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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：ファイザー 

接種日 実施時間 

７月２日（土） ７月６日（水） （水・土曜日）午後１時３０分 

        ～４時３０分 

（日曜日）午前９時～正午 ７月３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 

７月 ７日（木） ７月２１日（木） 
午後２時～４時 

７月１４日（木） ７月２８日（木） 

※追加接種は、交互接種が認められています。 

【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 

７月 ２日（土） ７月１６日（土） 
午後１時３０分～４時３０分 

７月 ９日（土） ７月３０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人、ＢＭＩ３０以上の人または重症化

リスクが高いと医師が認める人 

◇対象となる基礎疾患 

 詳細は、６月１５日発行の広報お知らせ版、または市ホームページでご

確認ください。 

◇接種券の発送 

 ・６０歳以上の人は、接種案内通知（接種券）を発送済です。接種券が

届いていない人は、下記あてお問い合わせください。 

 ・１８歳～５９歳で、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。発行申請があった後に接種案内通知（接種券）を

発送します。申請書は、下記備え付けのほか、市ホームページから取

得できます。 

◇接種予約方法 

 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

に接種日を割り当てました。接種案内に同封した予約票でご確認ください。

予約の変更や接種を希望しない人は、コールセンターへご連絡ください。 

 市の集団接種以外で接種を受けた人、または１８歳～５９歳の人は、接

種券の発行を受けてからインターネットや電話で予約をしてください。予

約方法や日程は、接種案内通知でもご案内します。 

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

・コールセンター（☎０２８－６８０－６６３７） 

◇集団接種会場・日時 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１） 

接種日 

７月 ６日（水） ７月３１日（日） ８月２７日（土） ９月１７日（土） 

７月 ９日（土） ８月 ３日（水） ８月２８日（日） ９月１８日（日） 

７月１０日（日） ８月 ６日（土） ８月３１日（水） ９月２１日（水） 

７月１３日（水） ８月 ７日（日） ９月 ３日（土） ９月２４日（土） 

７月１６日（土） ８月１０日（水） ９月 ４日（日） ９月２５日（日） 

７月１７日（日） ８月１７日（水） ９月 ７日（水） ９月２８日（水） 

７月２０日（水） ８月２０日（土） ９月１０日（土）  

７月２７日（水） ８月２１日（日） ９月１１日（日） 

７月３０日（土） ８月２４日（水） ９月１４日（水） 

※実施時間は水曜・土曜日が午後１時３０分～４時３０分、日曜日が 

午前９時～正午です。 

●那須南病院（中央３－２－１３） 

接種日 

８月 ４日（木） ８月２３日（火） ９月 ６日（火） ９月２０日（火） 

８月 ９日（火） ８月２５日（木） ９月 ８日（木） ９月２２日（木） 

８月１８日（木） ９月 １日（木） ９月１５日（木） ９月２９日（木） 

※実施時間は午後２時～４時です。 

◇使用するワクチン ９月３日（土）までは武田／モデルナ社製ワクチン 

※９月４日以降はファイザー社製ワクチンを使用。希望する場合はモデル

ナ社製ワクチンも接種できます。詳細は下記あてお問い合わせください。 

※追加接種は、交互接種が認められています。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

    ☎０２８７－８２－７５３５ 

令和４年７月１日 Ｎｏ．４０３ 

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。 

 

 



- 2 - 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

生ごみ処理機器の購入費補助 
ごみ減量化の一環として、家庭の生ごみを自家処理する生ごみ処理機器

の購入費の一部を補助します。 

◇補助金額  

 ・生ごみ処理容器：購入費の２分の１（上限３，０００円） 

 ・機械式生ごみ処理機：購入費の２分の１（上限２５，０００円） 

◇補助対象  

 ・市内の販売店で生ごみ処理機器を購入した人 

 ・市内に住所を有し、かつ、居住している人 

 ・生ごみ処理機器で処理したものを自家処理または利用できる人 

 ・補助金を受ける人およびその世帯員に、市税等の滞納がないこと 

◇申請期限 

 処理容器もしくは処理機の購入から６か月以内 

※補助金の交付は、年度中 1世帯あたりでいずれか1基に限ります。複数

台購入しても、補助されるのは 1基分です。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

 

マイナンバーカード申請支援窓口 
 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。 

【南那須庁舎の申請支援窓口】 

 市役所南那須庁舎でもマイナンバーカードの申請ができるようになり

ました。 

◇窓口設置場所 

場所 受付開始日 

烏山庁舎市民課窓口 実施中 

南那須庁舎市民課南那須分室 ７月１日（金）から開始 

◇時間 平日の午前９時～正午、午後１時～４時 

【土曜日の申請支援特設窓口】 

 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。お買い物ついで等、気軽に申請にお立ち寄りください。 

◇日時・場所 

期日 時間 場所 

７月１６日（土） 午前９時～正午 烏山庁舎市民課窓口 

【共通事項】 

◇予約 不要です。１人につき１５分程度かかります。 

◇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） 

◇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）からご確認ください。 

■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 

 

