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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 
【１２歳～１７歳（３回目）の追加接種】 

 ４月以降に１８歳に到達した人も含みます。 

◇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。 

◇接種予約方法 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 

８月 ６日（土） ９月１０日（土） 

午後２時～４時３０分 ８月２０日（土） ９月２４日（土） 

８月２７日（土）  

※この日程で終了となりますのでご注意ください。 

【１８歳以上（３回目）の追加接種】 

集団接種は終了していますが、追加接種に関するご相談を受け付けてい

ます。接種を希望する人は、新型コロナワクチン接種対策室（☎０２８７

－８２－７５３５）あてご相談ください。 

【４回目の追加接種】 

◇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 

◇接種券の発送 

 ６０歳以上の人には、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。 

 基礎疾患等により接種を希望する人または医療従事者は、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歳以上の人で、３回目のワクチン接種を市の集団接種で実施した人

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した人または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（接種券）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 

 ７月１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。 

◇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を使用します。 

※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。 

※１０月以降の接種については、国の方針が示されていないため未定です。 

■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） 

■市表彰 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

４世代同居家族を表彰します 
 １０月２３日（日）開催予定の市政功労伝達式において、４世代以上の

同居家族を表彰します。該当する世帯で表彰を希望する場合は、下記によ

り申し出てください。 

◇趣旨 ４世代以上の同居家族に対し、敬意と感謝の意を込めて表彰する

ことにより、多世代で「助け合い」「支え合って」暮らす家族の

良さを普及させるとともに、その家族の絆を一層深め、地域福祉

の向上に資することを目的とします。 

◇対象世帯 ４世代以上の家族が同一家屋または同一敷地内にて居住し 

      ている世帯。住民票上は世帯分離している場合でも対象に 

      なります。基準日は令和４年９月１日です。 

※今まで表彰されたことのある世帯は原則、対象外です。 

◇申出方法 ８月２６日（金）までに申出書（下記および市役所南那須庁

舎ホール備付）に必要事項を記入し、下記あて郵送または持

参する。 

※表彰に該当するか確認するため、申出者の世帯構成等を住民基本情報で

調査することに同意したうえで、署名し、提出してください。 

※申出書は、市ホームページからも取得できます。 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月１日 Ｎｏ．４０５ 

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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栃木県自主防災組織リーダー育成研修会 
 県では、地域における自主防災組織活性化のために活躍できる「人」お

よび「組織」づくりを積極的に推進できる人の養成を目的に、研修会を開

催します。 

◇期日 ①１０月１２日（水）、②１１月９日（水）、③１１月１７日（木）

から受講日を選択できます。 

◇場所 

 ①栃木県庁本館６階大会議室１（宇都宮市塙田１－１－２０）、ニュー

みくら体育館（宇都宮市昭和１－３－６） 

 ②佐野市勤労者会館２階会議室ＡＢＣ（佐野市浅沼町７９６） 

 ③菊沢コミュニティセンター多目的室（鹿沼市御成橋２－２１９７－１） 

◇対象 ・今後自主防災組織を結成しようとする地域の構成員の人 

    ・自主防災組織の指導的立場またはその補佐的立場にある人 

※本研修会を未受講の人に限ります。 

◇定員 各回５０名（申し込みが多い場合は、調整となります） 

◇費用 無料（参加に係る交通費等は受講者負担です） 

◇申込 ８月１７日（水）までに下記あて申し込む。 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、研修会の実施方法等が

変更となる場合があります。詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

新築・増築した家屋の評価に 

ご協力をお願いします 
 令和４年１月２日以降に新築・増築した家屋を対象に「家屋評価」を実

施しています。住宅、事務所や倉庫等を新築・増築した人は下記あてご連

絡ください。 

■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

催眠商法にご注意ください 
催眠商法とは、閉め切った会場に人を集め、日用品等をただ同然で配っ

て雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商

品を契約させる手口です。この手口にあわないために次の内容に注意し、

困ったことがある場合は、下記あてご相談ください。 

・無料の日用品等につられて安易に会場に近づかないようにしましょう。

長期的に会場に通う中で築かれた販売員との関係や会場の雰囲気によ

って、勧誘を断りにくくなる場合があります。 

・勧誘されても不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。 

・貯金を取り崩してまで購入が必要か、よく考えましょう。 

■問合 市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４ 

 

女性とシニアのお仕事探しに関する個別相談会 
◇日時 ８月２６日（金）、９月５日（月） 

    各日とも午前１０時～午後４時 

※相談時間は１人５０分です。 

◇場所 那須烏山商工会館２階研修室（金井２－５－１１） 

◇内容 就活やライフプラン等、悩み事を共に考えてみましょう。 

◇対象 仕事を探している女性、シニアの人 

◇定員 各日とも５名 

◇費用 無料 

◇申込 電話、メール（shuroshien@we-tochigi.sakura.ne.jp）または 

ＱＲコードから下記あて申し込む。 

■問合 （株）ワークエントリー栃木事業部 

    ☎０２８－６１２－８６４３ 

 

