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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、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（１８歳以上の追加接種は下記の日程で終了となります） 

●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 実施時間 

６月１５日（水） 

午後１時３０分～４時３０分 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 実施時間 

６月１８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１９日（日） ７月３日（日） 

６月２５日（土） ７月６日（水） 

６月２６日（日） ７月９日（土） 

●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 実施時間 

６月１６日（木） ７月 ７日（木） 

午後２時～４時 
６月２３日（木） ７月１４日（木） 

６月３０日（木） ７月２１日（木） 

 ７月２８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 

接種日 実施時間 

６月２５日（土） ７月２日（土） 午後１時３０分～ 

４時３０分  ７月９日（土） 

※これ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。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

    ☎０２８７－８２－７５３５ 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（４回目） 
◇実施期間 ９月末まで 

◇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 

◇基礎疾患を有する人とは 次の①または②に該当する人です。 

①以下の病気や状態の人で、通院または入院している人 

 ・慢性の呼吸器疾患、心臓病（高血圧を含む）、腎臓病、肝臓病（肝硬

変等） 

 ・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している

糖尿病 

 ・血液の病気（鉄欠乏性貧血は含まない） 

 ・免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む） 

 ・ステロイド等免疫の機能を低下させる治療を受けている 

 ・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

 ・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 

 ・染色体異常 

 ・重度心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） 

 ・睡眠時無呼吸症候群 

 ・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健

福祉手帳を所持している、または自立支援医療（精神通院医療）で「重

度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している

場合） 

※精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持している人は、通院・入

院をしていなくても該当します。 

②基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の人 

◇接種券の発送 

６０歳以上の人には接種案内通知（接種券）を６月１７日（金）に発送

します。５９歳までで、基礎疾患等により接種を希望する人は、接種券発

行申請が必要です。申請書が必要な人は、下記あてお問い合わせください。

また、下記備え付けのほか、市ホームページでもダウンロードできます。 

◇接種時期 

６０歳以上で３回目のワクチン接種を市の集団接種で実施している人

は、７月６日（水）から実施となりますので、接種日を割り当て、予約票

を送付します。 

市の集団接種以外で接種を受けた人、１８歳～５９歳の人は、各自で予

約してください。予約方法や日程は接種案内通知に同封します。 

◇使用するワクチン 武田／モデルナ社製ワクチン 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室  

☎０２８７－８２－７５３５ 
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■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