「マイナポイント第２弾」 

キャンペーン②・③の申し込み開始 
◇マイナポイント事業とは 

 マイナンバーカードを取得したうえで、キャッシュレス決済サービスを

１つ選択して申し込みをすると、その決済サービスの利用（チャージまた

は購入）時に、買い物で利用できるポイントが付与されます。 

◇「マイナポイント第２弾」キャンペーン 

対象者 付与ポイント 

➀ 

マイナンバーカードを新規に取得した人（既

に取得した人のうち、マイナポイント第１弾

の未申込者を含む） 

※令和３年１２月末までにマイナポイント

第１弾へ申し込んだ人で、２０，０００円

のチャージや買い物をしていない人（最大

５，０００円分までポイント付与を受けて

いない人）の１月１日以降のチャージや買

い物に対しても、上限（５，０００円相当）

までポイントの付与を受けられます。 

最大 

５，０００円相当 

② 
健康保険証としての利用申し込みをした人 

（既に利用申し込みをした人も含む） 
７，５００円相当 

③ 
公金受取口座の登録をした人 

（既に登録をした人も含む） 
７，５００円相当 

【注意事項】 

※既にキャンペーン➀の申し込みが済んでいる人、マイナンバーカー

ドの健康保険証としての利用申し込みが済んでいる人や公金受取口

座の登録が済んでいる人も、６月３０日（金）以降、キャンペーン

②・③のマイナポイント申し込みが必要です。 

※キャンペーン➀～③の対象となるマイナンバーカードの申請期限

は、９月３０日（金）です。早めに申請してください。 

◇マイナポイント申込支援窓口 

 市民課内（烏山庁舎） 時間：午前９時～正午、午後１時～４時 

※マイナポイント事業に関する詳細は、ＱＲコードから 

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 

 

■国保 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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９月３０日（金）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

い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９月３０日（金）（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ので、

申請の際にはお間違えのないようご注意ください。 

※郵送で申請する場合は、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してください。 

※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 
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国民健康保険証の窓口交付 
 国民健康保険証は８月１日に更新となります。新しい保険証は７月下旬

に世帯全員分を世帯主あてに郵送する予定ですが、窓口での交付を希望す

る場合は、事前に申し込みが必要です。 

◇交付期間 ７月２１日（木）～２９日（金） 

※土・日曜日を除く。 

◇交付場所 ・市民課国保医療グループ（烏山庁舎） 

      ・市民課南那須分室（南那須庁舎） 

◇申込 ７月１４日（木）までに電話で下記あて申し込むか、上記交付 

    場所窓口で直接申し込む。 

※交付の際は、窓口に来る人の本人確認書類（運転免許証等）が必要です。 

 なお、世帯主または同一世帯の家族以外の人が代理で保険証を受け取る 

 場合には、委任状も必要です。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■国民年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民年金保険料の免除申請受付 
 今年度分（令和４年７月～令和５年６月）の受け付けを７月から開始し

ます。また、免除の申請は、過去２年（申請月の２年１か月前の月分）ま

でさかのぼって申請することができます。 

【申請免除】 

 失業等の経済的理由で保険料の納付が困難な場合は、本人からの申請後

に承認されると、保険料の全額または一部（４分の３、半額、４分の１）

の納付が免除される制度です。（本人、配偶者、世帯主の所得基準あり）

なお、年金額は免除の種類に基づき減額となります。 

【納付猶予】 
 ５０歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、本

人からの申請後に承認されると、保険料の納付が猶予されます。 

【学生納付特例】 

 学生を対象とした納付特例制度で、１０年以内に追納すれば将来の年金

額に反映されます。 

◇申請に必要なもの 年金手帳 

※失業の際は、雇用保険被保険者離職票等の写し 

※学生は、学生証（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合

は裏面も含む）の写しまたは在学証明書（在学期間が分かるもの） 

◇申請窓口 ・市民課市民窓口グループ（烏山庁舎） 

      ・市民課南那須分室（南那須庁舎） 

※申請時の前年分の所得の申告をしていることが必要です。 

※前年度に全額免除・納付猶予の承認を受けた人で継続審査を希望した人

は、新たに申請する必要はありません。なお、継続審査を希望しなかっ

た人や失業等を理由として承認された人、４分の３・半額・４分の１の

各免除の承認を受けた人は、毎年度申請が必要です。 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 

    宇都宮東年金事務所 ☎０２８－６８３－３２１１ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

消費税インボイス制度説明会 
 個人事業者で消費税の免税事業者向けに説明会を開催します。 

◇日時 ７月２８日（木）、８月２３日（火）・２６日（金） 

いずれも午後１時３０分～３時 

◇場所 氏家税務署２階会議室（さくら市氏家２４３１－１） 

◇申込 事前に下記あて申し込む。各回１５名。 

※来場には公共交通機関をご利用ください。 

※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。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

■安全・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 

 

夏の交通安全運動 
子どもと高齢者の交通事故防止に向けて市内で交通安全運動を実施し

ます。交通ルールとマナーを守り、交通事故防止に努めましょう。 

◇期間 ７月１３日（水）～１５日（金） 

◇内容 ・高齢者の交通事故防止 

    ・子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動の推進 

    （ＳＥＥ）見る、（ＳＬＯＷ）減速する、（ＳＴＯＰ）停止する 

    ・前照灯の早め点灯と原則ハイビームの徹底 

    ・飲酒運転の根絶 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

烏山和紙写真展の開催期間が延長されました 
 烏山和紙を活用した写真展が好評につき開催期間が延長されました。烏

山和紙の魅力が活かされた素敵な写真展です。ぜひ、お越しください。 

◇期間 ７月３１日（日）まで 

◇時間 午前９時～午後４時 

◇場所 山あげ会館（山あげコモンズ） 

※火曜日定休。入場料は無料です。 

■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 

 

皆さんの「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。その記念事業

の一環として、「からせん」の思い出エピソードや写真を募集します。 

※投稿された記事は市広報紙、ホームページ等に掲載する場合があります。 

◇募集内容 ・「からせん」の思い出（文字数：２００～２５０字） 

      ・「からせん」の思い出の写真（掲載等可能なもの） 

※写真は原則返却しません。 

◇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。思い出は申込フォームからも応募できます。 

※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。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 ＦＡＸ：０２８７－８３－１１４２ 

