込書（生涯学習課備付）に必要事項

を記入し、下記あて郵送またはインターネットで申し込む。 

※観覧には、必ず事前申し込みが必要です。 

※詳細は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会のホームページ

（https://www.tochigikokutai2022.jp/）でご確認ください。 

■問合 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会 

    ☎０５７０－０２３－２３０ 

    〒３２０－８５０１ 

    宇都宮市塙田１－１－２０県庁北別館３階 
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■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

放送大学入学生募集 
 放送大学はテレビ・インターネットで授業を行う通信制の大学です。働

きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたい等、様々な目的で幅広い世

代の人が学んでいます。 

 １０月入学生を募集します。詳しい資料を送付しますので、気軽に下記

あてお問い合わせください。 

◇出願期間 第1回：６月１０日（金）～８月３１日（水） 

      第２回：９月１日（木）～１３日（火） 

※詳細は、放送大学ホームページ（https://www.ouj.ac.jp）でご確認く

ださい。 

■問合 放送大学栃木学習センター ☎０２８－６３２－０５７２ 

 

■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「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。 

◇６月の内容  

日時 内容・講師 

６月１２日（日） 

午前１０時～１１時３０分 

自然地理：第三紀のなすから周辺の陸の火

山を探る 

酒井豊三郎 氏（宇都宮大学名誉教授） 

６月１２日（日） 

午後１時３０分～３時 

歴史：古代八溝の鉄生産と北原遺跡 

鈴木志野 氏（なす風土記の丘湯津上資料

館学芸員） 

６月２６日（日） 

午前１０時～１１時３０分 

歴史：那須の中世城郭 

山川千博 氏（大田原市文化振興課職員） 

６月２６日（日） 

午後１時３０分～３時 

民俗：那須烏山の伝承文学①「放下僧物語」 

木村康夫 氏（市文化財保護審議会委員） 

※７月以降の詳細は、市ホームページや烏山公民館備付のチラシでご確認

ください。 

◇場所 烏山公民館 

◇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 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇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

（https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/ 

mailform.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 

「いきいき健康づくり②」参加者募集 
 おなかの健康等、健康長寿のためのヒントを学びましょう。 

◇日時 ６月２３日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 おなかの健康と乳酸菌・腸を元気にする腸トレ体操 

◇講師 碓井希実 氏（宇都宮ヤクルト販売管理栄養士） 

◇対象 市内在住または通勤の人 先着１５名  

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 ６月１８日（土）までに電話等で下記あて申し込む。 

※この講座は全４回の講座です。第１回（５月２６日）に参加した人は、

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 

「かっし～の地学教室②」参加者募集 
 大地の歴史や生物の歴史、自然災害等、地学の面白さを学んでみよう。 

◇日時 ７月９日（土）午前１０時～正午 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 とちぎの化石・陸の時代：陸化後の更新世の化石を紹介。原石か

ら化石の取り出し体験。 

◇講師 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 

◇費用 ２６０円（化石原石代） 

◇持物 筆記用具 

◇申込 初めて参加する人は、７月２日（土）までに電話等で下記あて申

し込む。 

※第１回（５月１４日）に参加した人は、改めての申し込みは不要です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 ６月４日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 絵本の読み聞かせ、ボランティアによる工作会 

※当日、先着１２名。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 

◇日時 ６月４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 

■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

けるよう「あかちゃんタイム」を実施します。 

【南那須図書館】 

◇日時 ６月８日（水）午前１０時～正午 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館】 

◇日時 ６月１５日（水）午前１０時～正午 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

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

 

「とちぎネットアンケート」協力者募集 
 県では、県民の皆さんの意識やニーズを把握し、県政に反映させるため、

インターネットを利用した県政に関するアンケートに協力してくれる人を募

集しています。県内在住の満１６歳以上の人で、月１回程度のアンケートに

協力してくれる人は、県ホームページ「とちぎネットアンケート協力者募集」

（https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/pref/kouhou/iken/ 

anke.html）または、ＱＲコードから申し込んでください。 

■問合 県広報課 ☎０２８－６２３－３７５７ 

 

栃木県政世論調査にご協力ください 
◇期間 ６月１０日（金）～３０日（木） 

◇対象 県内在住の１８歳以上の人から２，０００人を無作為選出 

◇実施方法 調査票を郵送します。（個人の情報は厳守します） 

■問合 県広報課 ☎０２８－６２３－２１５８ 
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暮らしの保健室「あいさん家」 
 医療・介護の悩み相談を受け付けます。 

◇日時 ６月１２日（日）午前１０時～正午 

◇場所 まるごとケアの家あいさん家（神長４２２－１） 

◇内容 転倒しない体をつくろう～理学療法士のリハビリの話～ 

    ロコモ度テスト、健康体操 

◇費用 無料（おいしいお茶をご用意しています） 

■問合 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス烏山（横山） 

    ☎０２８７－８３－８２２８ 

 

■各種相談 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

６月の各種相談事業 
【心配ごと相談】 

◇日時 毎月第１・第３水曜日 ６月１日・１５日 午前９時～正午 

◇場所 ・１日：社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７） 

    ・１５日：保健福祉センターボランティア室（田野倉８５－１） 

■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 

【もの忘れ相談】 

◇日時 ６月１０日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 保健福祉センター 

◇申込 相談日の５日前までに下記あて申し込む。（予約制） 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 

◇日時 ６月６日（月）午前１０時～午後５時 

◇場所 大金駅前観光交流施設 

※電話相談は毎日受け付けています。下記あてお電話ください。 

■問合 栃木県精神保健福祉会（やしお会：植村） 

    ☎０９０－４２４２－０１４７ 

 

不動産無料相談会 
◇日時 ６月７日（火）午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 烏山庁舎市民室 

◇内容 相談員による不動産相談 

◇定員 先着３名 

◇申込 予約制です。電話で下記あて申し込む。 

■問合 （公社）栃木県宅地建物取引業協会県北支部 

    ☎０２８７－６２－６６７７ 

 

■診療所 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

七合診療所の６月臨時休診 
 ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇休診日 ６月４日（土） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

６月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 水 

心配ごと相談 

ひまわりきっず(お花を植えよう)10：00～11：00 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

社会福祉協議会烏山支所 

こども館 

こども館 

２ 木 

第 18 回市グラウンド・ゴルフ協会烏山支部大会 

特定健診・がん検診（完全予約制・女性の日） 

移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長（～19:00） 

烏山運動公園 

烏山体育館・烏山公民館 

藤田公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

３ 金   

４ 土 
おたのしみ会14：00～14：30 

おはなし会14：00～14：30 

南那須図書館 

烏山図書館 

５ 日 
特定健診・がん検診（完全予約制） 

【休日当番医】林田医院 

烏山体育館・烏山公民館 

☎0287-88-2056 

６ 月   

７ 火   

８ 水 
あかちゃんタイム10：00～正午 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

南那須図書館 

こども館 

９ 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 

１０ 金 
特定健診・がん検診（完全予約制） 

もの忘れ相談 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

１１ 土   

１２ 日 
第17回春季市民ソフトテニス大会 

【休日当番医】白寄医院（那珂川町） 

緑地運動公園 

☎0287-92-2710 

１３ 月   

１４ 火 食のおはなし10：00～10：30 こども館 

１５ 水 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

心配ごと相談 

第 44 回壮年ソフトボール大会(～7/1) 

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 

烏山運動公園 

烏山図書館 

こども館 

※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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