消防団夏季点検とサイレン吹鳴 
◇日時 ７月３日（日）午前８時～ 

◇場所 緑地運動公園 

※当日は午前７時に市内一斉にサイレンを吹鳴します。火災と間違わない

ようご注意ください。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

防災行政無線に関する現状調査 
 市では、南那須地区を対象に防災行政無線（アナログ形式）により防災

行政情報を放送しています。防災行政無線（アナログ形式）の使用期限に

伴い、今後の防災行政無線のあり方を検討するため、市民の皆さんを対象

に現状調査を実施します。調査票が届きましたら、ご協力をお願いします。 

◇対象 行政区長および無作為に抽出した３，０００世帯 

◇回答方法 調査票を返信用封筒に入れて、７月２５日（月）までに郵便

ポストに投函してください。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

参議院議員通常選挙 
 次のとおり参議院議員通常選挙が予定されています。 

【選挙日程】 

◇公示日 ６月２２日（水） 

◇選挙期日・投票時間 ７月１０日（日）午前７時～午後６時 

◇投票所 市内１２か所の投票所 

【期日前投票】 

◇開設期間 ６月２３日（木）～７月９日（土） 

◇投票時間 午前８時３０分～午後８時 

◇場所 ・市役所烏山庁舎１階市民室（中央１－１－１） 

・市役所南那須庁舎１階市民ホール（大金２４０） 

※選挙期日に近いほど混雑しますので、早めの期日前投票をお願いします。 

【臨時期日前投票所】 

 ・６月２８日（火）志鳥地区公民館：午前９時３０分～１１時 

          旧境保育園：午後１時～２時３０分 

 ・６月２９日（水）木須の郷交流館：午前９時３０分～１１時 

          大木須集会所：午後１時～２時３０分 

 ・６月３０日（木）烏山高等学校：午後４時～５時３０分 

◇入場券の発送  

入場券は、６月２３日（木）から順次配達されますが、お手元に届くま

で数日かかる場合があります。郵便事情等により入場券が届いていない場

合や紛失してしまった場合でも、市の選挙人名簿に登録があれば投票でき

ますので、投票所で申し出てください。 

◇新型コロナウイルス感染症対策等 

・マスク着用、咳エチケット、手指消毒等にご協力ください。 

・鉛筆の持ち込みを可とします。 

※詳細は、６月２２日（水）に新聞折り込み予定のチラシをご覧ください。 

【デマンド交通を活用した移動支援】 

「デマンド交通乗車証明書」を提出し、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  

 １.６月２３日（木）～７月８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） 

※「デマンド交通回数券」は1枚につき1回の利用となります。 

※「デマンド交通回数券」は数に限りがあります。（先着１００名） 

■問合 選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 

不在者投票の手続き 
 選挙人の状況により、下記に該当する場合は不在者投票ができますが、

証明書の交付が必要になる等、手続きに時間がかかる場合があります。 

◇対象 

・投票日までには１８歳になるが、期日前投票を行おうとする日に１８歳

に達していない人 

・出張や旅行等で、選挙期間中、市外に一時滞在中の人 

・指定病院等に入院等をしている人 

・身体に重度の障がいがある人で「郵便等」によって投票したい人 

◇郵便等による不在者投票ができる人の要件 

 次の障がい等に該当し、投票用紙等を請求する場合は、あらかじめ「郵

便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。 

手帳等の種類 障がい等の種別 
障がい等 

の程度 

身体障害者手帳 

両下肢・体幹・移動機能の障がい １級、２級 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・

直腸・小腸の障がい 
１級、３級 

免疫・肝臓の障がい １級～３級 

戦傷病者手帳 

両下肢・体幹の障がい 
特別項症 

〜第２項症 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・

直腸・小腸・肝臓の障がい 

特別項症 

～第３項症 

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護５ 

※上記に該当する人で、自ら投票の記載ができない人が一定の要件に該

当する場合は、代理による投票用紙記載が認められる場合があります。 

【特例郵便等投票】 

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、次の要

件に該当する人は特例郵便等投票が利用できます。 

 ・参院選の選挙権を有する人 

 ・感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人（自宅・宿泊

施設で療養している人、不在者投票ができる指定施設以外に入院して

いる人）、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて

宿泊施設内に滞在している人 

 ・投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間（投票をしよ

うとする選挙の公示日の翌日から当該選挙の当日までの期間）に重な

ると見込まれる人 

※「郵便等による不在者投票（特例郵便等投票含む）」は、投票用紙等の

請求を７月６日（水）午後５時までに行ってください。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

１８歳～３０歳代の期日前投票立会人の募集 
 ７月１０日（日）の参議院議員通常選挙では、若い世代の皆さんに政治

や選挙に関心を持ってもらい、気軽に投票できる投票所づくりを目指すた

め、１８歳～３０歳代の期日前投票立会人を募集します。 

◇仕事内容 投票事務が公正・適正に行われているかどうかの監視 

◇立会日時 期日前投票期間【６月２３日（木）～３０日（木）】のうち 

１日～数日間 午前８時３０分～午後８時（半日従事可能） 

※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、南那須庁舎または臨時期日前投票所 

◇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。高校生でも応募できます。 

◇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。交通費は支給されません。 

◇応募方法 ６月１７日（金）までに申込書（下記備付または市ホームペ

ージに掲載）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。 

※メールで応募の際は件名に「投票立会人応募申込」と明記してください。 

※執行日が変更となった場合、別途連絡します。 

■問合 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 
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■道路・河川管理 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

道路・河川の異常等を発見したときは 

情報提供をお願いします 
県や市では、道路・河川の管理者としてパトロールを行う等、市民の皆

さんの安全安心の確保に努めています。道路・河川の異常等（道路の穴、

堤防の亀裂等）は事故や災害につながるおそれがあり、早期発見とともに

速やかな対応が求められています。道路・河川の異常等を発見した場合は、

下記あてご連絡ください。ご理解ご協力をお願いします。 

■問合 （国道・県道、一級河川） 

県烏山土木事務所保全部 ☎０２８７－８３－１３２４ 

    （市道、その他の河川） 

都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

資源物回収事業 

市ホームページ掲載事業者募集 
 資源物（食品トレイやペットボトル等）の再資源化率向上のため、市ホ

ームページに店頭等で資源物の回収事業を行っている市内店舗一覧の掲

載を予定しています。 

 掲載を希望する事業者は、下記あてご連絡ください。 

◇募集期間 ６月１５日（水）～３０日（木） 

◇掲載期間 ７月１５日（金）～ 

◇掲載内容 店舗名、住所、回収可能品目 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

 