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

 

烏山駅の発車予告メロディを変更します 
 ＪＲ烏山駅を利用する皆さんに「山あげ祭のまち那須烏山」の周知と地

域の活性化を図ることを目的に、駅の発車予告メロディをお祭りの定番曲

「新囃子」に変更します。 

◇期間 ７月１日（金）～ 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 
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■雇用・就職 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５年度採用「那須烏山市職員」募集 
【市民のために意欲をもって働く、人間性豊かな人材を求めています】  

 「人間性豊かな人材」を求め、「人物重視」の採用試験を行いますので、

奮ってご応募ください。 

◇採用日 令和５年４月１日 

◇採用職種等 

採用職種 人数 受験資格 

一般事務 
１０名 

程度 

平成元年４月２日～平成１７年４月１日に

生まれた人で、高等学校卒業程度以上の学力

を有する人 

保健師 
２名 

程度 

平成元年４月２日以降に生まれた人で、保健

師の資格を取得している人（取得見込みを含

む） 

臨床心理士・ 

公認心理師 
１名 

平成元年４月２日以降に生まれた人で、臨床

心理士または公認心理師の資格を取得して

いる人（取得見込みを含む） 

保育士・ 

幼稚園教諭 

２名 

程度 

平成元年４月２日以降に生まれた人で、保育

士および幼稚園教諭（両方）の資格を取得し

ている人（取得見込みを含む） 

保育士・ 

幼稚園教諭 

（就職氷河期

世代対象） 

１名 

昭和５４年４月２日～昭和６２年４月１日

に生まれた人で、保育士および幼稚園教諭

（両方）の資格を取得している人 

※地方公務員法に規定する欠格事項に該当する人は除きます。 

◇試験日程 

区分 試験内容 期日 試験会場 

１次試験 教養試験等 ９月１８日（日） 烏山南公民館 

２次試験 
集団討論等 １０月１６日（日） 南那須庁舎 

面接試験 １０月１８日（火） 烏山庁舎 

◇応募期間 ８月１５日（月）までに「採用試験申込書」等に必要事項を

記入し、写真を貼り付けのうえ、下記あて提出する。 

※直接持参する場合は平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで、郵

送の場合は８月１５日（月）必着です。 

※「職員採用試験案内」および「採用試験申込書」等は、下記または市役

所南那須庁舎ホールに備え付けます。また、市ホームページからも取得

できます。 

※受験資格、試験内容、提出書類等の詳細は、「職員採用試験案内」でご

確認ください。 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

【事業者向け】 

自動車産業電動化のための専門家派遣先企業募集 
 県では、自動車関連の中小企業が、自社の技術的な強みを客観的に把握

し、電動化に向けた対応方針を策定できるよう支援するため、専門家派遣

事業を実施しています。 

◇対象 自動車関連の県内のものづくり中小企業等 

◇費用 無料 

◇申込 申請書類（県ホームページ掲載）に必要事項を記入し、８月３１

日（水）までにメール（3-3kyotsu@pref.tochigi.lg.jp）で申し

込む。 

※詳細はＱＲコードからご確認ください。 

■問合 県産業労働観光部工業振興課ものづくり企業支援室 

  ☎０２８－６２３－３２４９ 

【事業者向け】現場改善講師派遣先企業の募集 
 県産業振興センターでは、収益力アップや競争力強化を目的に、現場改

善に取り組む中小企業に専門講師を派遣する「現場改善講師派遣事業」を

実施しています。 

◇対象 とちぎ産業振興協議会、とちぎ未来技術フォーラム、フードバレ

ーとちぎ推進協議会のいずれかに加入している中小企業 

◇費用 １回につき３０，０００円（税別・別途講師交通費） 

◇申込 申請書類（県産業振興センターホームページ掲載）に必要事項を

記載のうえ、７月２９日（金）までに下記あて申し込む。 

※詳細はＱＲコードからご確認ください。 

■問合 （公）県産業振興センター戦略産業振興チーム 

  ☎０２８－６７０－２６０１ 

 

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

 

農地の利用状況調査（農地パトロール） 
食糧の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図るため、ま

た、遊休農地の発生防止・解消対策のための実態調査です。ご協力をお願

いします。 

◇調査期間 ７月１９日（火）～８月５日（金） 

◇調査地区 市内全域 

◇調査方法 農業委員および農地利用最適化推進委員が担当地区ごとに 

      目視で調査します。 

※調査日までに、農地の草刈りを行う等適正な管理をお願いします。 

※調査結果において、遊休農地（耕作放棄地等）であった場合、農地中間

管理事業の意向調査の対象となる場合があります。また、違反転用等が

見つかった場合は是正の対象となり、所有者（耕作者）に指導・勧告等

が行われます。 

■問合 農業委員会事務局（農政課内） ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

新規就農相談会ｉｎとちぎ（前期） 
 農業の担い手確保を図るため、就農希望者を対象にとちぎ農業経営・就

農支援センター主催の新規就農相談会を開催します。 

◇日時 ７月３日（日）午前１０時～午後３時 

◇場所 とちぎアグリプラザ（宇都宮市一の沢２－２－１３） 

◇内容 新規就農希望者への個別面談、農業研修受講相談、農業法人等へ

の就職相談、「就農準備資金・経営開始資金（就農前の研修およ

び就農初期の青年就農者に対する交付金）」の説明会および相談 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 （公財）県農業振興公社農政推進部就農育成担当 

    ☎０２８－６４８－９５１５ 

 