栃木県農薬危害防止運動 
農薬の安全、かつ、適正な使用と保管管理の徹底は、農産物の安全確保

と生産の安定だけでなく、市民の健康保護や環境保全に極めて重要です。

農薬に対する正しい知識を再確認し、農薬事故や農薬の不適正な使用と販

売を防止しましょう。 

◇実施期間 ８月３１日（水）まで 

◇重点事項 ・農薬使用の際は、ラベル等で登録農薬であることを確認し

たうえで、使用基準（適用作物、使用時期、使用方法等）

を順守し、農薬使用後は使用履歴を記帳しましょう。 

     ・「農薬ラベルの読み上げ運動」の実施により農薬を適正に

使用しましょう。 

     ・住宅地等に近接する農地で農薬を散布する場合は、周辺住

民等への事前周知および飛散防止対策を徹底しましょう。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

「緑の募金」にご協力をお願いします 
募金は、（公社）とちぎ環境・みどり推進機構に全額送金し、県内の緑

化事業と市内の緑化推進活動に活用されます。 

◇期間 ７月２２日（金）まで 

◇烏山地区 自治会・班単位でとりまとめてください。 

◇南那須地区 自治会単位でとりまとめてください。 

◇納金方法 農政課（南那須庁舎）に持参するか、烏山庁舎ロビーの募金

箱に入れてください。 

※市役所職員による募金回収は行っていません。振込詐欺等にご注意くだ

さい。 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

■広域行政 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

南那須地区広域保健衛生センター公用車売払い 
 公用車の売払いを見積合わせで実施します。買い受けを希望する人は、

下記で配布する「見積合わせ参加説明書」でご確認ください。 

物件名 車名等 
初度登録年月 

走行距離 
備考 

公用車 

(ダンプ) 

三菱（５速ＭＴ） 

宇都宮４００ 

せ ２７ 

平成３年６月 

７万３千ｋｍ 

車検なし 

軽油車 

※走行距離は令和４年４月４日現在のものです。 

◇参加条件 

 ・成年被後見人、被保佐人、被補助人および未成年者でない人 

 ・地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により組合における 

一般競争入札等の参加を制限されていない人 

 ・市税等を滞納していない人 

 ・暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律第２条に規定する人 

または、暴力団員が実質的に経営を支配していない会社等 

◇車両確認期間 ６月２３日（木）～７月１日（金） 

◇見積提出期間 ７月４日（月）～１１日（月） 

■問合 保健衛生センター ☎０２８７－８３－１１５５ 

 

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

 

【事業者向け】 

那須烏山市版事業復活支援金の申請 
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供

給の制約の影響により経営状況が悪化した市内の中小法人、個人事業者等

の事業継続および立て直しのための取り組みを支援することを目的に一

定の要件を満たす事業者に対し「市版復活支援金」を支給します。 

◇対象となる事業者 下記の要件のうち、法人にあっては「共通」「法人」

に掲げるすべてに、個人にあっては「共通」「個人」に掲げるすべてに該

当する事業者（農林漁業者および県の第８弾・第９弾・第１０弾新型コロ

ナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金の支給対象事業者を除く） 

区分 要件 

共通 

・令和３年１０月までに開業し、申請時点で事業を行っており、

今後も事業継続および立て直しをする意思があり、事業の継続

および立て直しのための取り組みを継続的に行うこと 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和３年１１月～

令和４年３月のいずれかの月の売上が、平成３０年１１月～

令和３年３月の任意の同じ月の売上と比較して２０％以上

減少していること（３０％以上減少している場合は、加えて

国の復活支援金の支給の決定を受けていること、または那須

烏山商工会に加入している、または加入すること） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドライ

ンに沿った対策を実施していること 

法人 
・市内に本社または本店等の主たる事業所を置いていること 

・資本金１０億円未満であること 

個人 
・主に市内で事業を行っており、かつ、市内に住民登録をして

いること 

◇支給額 法人２０万円、個人事業主１０万円 

◇申請方法 ８月１日（月）までに申請書等（市ホームページ掲載）に必

要事項を記入・押印し、関係書類を添付のうえ、郵送で下記

あて申請する。８月１日（月）必着。 

※申請書等は、下記および南那須庁舎ホールに備え付けてあります。郵送

での申請にご協力ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 
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山あげ祭清掃ボランティアの募集 
山あげ祭で本市を訪れる観光客への“おもてなし”の一環として、ごみ

拾い等の早朝一斉清掃を実施します。ボランティアとして参加いただける

人は下記あてご連絡ください。ご協力お願いします。 

◇日時 ７月２３日（土）・２４日（日）・２５日（月）の３日間 

    午前８時３０分から約１時間程度 

◇場所 山あげ会館集合 

※ＪＲ烏山駅前、山あげ会館、清水川公園周辺の清掃を実施します。 

※軍手、ゴミ袋は事務局で準備しますが、ゴミ拾い用トング等は各自ご準

備ください。 

■問合 山あげ祭実行委員会（商工観光課内） 

 ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

６月の税金 
 ６月３０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 市県民税普通徴収第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 

 

■マイナンバー 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナポイント予約・申込サイトが 

一時利用不可になります 
 マイナポイント予約・申込サイトのシステムメンテナンスのため、下記

の期間はマイナポイントの予約・申込等全てのメニューが利用できません

ので、ご注意ください。 

◇期間 ６月２５日（土）午前０時～３０日（木）午前中 

◇利用できないメニュー 

 ・マイナポイントの予約・申込 

 ・マイナポイントの予約・申込状況の確認 

※期間中は市民課窓口でのマイナポイント申し込みも利用できません。 

■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 

 

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

 

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 

７月１日（金） 

烏山体育館・烏山公民館 

（中央２－１３－１２） 

◎婦人検診等あり 午前８時１０分 

～１０時３０分 

７月８日（金） 
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動向により、中止する場合があります。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 

肝炎ウイルス検診無料クーポン 
 ５月に対象の人へ無料クーポン券を送付しています。この機会に、ぜひ、

受診ください。申込方法等、詳細は、通知をご確認ください。 

◇肝炎ウイルス検診対象者 

(過去に一度も市の肝炎ウイルス検診を受診していない人) 

年齢 生年月日 

４０歳 昭和５６(1981)年４月２日～昭和５７(1982)年４月１日 

４５歳 昭和５１(1976)年４月２日～昭和５２(1977)年４月１日 

５０歳 昭和４６(1971)年４月２日～昭和４７(1972)年４月１日 

５５歳 昭和４１(1966)年４月２日～昭和４２(1967)年４月１日 

６０歳 昭和３６(1961)年４月２日～昭和３７(1962)年４月１日 

６５歳 昭和３１(1956)年４月２日～昭和３２(1957)年４月１日 

７０歳 昭和２６(1951)年４月２日～昭和２７(1952)年４月１日 

■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 
 予約時間には電話に出られる状態でお待ちください。 

【神経・筋疾患】 

◇期日 ６月２５日（土） 

◇時間 午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 獨協医科大学病院脳神経内科医師 国分則人 氏 

◇主な疾患 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く）、筋ジストロフィー、

もやもや病、重症筋無力症、多系統萎縮症、多発性硬化症／

視神経脊髄炎、ハンチントン病、大脳皮質基底核変性症、 

パーキンソン病、進行性核上性麻痺、筋萎縮性側索硬化症 

（ＡＬＳ） 

◇申込 ６月２２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 

 

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 ７月１３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 パンづくり 講師：笹崎規子 氏 

◇定員 ２０名  

◇費用 ５００円程度（材料費として） 

◇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 ７月１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 

 

住民税非課税世帯等に対する 

臨時特別給付金 
 国の施策である、コロナ禍での「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」

において、「令和４年度に新たに非課税世帯となった世帯」に対して、一

世帯当たり１０万円が臨時特別給付金として支給されることになりまし

た。対象となる人には市から確認書を送付します。 

 今後のスケジュールや手続き方法等は、本年度住民税の賦課状況が決定

した後の６月下旬以降に広報お知らせ版や市ホームページ等で随時お知

らせします。 

※既に給付金を受けた世帯へ再度支給するものではありません。 

■問合 健康福祉課臨時特別給付金担当 

    ☎０２８７－８２－７５３９（午前９時～午後５時） 
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■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

こども食生活相談 
 「離乳食の始め方を確認したい」、「将来、肥満や糖尿病等の生活習慣病

が心配」等、毎日の食事で気になることはありませんか？ 

日々の悩みにじっくり向き合います。 

◇日時 ７月６日（水）午前９時～正午の予約制 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇対象 ０歳～１８歳未満のお子さんとその保護者 

◇内容 栄養士・保健師による個別相談（電話での相談も利用できます） 

◇申込 ７月１日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※乳幼児期の相談は当日、バスタオル、母子健康手帳、家庭で食べている

離乳食をお持ちください。 

■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 
子育て支援センターきらきらでは、期間中、下記のような制作を用意し

ています。センター利用時に制作できます。（申込不要） 

◇期間 ６月１５日（水）～３０日（木） 

※七夕飾りは７月７日（木）まで 

◇内容 ・６月のお誕生日カード作り：親子でお誕生カードを作ります。

６月生まれの旨を申し出ください。 

    ・きらきらカレンダー作り：６月、７月の季節感あふれるオリジ

ナルなカレンダーを作ります。材料の持ち帰りもできます。 

    ・七夕飾りを作ろう：材料の持ち帰りもできます。 

    ・水てっぽうやシャボン玉で遊ぼう 

◇持物 飲物、着替え 

※利用時間・入室人数等を制限する場合があります。事前に下記あてお問

い合わせください。利用時間等をご案内します。 

■問合 子育て支援センターきらきら 

    ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

ひまわりきっず「七夕を飾ろう」 
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２９日（水）午前１０時～１１時 