農作業中の熱中症対策 
毎年、農作業中の熱中症による死亡事故が全国で多発しています。直近

データ（令和２年）では全国で３２人が亡くなり、近年、増加傾向にあり

ます。暑い環境で農作業をする際には、次のことに注意してください。 

・熱中症警戒アラートを注視し、気温の高い時間帯を外して作業をする。 

・こまめに休憩し、水分と塩分を補給する。 

・帽子を着用し、汗を発散しやすい服装で作業する。 

・作業は２人以上で行う。 

・ハウス等の施設内では風通しを良くし、換気をする。 

・体調不良等の異常を感じた場合は、すぐに作業を中断し、涼しい場所に

避難する。 

※農林水産省のスマートフォン用アプリ「ＭＡＦＦアプリ」（無料）をイ

ンストールしておくと、気象庁が熱中症警戒アラートを発表したときに

スマートフォンにお知らせが届くようになります。ぜひ、ご利用くださ

い。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 
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農地の測量実施 
 下川井地区から熊田地区にかけての圃場整備に係る地形図作成のため、

測量を実施します。私有農地への立ち入りにご理解ご協力をお願いします。 

◇地区 下川井・熊田地区 

◇期間 ７月１日（金）～１２月２３日（金） 

◇内容 農地一筆ごとの高さの測量と地形図を作成します。 

◇調査業者 国際航業（株） ☎０２８－６２７－５１７０ 

※身分証を携帯した調査員が腕章をつけて調査します。 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

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

 

２０歳のピロリ菌検査（はたちのお祝い） 
 ピロリ菌の有無を確認できます。健康のためにも検査を受けましょう。 

◇対象 平成１４年４月２日～平成１５年４月１日生まれ 

※６月１５日現在で市内に住民登録のある人には通知しましたので、検査

を希望する人は、返信用封筒で返信してください。 

※現在市外に住民登録をしているが、過去に本市に住民登録があり、かつ、

本市のはたちを祝う会に参加の意思がある人で検査を希望する人は、電

話等で下記あて申し込みください。 

◇助成金額 ６，０００円（検査費用） 

◇申込期限 令和５年１月１３日（金） 

◇実施期間 ７月１日（金）～令和５年２月２８日（火） 

※医療機関の診療日に限ります。 

※申込期限や実施期間を過ぎた場合は助成の対象となりませんので、お早

めに申し込みください。 

◇検査方法等 次の①～⑥の手順で受診してください。 

 ①返信用の封筒等で健康福祉課に申し込む。 

 ②健康福祉課から受診票が届く。 

 ③下記医療機関を参考に電話等で予約する。 

 ④予約日に受診し検査をする。 

 ⑤検査結果の説明を受ける。（⑤まで助成します） 

 ⑥陽性の場合は、胃の内視鏡検査を受け除菌治療を行う。 

※⑥の除菌治療等は保険診療で自己負担となります。 

◇検査ができる医療機関（５０音順）  

医療機関 住所 電話番号 

烏山台病院 滝田１８６８－１８ ０２８７－８２－２７３９ 

佐野医院 中央２－１１－１７ ０２８７－８４－１６１６ 

山野クリニック 中央２－４－３ ０２８７－８４－３８５０ 

◇検査と除菌治療ができる医療機関（５０音順） 

医療機関 住所 電話番号 

阿久津クリニック 金井２－１－６ ０２８７－８３－２０２１ 

塩谷医院 田野倉１８３ ０２８７－８８－２０５５ 

滝田内科医院 金井１－１３－５ ０２８７－８２－２５４４ 

那須南病院 中央３－２－１３ ０２８７－８４－３９１１ 

林田医院 大金２１２－４ ０２８７－８８－２０５６ 

水沼医院 金井１－１４－８ ０２８７－８４－０００１ 

※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 

 

県北産業技術専門校訓練生募集 
県立県北産業技術専門校では、障がいのある人を対象に、就職に必要な

知識や技能を習得するため、訓練生を募集します。 

◇コース 事務パソコン基礎科 ５名 

◇対象 身体または精神障がい者で、ハローワークに求職登録している人 

◇募集期間 ７月８日（金）～９月８日（木） 

◇入校選考 ９月１６日（金） 面接 

※詳細は下記あてお問い合わせください。  

■問合 県北産業技術専門校職業能力開発担当 

☎０２８７－６４－４０００ 

第４２回栃木県シルバー大学校学校祭 
 学生が日頃の学習成果を発表します。お子さんからお年寄りまで楽しめ

る内容です。ぜひ、お越しください。 

期日 場所 主な内容 

８月４日（木） 
大田原市ピアートホール 

（大田原市堀之内６５６－１） 

・学習成果発表 

・演芸発表 

８月６日（土） 
県シルバー大学校北校 

（矢板市５４） 

・バザー 

・作品展 

・陶芸体験 

・野点体験（お茶席） 

・そば打ち実演 

・パソコン体験 

・子ども広場等 

※開催時間は、両日とも午前１０時～午後３時です。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、変更になる場合があります。 

■問合 県シルバー大学校北校 ☎０２８７－４３－９０１０ 

 

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

 

乳幼児健診・相談 
 受付時間は、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 ７月２０日（水）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年３月、令和３年１１月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 ７月１９日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年６月生まれの幼児 

【２歳児相談】 

◇日時 ７月２９日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年６月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 

◇日時 ７月２１日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年１２月生まれの幼児 

【３歳児健診】 

◇日時 ７月２９日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年６月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 ７月２０日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９年７月生まれの幼児 