    受付：午前９時４５分～ 

◇場所 烏山公民館 

◇内容 七夕を飾って願いを叶えてみよう！（飾りは持ち帰り） 

◇対象 市内在住の２歳以上の幼児と保護者 

◇定員 先着６組 

◇費用 １組：１００円（保険料等） 

◇持物 飲物 

◇申込 ６月２５日（土）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

子育て支援事業 キッズランドあさひ 

ちぎって！丸めて！新聞遊びを楽しもう 
◇日時 ７月７日（木）午前１０時１５分～１１時３０分 

◇場所 キッズランドあさひ 

◇内容 様々な形に変化する新聞紙を使って親子で新聞紙遊びを楽しみ

ましょう。 

◇対象 未就学児とその保護者 

◇定員 先着１０組 

◇費用 無料 

◇申込 ６月３０日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

※感染症予防のため、マスクの着用をお願いします。 

※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 キッズランドあさひ ☎０２８７－８２－７３３３ 

 

■国体 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

開催１００日前イベント 
県主催により、下記のとおり開催されます。様々な国体競技を体験する

ことができるほか、ステージイベント等、盛りだくさんの内容となってい

ます。ぜひ、お越しください。 

◇日時 ６月２５日（土）午前１０時～午後３時３０分 

◇場所 宇都宮市オリオン通り、オリオンスクエア 

◇内容 ・アスリートトークショー、各種体験コーナー・観光物産ＰＲブ

ース、炬火ランナー体験＆フォトスポット、スタンプラリー等 

    ・那須烏山市のブースでは、正式競技である「アーチェリー」の

体験教室を実施します。未経験の人でも楽しめるような内容と

なっています。（事前予約不要） 

◇費用 無料 

※同時開催企画として、「いちご一会スタンプラリー」、「競技紹介動画配

信」等も実施します。 

※詳細は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会ＨＰの特設ページ（https:

//www.tochigikokutai2022.jp/100nichimae/）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事務局 

    ☎０２８－６２３－３８４５ 

 

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

 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープールがオープン 
 ７月１日（金）から９月２５日（日）まで開館します。新型コロナウイ

ルス感染症対策を実施しながら運営します。ぜひ、ご利用ください。 

◇入場料 高校生以上３００円、中学生以下１５０円  

◇休館日 毎週月曜日 

※８月３０日（火）～９月２５日（日）は毎週月・水曜日が休館です。 

◇遊泳時間 ・午前 午前９時～正午 

      ・午後 午後１時～５時 

      ・夜間 午後６時～９時 

期間 
平日（火～金） 土・日 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

７月１日～ 

２０日 
 〇 〇 ○ ○ 〇 

７月２１日～

８月２８日 
〇 ○ ○ ○ ○ ○ 

８月３０日～

９月２５日 
 ○  ○ ○  

９月３日 市水泳大会のため臨時休館（予定） 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、来館の際は事前の検温、手指消

毒をお願いします。今後の感染状況により開館時間等の変更もあります。

変更等は防災Ｉｎｆｏ、市ホームページ等でお知らせします。 

※各種教室の開催は、詳細が決まり次第、広報お知らせ版に掲載します。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

小学生水泳教室参加者募集 
 泳力に応じてクラス分けを行い指導します。 

◇期間 ７月８日（金）～８月１０日（水） 全１０回 

    毎週水・金曜日 午後６時３０分～８時 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター（岩子１７０） 

◇対象 市内在住、在学の小学３年生～小学６年生 先着３０名 

※コロナウイルス感染症対策のため人数を制限して実施します。 

◇費用 ２，５００円（プール使用料等） 

◇申込 ６月３０日（木）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を記入

し、参加費を添えて下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
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Ｂ＆Ｇスイマーズフェスティバル選考会

参加者募集 
 第２３回芳賀海洋センター水泳大会と併せて上記選考会を行います。 

◇日時 ７月１０日（日）午前９時１５分開会 

◇場所 芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター（芳賀町与能１１４０） 

◇対象 どなたでも  

◇定員 ２００名 

◇費用 １種目につき７００円（１人２種目まで） 

◇種目 男女別（※の種目が全国大会の予選種目です） 

年齢区分 自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー 

小学生未満 ２５ｍ ２５ｍ ２５ｍ - - 

小学１・２年生 ２５ｍ ２５ｍ ２５ｍ ２５ｍ - 

小学３・４年生 
２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 
- 

小学５・６年生 
２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 

２５ｍ 

※５０ｍ 
１００ｍ 

中学生 
※５０ｍ 

１００ｍ 
※５０ｍ ※５０ｍ ※５０ｍ １００ｍ 

高校生 ※５０ｍ ※５０ｍ ※５０ｍ ※５０ｍ １００ｍ 

大人 
２５ｍ 

５０ｍ 

２５ｍ 

５０ｍ 

２５ｍ 

５０ｍ 

２５ｍ 

５０ｍ 
１００ｍ 

小学４年生以下 ２５ｍビート板バタ足 

◇申込 ６月２６日（日）までに芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターのホームペー

ジ（https://www.hagapool.jp/）から申込フォームに記入のうえ

送信する。 

■問合 芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎０２８－６７７－００３０ 

 

第５回スローピッチソフトボール大会 
◇日時 ７月１３日（水）～２２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 学生・生徒は除く。ただし、女子の参加は認める。 

◇チーム編成 男子のみ、女子のみ、男女混合を全て認める。 

◇費用 １チーム５，０００円 

◇申込 参加希望チームは、６月２８日（火）までに下記あて申し込む。 

※既に申し込みをしているチームで参加できない場合は、６月２８日（火）

までに下記あて連絡する。 

■問合 烏山ソフトボール協会事務局（村上） 

    ☎０９０－９３４７－６６１６ 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 ６月１８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「てるてるぼうずをつくろう」 

◇定員 当日、先着１２名 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おたのしみ会】 

◇日時 ６月１８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 

◇定員 当日、先着５名程度 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

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

 

県立図書館企画展示「地域を彩るコミュニティ誌」 

那南タイムスを展示 
昭和２２年～４９年に旧烏山町で発行されていた地域密着型の個人編

集新聞「那南（ななん）タイムス」を中心に、「地域を彩るコミュニティ

誌～とちぎの今昔を知ろう～」と題して県内のコミュニティ誌を紹介しま

す。貴重な「那南タイムス」の原紙を展示するほか、デジタル化した記事

を拡大して見ることもできますので、ぜひ、お越しください。 

◇期間 ７月２７日（水）まで 

◇場所 県立図書館（宇都宮市塙田１－３－２３） 

※開館時間等詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県立図書館 ☎０２８－６２２－５１１１ 

 

被爆者と被爆２世による講演会 
 広島にゆかりのあるお二人が、当事者として語ります。 

◇日時 ６月２５日（土）午後１時３０分～３時３０分 

    開場：午後１時～ 

◇場所 南那須公民館２階研修室（岩子６－１） 

◇内容 「被爆者と被爆２世のコラボレーションで生まれるもの」 

第一部：原子爆弾（ゲンバク）の実相 

語り：嶋田貴子 氏（司法書士 公認心理師） 

第二部：１９４５年８月６日前後の記憶  

語り：小松宏生（こまつひろみ） 氏（昭和９年生まれ） 

第三部：質疑応答 

◇対象 どなたでも（申込不要） 定員２００名程度 費用無料 

※新型コロナウイルス感染症対策の観点より、定員数を制限する場合があ

ります。 

※本講演は特定の思想・信条、宗教、団体、政党とは関係ありません。 

※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にご協力ください。 

■問合 嶋田正 ☎０９０－１７７４－６７６１ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ７月２日（土）午前９時集合 

◇集合場所 南那須運動場（吊り橋前） 

◇散策コース 荒川沿いを歩く（約６ｋｍ） 

       荒川沿い遊歩道 → 十二口横穴墓 → 荒川橋 →  

       大金駅 → 荒川小学校 → 安楽寺 → 栄出の滝 → 

       荒川神社 → 保健福祉センター → 隅川沿い遊歩道 

◇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 

 

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 ７月３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 意外と知らない認知症のこと～認知症サポーター養成講座～ 

    ・認知症って病気なの？ 

    ・認知症の人への対応について 

◇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 
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那須南病院周辺の清掃活動にご協力ください 
 南那須地域医療を守る会では、年に１～２回那須南病院周辺の草むしり

等清掃活動を行っています。会員以外の人も、ぜひ、ご協力ください。 

◇日時 ７月３日（日）午前７時～１時間程度（小雨決行） 

◇集合場所 那須南病院正面玄関 

◇持物 草刈りかま等簡単な用具 

■問合 南那須地域医療を守る会事務局（城所） 

    ☎０９０－３５４４－０４１４ 

 

帰農志塾 

親子ｄｅ種まきから始める味噌づくりワークショップ  
帰農志塾で有機大豆の種まきから収穫体験を通して、親子で普段食べる

ものにより一層興味を持ち、食物の大切さを再発見してみませんか？企画

の最後には、育てた大豆で味噌づくりやうどん打ち体験も実施します。 

◇日時 ７月３日（日）午後３時〜５時（予定） 

※２月中旬まで計５回、天候により日程を変更する場合があります。 

◇場所 帰農志塾の畑（谷浅見七合小学校付近） 

◇持物 汚れても良い服装（長袖）、帽子、長靴、手袋、タオル、飲物等 

◇定員 先着１０組（大人だけの参加も可能） 

◇費用 親子１組７，０００円 

※大人一名のみ６，５００円、子ども1人追加につき５００円追加 

◇申込 ６月２１日（火）までにメールで下記あて申し込む。 

※詳細は、下記あてメールでお問い合わせください。 

■問合 ＮＰＯ法人クロスアクション 

Ｅメール：crossaction.npo@gmail.com 

 