■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 ７月１４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３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 ７月７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 
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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：サンサン体操、手遊び：お弁当箱のうた 

    遊び：週替わりで実施 

    ６日：ボールハウス・トンネルで遊ぼう 

    １３日：金魚すいくごっこ・水遊び 

    ２０日：しゃぼん玉で遊ぼう 

    ２７日：足形でカレンダーを作ろう 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ７組程度（申込不要） 

※１３日はポイで金魚（作り物）やスーパーボールをすくったり、水鉄砲

で遊んだりします。濡れてもよい服装でご参加ください。 

【親子でヨガを楽しもう】 

◇日時 ７月８日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 親子でできるヨガポーズで身体をほぐしましょう  

◇講師 満田美佐子 先生 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 先着７組 

◇申込 ７月６日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【ディンプルアートを体験しよう】 

◇日時 ７月３１日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇内容 ぬり絵感覚のステンドグラス風アートを楽しもう 

◇講師 荒井栄子 先生 

◇対象 市内在住の小学生以下と保護者等 先着７組 

◇費用 １個５００円 

◇申込 ７月２７日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※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、小学生および保護者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５組程

度を目安とし、利用時間は１組２時間程度とします。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

子育て世帯生活支援特別給付金 
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、

給付金を給付します。児童扶養手当受給中のひとり親世帯と児童手当・特

別児童扶養手当受給中の令和４年度住民税均等割非課税世帯には、既に案

内を送付しているので確認をお願いします。 

◇給付対象 平成１６年４月２日～令和５年２月２８日生まれの児童を 

      養育する人 

◇給付額 児童１人につき５０，０００円 

◇申請が必要な世帯 

・令和４年１月分以降の収入が住民税均等割非課税相当額まで減少した人 

・ひとり親世帯となった翌月以降で直近の収入が児童扶養手当受給基準額

相当まで減少した人 

※詳細は、市ホームページでご確認ください。 

◇申請方法 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、給与明細書等の申

請内容が確認できる書類（父母どちらも必要）を添付のうえ、

下記あて提出する。 

◇給付時期 申請書の受け付け後、７月下旬から随時支給します。 

※この給付金に関して、市や国、県が給付のために手数料の振込を求める

ことは一切ありません。給付金を装った詐欺や個人情報の詐取にご注意

ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎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、親子で作れる手作りおもち

ゃを用意しています。センター利用時に制作できます。（申込不要） 

◇期間 ７月１日（金）～３１日（日） 七夕飾りは７月７日（木）まで 

◇内容 ・７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。 

     ７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：８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。 

    ・水遊びを楽しもう：タライで泡遊び、水鉄砲やシャボン玉遊び 

◇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 

 

妊婦サロン「母親学級」 
◇日時 ７月１１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 「赤ちゃんとの生活および産後の過ごし方」 

    赤ちゃんの抱き方、お風呂の入れ方等の演習、赤ちゃんの日 

用品（哺乳瓶・おむつ・衣類等）の説明 

◇対象 市内在住の妊婦 ※夫婦での参加も可能です。 

◇持物 母子健康手帳、筆記用具、飲物 

◇申込 ７月８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 

 

みらＫａｚｅクラブ活動日（保育園開放） 
◇日時 ７月１０日（日）・２４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。 

※受付日時は、月～土曜日の午前９時～午後４時です。 

■問合 みらいのＫａｚｅ保育園 ☎０２８７－８２－７３７６ 

 

認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 ひよこ教室 
◇日時 ７月１１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 水遊びを楽しもう！（雨天時は室内遊びになります） 

◇対象 未就園児と保護者（費用無料） 

◇持物 水着（水遊び用オムツ可）、タオル、着替え等 

◇申込 ７月７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 ７月１４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 ７月７日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

※受付日時は、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 

 



- 7 - 

 

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

 

漏水調査の実施 
水道水の有収率向上と水道施設保全のため、漏水調査を行っていま 

す。私有地への立ち入りに、ご理解ご協力をお願いします。 

◇期間 ６月２０日（月）～令和５年２月２８日（火） 

◇調査地区 主に七合地区 

◇内容 道路に埋設されている水道本管から個人宅のメーターまでの 

    給水管の調査をします。 

◇調査業者 （株）伊藤ライニング ☎０２８－６８４－２５１１ 

※身分証を携帯した調査員が、腕章をつけて調査します。 

※漏水が発見された場合には修繕工事を行いますので、ご協力をお願いし

ます。 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

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

 

ジオパーク構想教室「化石発掘隊②」参加者募集 
 市内外の化石産地を巡り、化石の発掘やクリーニングを体験します。 

◇日時 ７月１６日（土）午前９時～正午 

◇場所 集合：南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター 観察会場：南大和久地区 

※観察会場までは各自、自家用車での移動になります。 

◇内容 海進が最も進んだ時代の地層と化石の観察 

◇講師 柏村勇二 氏（県立博物館名誉学芸員） 

◇対象 どなたでも（費用無料） 

◇定員 先着３０名程度 

◇持物 （必須）歩くのに適した服装、長靴または水没してもよい靴、化

石を包むための新聞紙、ビニール袋 

    （任意）ハンマー、たがね（マイナスドライバーで代用可能）、

瞬間接着剤、着替えやレジャーシート 

※雨天でも開催します。当日、キャンセルする場合は連絡不要です。 

※観察会場は水場になります。汚れてもよい服装でご参加ください。 

◇申込 ７月１４日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

塩谷南那須地区ＰＴＡ指導者研修参加者募集 
 子どもたちが前向きに生きるために、大人たちができることを考えます。 

◇日時 ７月１５日（金） 開演：午後１時３０分 

◇場所 高根沢町町民ホール（高根沢町石末１８２５） 

◇内容 招待講演「はやぶさ２」～その偉業の陰に～ 

    世界初となった炭素質小惑星サンプルリターンプロジェクト「は

やぶさ２」で回収されたカプセルの分析に関わった講話および感

想交流会です。 

◇講師 国立研究開発法人海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ） 

    センター長代理 高野淑識 博士 

◇対象 ＰＴＡ関係者（保護者および教職員）、子どもの健全育成に関心

のある人 先着１００名 

◇申込 参加を希望する人は、ＱＲコードから申し込む。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、参加人数等 

 変更になる場合があります。 

■問合 塩谷南那須教育事務所 ☎０２８７－４３－０１７６ 

 

「聴こうよクラシック」が閉会します 
 生涯学習課発行のおたのしみプランに掲載されている「聴こうよクラシ

ック」が、７月１７日（日）をもって閉会となります。詳細は、下記あて

お問い合わせください。 

■問合 大久保 ☎０９０－４７１０－００３６ 

県立博物館市町連携事業 

「博物館へ行こう」参加者募集 
◇日時 ８月６日（土）午前９時～午後４時 受付：午前８時３０分～ 

◇場所 集合：保健福祉センター駐車場（田野倉８５－１） 

※県立博物館まではバスで移動します。 

◇内容 県立博物館へ行き、解説を聞きながら展示室を見学します。 

    また、化石の発掘体験を行います。 

◇対象 小学３年生以上（小学生は保護者同伴） 

◇定員 先着２０名程度（費用無料） 

◇持物 昼食（博物館内のレストランも利用可）、飲物等 

◇申込 ７月１４日（木）午後５時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、中止となる場合があります。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

令和５年はたちを祝う会 
成年年齢の引き下げに伴い、今年度から名称を「成人式」から「はたち

を祝う会」に変更します。 

また、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、国のガイドラインに

沿って換気等を十分に行い、式典の内容を縮小して開催します。 

◇日時 令和５年１月８日（日） 受付：午前９時～ 

◇場所 凮月カントリークラブ（城山２６４１） 

◇対象 平成１４年４月２日～平成１５年４月１日生まれ 

※現住所、出身地、出身校等を問わず参加できます。 

◇案内状 案内状は、１０月１日現在、市内に住民登録がある人へ１０月

下旬に送付します。市外在住の参加希望者は下記あて申し込み

ください。 

◇申込 下記事項を明記した封書、ハガキ、メールまたは電話で下記あて

申し込む。①氏名（ふりがな）、②性別、③案内状送付先の郵便

番号・住所・世帯主氏名、④生年月日、⑤電話番号、⑥出身中学

校、⑦市内の連絡先 

※①～⑥は必須、⑦は有する場合のみ実家等住所と世帯主を明記。 

※メールで申し込む場合は、件名に「はたちを祝う会申込」を必ず記載。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

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

 

令和５年はたちを祝う会実行委員募集 
◇対象 市内在住または在学・在勤の１８歳～２２歳の人 

◇内容 記念行事の企画、記念誌の編集、はたちを祝う会前日および当日

の運営等 

※会議は月１～２回程度、平日午後６～８時頃に実施予定。 

◇活動期間 ８月頃からはたちを祝う会終了まで 

◇活動場所 南那須庁舎２階会議室 

◇募集人数 １０名程度 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

第１６回市民ナイター野球大会 
◇期日 ７月３０日（土）・３１日（日）、８月６日（土）・７日（日）、 

９月３日（土）・４日（日） 

◇場所 緑地運動公園多目的競技場 

◇対象 市民または市内の事業所のチーム 

◇費用 １チーム１０,０００円（申し込みの際に持参してください） 

◇申込 ７月１５日（金）までに下記あて申し込む。 

※組み合わせ抽選は、事務局で代理抽選を実施後、代表者へ通知します。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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「カヌー試乗会」参加者募集 
◇日時 ７月１８日（月・祝）午前９時～正午 

◇場所 荒川河川敷 集合：南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター（岩子１７０） 

※雨天時は南那須Ｂ＆Ｇ海洋センターで実施します。 

◇対象 市内在住の小学３年生以上 先着１５名 

◇費用 無料 

◇持物 水着一式、濡れても良い服装・靴（かかとがあるもの） 

◇申込 ７月１３日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

「Ｂ＆Ｇスポーツ交流会ｉｎとちぎ」参加者募集 
 カヌー体験やレクリエーション等を通して水や自然に親しむとともに、

子どもたちの交流を深めることができます。ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 ８月８日（月）午前９時～午後１時 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター（岩子１７０） 

◇内容 カヌー講習会、水辺の安全教室（雨天時はＳＵＰ体験に変更） 

◇対象 市内在住の小学３～６年生 先着１０名 

◇費用 １，０００円 

◇持物 運動に適した服装（長袖、長ズボン）、運動靴、アクアシューズ

（濡れてもよい靴）、水着一式、タオル、コップ（飲物は用意し

ます）、着替え等 

◇申込 ７月２９日（金）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を記入

し、費用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室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

ＢＧ塾参加者募集 
 カヌー体験やレクリエーション等を通して水や自然に親しむとともに、

学校生活では体験できない活動が体験できます。ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 ７月１８日（月）・２５日（月）・２６日（火）・２７日（水）、 

８月１日（月）午前１０時～午後４時（予定） 

※７月１８日（月）は、午前中で終了します。 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター（岩子１７０）ほか 