公園はきれいに利用しましょう 
 公園は憩いの場であることから、皆さんが気持ちよく利用できるようご

みの持ち帰り等のご協力をお願いします。 

・公園内は禁煙です。 

・利用者の安全が確保できないような球技はしないでください。 

・施設、樹木、芝生等は大切に使用してください。 

・ペットはリードにつなぎ、フン・尿は飼い主が後始末をしてください。 

・自転車・車・バイク等は乗り入れないでください。 

・ごみは持ち帰りましょう。 

・花火の使用やバーベキュー等の火を使う行為は禁止です。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

防災・行政情報配信サービスを登録しましょう 
 市では、防災・行政情報の配信サービスを行っています。スマートフォ

ンで下記の画像を読み取り登録してください。なお、フィーチャーフォン

（ガラケー）等の場合は、これまでどおりメール配信も並行して行います

ので、引き続きご利用ください。 

◇登録用アドレス等 

スマートフォン フィーチャーフォン等 

App Store用 

  

 

 

 
 
 

Google Play用 

 

 

 

 

 
※App Store または Google Play

で「インフォカナル」と検索し

ても登録できます。 

 

 

 

 

 

 

ＵＲＬ：bousai.nasukarasuyama-ci

ty@raiden3.ktaiwork.jp 

 

※迷惑メール対策等受信拒否設定

をしている場合は、@raiden3. 

ktaiwork.jp からのメールが受

信できるように設定の変更をし

てください。 

 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

広報なすからすやま・広報お知らせ版の 

掲載基準 
◇掲載基準等 

区分 内容 

掲 

載 

範 

囲 

・市が主催、共催または後援する事業 

・市が委託または助成する事業 

・市以外の官公庁が主催、共催または後援する事業 

・行政区で実施する事業、地域の事業、その他話題性の高いもの 

・市内の事業所等が社会貢献活動の一環として行う事業で、市民

に対し公益性が高いと判断できる事業等の情報 

・参加費または会費が無料もしくは材料費程度（材料費、保険料、

資料代等その事業に相応しい費用）を徴収して行われる事業で、

広く市民が参加することができる事業等の情報 

掲 

載 

記 

事 

の 

優 

先 

順 

位 

広報に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、市が主催、

共催または後援する事業の次に市が委託または助成する事業を優

先します。これらの次に優先するものは、次の項目を多く満たす

ものとなります。 

・市以外の官公庁が主催、共催または後援する事業に関するもの 

・参加費または会費が無料の事業等に関するもの 

・事業の開催場所が市内であるもの 

・市内在住者からの依頼であるもの 

・市民生活に有益な内容であるもの 

掲 

載 

除 

外 

次の項目に該当する記事は掲載できません。 

・公共性または公益性を損なうおそれがあるもの 

・営利目的のもの 

・政治活動や宗教活動を目的としたもの 

・公序良俗に反すると認められるもの 

・協賛や寄附等、金・物品を募ることを主な内容としているもの 

・個人の宣伝や活動を目的としたもの 

・その他、市が掲載記事として適当でないと判断するもの 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

市公式ＬＩＮＥ 友だち登録をお願いします 
本市の情報を多くの皆さんにお届けするため、公

式ＬＩＮＥアカウントを開設しています。市政情報

のほか、イベント情報・観光情報・災害情報等を配

信します。 

◇アカウント情報 

・アカウント名：那須烏山市 

・アカウントＩＤ：＠nasukara-1112 

※ＬＩＮＥを利用するには、スマートフォン、タブレット端末、パソコン

等のＬＩＮＥアプリを起動できる環境が必要です。アプリのインストー

ル方法は、ＬＩＮＥホームページ（https://guide.line.me/ja/signup

-and-migration/line-install.html）でご確認ください。 

※原則、返信・回答はしません。お問い合わせは、各担当部署またはトー

ク画面のメニューにある広聴箱からお願いします。 

※配信時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。（緊急情報

の場合は、この時間以外でも配信します） 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

とちぎテレビのデータ放送をご覧ください 
 市内の郵便番号を登録した地上デジタル放送対応テレビで、市からのお

知らせ、イベント情報、各種事業等の情報を見ることができます。 

◇閲覧方法 チャンネルを「とちぎテレビ」に合わせ、リモコンの「ｄボ

タン」を押すと情報画面に切り替わります。 

※災害発生時にも順次情報が流れますので、災害情報等についてもデータ

放送をご覧ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 
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アプリやサイトから広報紙が見られます 
◇広報なすからすやま 