◇対象 市内の小学３～６年生 先着１５名 

◇費用 無料 

◇持物 水着一式、濡れても良い服装・靴（かかとがあるもの） 

※別途必要なものは申し込み時にお知らせします。 

◇申込 ７月１３日（水）までに下記あて直接申し込む。 

※詳細は市ホームページまたは下記あてお問い合わせください。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

第１５回市水泳大会参加者募集 
◇日時 ９月３日（土） 開会：午前９時～ 受付：午前８時～ 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター（岩子１７０） 

◇対象 どなたでも 定員：１５０名 

◇費用 小・中学生：１５０円 高校生・一般：３００円 

※ただし、市外の人は上記金額にプラス１００円です。 

◇種目  

種目 自由形 平泳ぎ 背泳ぎ バタフライ ビート板 

区

分 

小学 
４年生以下 

２５ｍ
５０ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

２５ｍ 

小学 
５・６年生 

２５ｍ
５０ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

２５ｍ 

中学生 
２５ｍ
５０ｍ 

１００ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

１００ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

１００ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

１００ｍ 
- 

高校生・一般 
２５ｍ
５０ｍ 

１００ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

１００ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

１００ｍ 

２５ｍ
５０ｍ 

１００ｍ 
- 

小学５年～一般 １００ｍ個人メドレー（オープン競技） 

◇申込 ８月１２日（金）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を記入

し、費用を添えて下記あて申し込む。 

※定員になり次第締め切ります。１人２種目まで出場可能です。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

水中運動教室 
水中運動を通して体力向上と心身の健康な身体づくりを行います。 

◇期間 ７月２０日（水）～８月１２日（金）毎週水・金曜日 

午後２時３０分～３時３０分 全８回 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター（岩子１７０） 

◇対象 １８歳以上の男女 先着２０名 

◇費用 ３，５００円（プール使用料込み） 

◇申込 ７月１３日（水）までに申込用紙（下記備付）に必要事項を記入

し、費用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室 ☎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「なすからサロン」参加者募集 
 「歴史」「自然地理」「民俗・伝承文学」「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。 

◇７月の内容 

日時 場所 内容・講師 

７月３日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 烏山 

公民館 

民俗：山あげ行事の由来と変遷 

柏村祐司 氏（県立博物館名誉学芸員） 

７月３日（日） 

午後１時３０分 

～３時 

音楽：アンデスの音楽 

アミゴス・デ・モリヤ 

７月１０日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 南那須 

公民館 

自然地理：第三紀のなすから周辺の海底

火山を探る 

酒井豊三郎 氏（宇都宮大学名誉教授） 

７月１０日（日） 

午後１時３０分 

～３時 

古典文学：「奥の細道」を往く② 

和田貞夫 氏（氏家歴史文化研究会会員） 

７月２３日（土） 

午前９時～正午 

旧境 

保育園 

集合 

文化財巡り：稲積神社、稲積城址祠叢 

（しそう）、稲積城跡 

柏村勇二 氏（県立博物館名誉学芸員） 

小峯洋一 氏（市生涯学習課職員） 

江守浩史 氏（市生涯学習課職員） 

※８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 

◇定員 各コース５０名程度（文化財巡りのみ２０名程度） 

◇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 初めて参加する人は、開催日の前日までにＱＲコード、または申

込書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※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③」参加者募集 
 健康長寿を目指して、食生活を見直してみませんか。 

◇日時 ７月２１日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 フレイル予防～食生活を見直そう～ 

◇講師 碓井希実 氏（宇都宮ヤクルト販売管理栄養士） 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名  

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 ７月１６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。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 
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公民館講座 

「ジオサイトを巡るトレッキング講座」参加者募集 
市内ジオサイトを巡るトレイルコースをつくってみました。 

◇日時 ①７月３１日（日）、②８月２１日（日）、③１１月２７日（日）、

④３月１９日（日）午前９時３０分～１１時４０分（小雨決行） 

◇場所 ①市役所烏山庁舎駐車場、②（株）アヤラ産業ＡｙａｌａＫｙｏ

ｎｏＶｉｌｌａｇｅ（旧興野小）、③国見見晴らしが丘展望台駐

車場、④南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場 

◇内容 ①烏山城跡を巡るコース 

    ②日枝神社、平群山見晴台を巡るコース 

    ③長峰ビジターセンター、国見山みかん園を巡るコース 

    ④南大和久地区から荒川堤防沿いに栄出の滝を見て巡るコース 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名程度 

※1時間以上野山を歩くことができる人に限ります。 

◇費用 ①、②、④は無料、③は入園料３００円（みかん食べ放題）、持

ち帰り用袋はプラス４００円 

◇持物 飲物、タオル、歩きやすい靴、雨具、あれば登山用ポール 

◇申込 ７月２日（土）～１６日（土）の午前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 おたのしみ会】 

◇日時 ７月２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 

◇定員 当日、先着１２名 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 

◇日時 ７月２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 

◇定員 当日、先着５名程度 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

七夕飾り 
 館内に七夕の笹を設置しています。短冊を用意していますので、自由に

願い事を書いて飾ってください。お待ちしています。 
◇期間 ７月７日（木）まで 

◇場所 南那須図書館、烏山図書館 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

あかちゃんタイム 
 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。 

◇日時 ７月１３日（水）午前１０時～正午 

◇場所 南那須図書館 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

岩子書道展 
 岩子書道教室の生徒が書いた作品を展示します。ぜひ、ご覧ください。 

◇期間 ７月３日（日）～１６日（土） 

※図書館休館日（月曜日）を除く。※１６日（土）は午後２時まで。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

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

 