名称 内容等 アドレス等 

アプリ マチイロ 

スマートフォンやタブ

レット端末にアプリ「マ

チイロ」をダウンロード

してください。 

 

 

 

https://machiiro. 

town/ 

TOCHIGI ebooks 

（栃木イーブックス） 

栃木県の電子書籍を無

料で閲覧できる地域特

化型電子書籍ポータル

サイトです。 

 

 

 
https://www.tochigi 

-ebooks.jp/ 

マイ広報紙 

気になる広報紙をパソ

コンやスマートフォン

でまとめてチェック！ 

 

 

 

https://mykoho.jp/ 

◇広報お知らせ版 

名称 内容等 アドレス等 

メールマガジン 

毎月１日、１５日発行の

広報お知らせ版をメー

ル配信します。 

 

 

 

nasukarasuyama@req.

jp 

※「nasukarasuyama@req.jp」「info@city.nasukarasuyama.lg.jp」から受

信できるようメール受信設定のうえ、メールマガジンの登録をしてくだ

さい。詳細は、市ホームページでご確認ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

借金で悩んでいませんか？ 

財務省関東財務局の相談窓口 
 借金は経済的な問題だけでなく、心身の健康や家庭・職場等での様々な

問題と密接に関係していることが少なくありません。解決するためには、

早期に適切な窓口に相談することが大切です。各種ローン、過払い金、保

証人等、借金に関する無料相談を行っています。個人の秘密は必ず守られ

ますので、１人で悩まず気軽にご相談ください。 

◇受付時間 平日の午前８時３０分～正午、午後１時～５時 

◇内容 電話または面談による相談 

■問合 財務省関東財務局宇都宮財務事務所（多重債務専門窓口） 

    ☎０２８－６３３－６２９４ 

 

とちぎ再就職フェア 
 コロナ禍で離職した人等の再就職を支援するため、企業とのマッチング

を図る「とちぎ再就職フェア」の参加者を募集します。 

◇日時 ７月５日（火）午後１時～５時 

◇場所 ホテル東日本宇都宮（宇都宮市上大曽４９２－１） 

◇対象 県内で就職を希望している人 

◇参加企業 約５０社 

◇申込 ６月３０日（木）までにとちぎ再就職フェアのホームページ 

（https://tochigi-restart.jp）から申し込む。 

■問合 とちぎ就活リスタート支援事業事務局 

    ☎０５０－２０００－７２７６ 

 

「烏山の山あげ行事」保存協賛金募集 
烏山山あげ保存会では、「烏山の山あげ行事」を保存・継承するととも

に、安定した行事の開催を図るため、協賛金を募集します。 

◇募集金額 一口５，０００円 

◇募集期間 ７月６日（水）まで 

※協賛いただける企業・団体・個人は、下記あてお問い合わせください。 

※市内の栃木銀行、烏山信用金庫、那須南農業協同組合の各本支店では振

込手数料不要です。ただし、足利銀行は協賛者負担となります。 

■問合 烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 

☎０２８７－８８－６２２３ 

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

 

６月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 木 

移動出前サロン9：30～13：30 

産後サポート事業「おひさま」（要予約）受付 9：40～10：00 

窓口業務延長（～19:00） 

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 

１７ 金   

１８ 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 

１９ 日 【休日当番医】水沼医院 ☎0287-84-0001 

２０ 月 
特定健診・がん検診（完全予約制） 

２歳６か月児相談9:30～ 

烏山体育館・烏山公民館 

保健福祉センター 

２１ 火 
１歳児相談9:30～ 

１歳６か月児健診13:00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２２ 水 

行政相談 

５歳児相談9:30～ 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

４か月児・８か月児健診13:00～ 

烏山庁舎 

保健福祉センター 

こども館 

保健福祉センター 

２３ 木 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

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 

藤田公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２４ 金 

２歳児相談9:30～ 

音を鳴らしてあそぼう 10：30～11：30 

３歳児健診13:00～ 

保健福祉センター 

こども館 

保健福祉センター 

２５ 土   

２６ 日 【休日当番医】山野クリニック ☎0287-84-3850 

２７ 月 ６月分水道料金等口座振替日  

２８ 火 七夕飾りの制作(～7/1) こども館 

２９ 水 ぴよぴよ広場10：00～10：45 こども館 

３０ 木 

移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長（～19:00） 

６月分水道料金等納入期限 

市県民税第１期納期限・口座振替日 

藤田公民館 

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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