自衛官候補生等の採用試験案内 
 次のとおり募集します。 

【自衛官候補生】 

◇受付期間 ９月１４日（水）まで 

◇試験期日 受け付け時にお知らせします。 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満 

【一般曹候補生】 

◇受付期間 ９月５日（月）まで 

◇試験期日 １次：９月１５日（木）～１８日（日）のいずれか１日を指

定します。 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満 

【航空学生 空・海】 

◇受付期間 ９月８日（木）まで 

◇試験期日 １次：９月１９日（月・祝） 

◇応募資格 航空学生 空：１８歳以上２１歳未満 

      航空学生 海：１８歳以上２３歳未満 

【予備自衛官補】 

◇受付期間 ９月１６日（金）まで 

◇試験期日 ９月２５日（日）～１０月１０日（月・祝）のいずれか１日

を指定します。 

◇応募資格 １８歳以上３４歳未満 

※試験場所は、いずれも宇都宮市内です。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、試験日等変更になる場合があ

ります。 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

☎０２８７－２２－２９４０ 

 

防衛大学校・防衛医科大学校の受験案内 
 次のとおり募集します。 

【防衛大学校学生・推薦】 

◇受付期間 ９月５日（月）～９日（金） 

◇試験期日 ９月２４日（土）・２５日（日） 

◇試験場所 防衛大学校 

◇応募資格 １８歳以上２１歳未満 

【防衛大学校学生・総合選抜】 

◇受付期間 ９月５日（月）～９日（金） 

◇試験期日 １次：９月２４日（土） 

◇試験場所 １次：指定された場所 

◇応募資格 １８歳以上２１歳未満 

【防衛大学校学生・一般】 

◇受付期間 １０月２６日（水）まで 

◇試験期日 １次：１１月５日（土）・６日（日） 

◇試験場所 １次：宇都宮市 

◇応募資格 １８歳以上２１歳未満 

【防衛医科大学校医学科学生】 

◇受付期間 １０月１２日（水）まで 

◇試験期日 １次：１０月２２日（土） 

◇試験場所 １次：宇都宮市 

◇応募資格 １８歳以上２１歳未満 

【防衛医科大学校看護学科学生（自衛官候補看護学生）】 

◇受付期間 １０月５日（水）まで 

◇試験期日 １次：１０月１５日（土） 

◇試験場所 １次：宇都宮市 

◇応募資格 １８歳以上２１歳未満 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、試験日等変更になる場合があ

ります。 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

☎０２８７－２２－２９４０ 
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消防設備士試験（第１回） 
◇試験日時 ９月１１日（日）午前９時３０分～ 

◇試験種類 甲種（特類、第１類～第５類）、乙種（第１類～第７類） 

◇試験会場 県立宇都宮工業高等学校（宇都宮市雀宮町５２） 

◇受付期間 書面申請：７月４日（月）～１５日（金） 

◇受験願書等備付場所 ・（一財）消防試験研究センター栃木県支部 

           ・那須烏山消防署、那珂川消防署 

◇受付場所 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

■問合 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

    ☎０２８－６２４－１０２２ 

 

塩谷看護専門学校オープンキャンパス 
◇日時 ７月９日（土）、８月４日（木）・２０日（土） 

    いずれも、午前９時１０分～１１時５０分 

◇内容 学校説明、在校生との懇談会、保護者との懇談会等 

◇定員 各日とも先着３０名 

◇申込 塩谷看護専門学校ホームページまたは下記あて電話で申し込む。 

※完全予約制です。 

■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務局 

    ☎０２８７－４４－２３２２ 

 

山あげ祭臨時列車協賛店募集 
 山あげ祭期間中に「烏山山あげ祭号」および臨時列車が運転されます。 

ＪＲ烏山線は令和５年度に１００周年を迎えるため、利用向上の一環とし

て、乗客へのおもてなしにご協力いただける協賛店を募集します。 

◇運行日 烏山山あげ祭号：７月２３日（土）・２４日（日） 

臨時列車：７月２３日（土） 

◇協賛方法 割引、粗品贈呈等（経費助成なし） 

◇申込 ７月１４日（木）までに下記あて申し込む。 

※詳細はＱＲコードからご確認ください。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

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

 

７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 ７月６日・２０日 午前９時～正午 

◇場所 ・６日：社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７） 

    ・２０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 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 

◇日時 ７月４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 

 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 ７月２１日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 保健福祉センター相談室（田野倉８５－１） 

◇内容 相続、離婚、交通事故、不動産等の問題 

◇対象 市内在住者（費用無料） 

◇申込 ７月１日（金）～７日（木）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 

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

 

７月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 金 
南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター開館日 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

 

烏山体育館・烏山公民館 

２ 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 

３ 日 

消防団夏季点検 

岩子書道展（～7/16） 

【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） 

緑地運動公園 

南那須図書館 

☎0287-92-2034 

４ 月   

５ 火   

６ 水 
心配ごと相談 

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 

７ 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 

８ 金 

市水泳教室（～8/10） 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

親子でヨガを楽しもう 10：30～11：30 

南那須 B&G海洋センター 

保健福祉センター 

こども館 

９ 土   

１０ 日 
2022Ｂ＆Ｇスイマーズフェスティバル選考会 

【休日当番医】南那須青木医院 

芳賀町 B&G海洋センター 

☎0287-88-6211 

１１ 月   

１２ 火   

１３ 水 

夏の交通安全県民総ぐるみ運動（～7/15） 

第５回スローピッチソフトボール大会（～7/16） 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

あかちゃんタイム10：00～正午 

 

烏山運動公園 

こども館 

南那須図書館 

１４ 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 

１５ 金 ６月分水道料金等再振替日  

※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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