とちぎ若者サポートステーション 

出張相談 
厚生労働省委託事業のとちぎ若者サポートステーションでは、仕事に就

いていない若者に対する就労相談を月１回開催しています。「働きたい」

「自立したい」と思っていながらもなかなかうまくいかない人、距離や時

間の都合で宇都宮市まで相談に行くことが難しい人等、気軽にお問い合わ

せください。 

◇日時 毎月第３金曜日の午後１時～５時 

◇場所 烏山南公民館（変更となる場合があります） 

◇対象 ・学校に所属していない、仕事に就いていない１５～４９歳で 

     働く気持ちを持っている人 

    ・定時制・通信制の高校・大学等に在籍中の人 

    ・全日制の学校に在籍中だが中退が決まっている、もしくは進路 

     が決まらないまま卒業間近の人等  

◇定員 各日先着３名（費用無料） 

◇申込 下記あて電話で申し込む。 

■問合 とちぎ若者サポートステーション ☎０２８－６１２－２３４１ 

 

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

 

烏山学＋（プラス）成果発表会 
将来の地域で活躍するリーダー・人材の育成を目的に烏山高校で実施し

ている「烏山学」の成果発表会を開催します。 

◇日時 ８月２７日（土）午前１０時～正午予定 

    受付：午前９時３０分～ 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 烏山高校３年生による「烏山学＋（プラス）」学習成果発表 

◇発表テーマ 

・那須烏山市の特産品を作ろう 

・那須烏山市を盛り上げよう 

・僕たちと喜多方市～安全で魅力あるまちづくり～ 

・生涯教育について 

・アスレチックで那須烏山市を発展へ導く 

・６次産業と烏山 

・那須烏山市を住みやすくするために 

◇定員 １００名（先着順） 

◇申込 ８月１７日（水）までに電話またはメール（machizukuri@city.

nasukarasuyama.lg.jp）等でまちづくり課あて申し込む。 

※申し込み時に、住所・氏名（参加者全員）・連絡先電話番号（日中連絡

がとれるもの）をお伝えください。 

■問合 県立烏山高等学校（担当：平野、斎藤） 

    ☎０２８７－８３－２０７５ 

    まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

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

 

市内の養豚場で豚熱が発生しました 
 ７月２３日（土）、市内の養豚場で豚熱の発生が確認されました。 

 ７月２４日（日）から南那須公民館と当該養豚場を防疫対策のための 

拠点として国や県、団体と連携を図り、当該養豚場の飼養豚の殺処分、埋

却および消毒等の必要な防疫措置を実施します。しばらくの間、市民の皆

さんにはご心配とご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いし

ます。また、豚熱は豚およびイノシシのみに感染する病気であり、人に感

染することはありません。感染豚の肉が市場に出回ることはなく、仮に豚

熱に感染した豚の肉や内臓を食べても人体に影響はありません。 

 最新の情報は、市ホームページまたは県ホームページでご確認ください。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 
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八溝そば街道「寒ざらしそばキャンペーン」 
寒ざらしそばは、厳寒期に玄そばを滝つぼの冷水に浸し、引上げ後に夏

までゆっくり熟成させたそばです。八溝そば街道参加店のうち、市内６店

舗（市外３店舗）で寒ざらしそばを味わえます。 

◇期間 ８月１日（月）～１５日（月） 

◇参加店 市内：田舎そば処長山、松月庵、手打ちそば石川屋、 

        手打ちそばはん田、そば夢サロン梁山泊、蕎川庵高瀬 

     市外：御前岩物産センター、そば処岩村道場、そば処手繰庵 

※各店、数に限りがありますので、早めにお越しください。 

■問合 八溝そば街道推進協議会（農政課内） 

    ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

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

 

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日です。 

    ・６５歳以上の人 

    ・６０歳以上６５歳未満で心臓・肝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 上限４，０００円 

◇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お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。（期限を過ぎた場合、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 

 

戦没者を追悼し黙祷を捧げましょう 
 ８月１５日（月）は終戦記念日です。全国各地において、先の大戦で犠

牲となられた人々を追悼する式典が行われます。 

 当日は半旗を掲揚し、正午のサイレンに合わせて、それぞれの職場や家

庭において１分間の黙祷を捧げましょう。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

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 ８月１日（月）～３１日（水） 

◇内容 ・８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。 

     ８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：９月の季節感あふれるオリジナルの 

     カレンダーを作ります。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 

【子育て相談】 

◇日時 ８月９日（火）午前９時～午後４時 

※今月から毎月第２火曜日に実施します。気軽にお越しください。 

※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 

令和５年度保育施設入園希望者見学会 
◇対象 令和５年度保育園・認定こども園・地域型保育施設の入園を希望

する未就学児と保護者 

◇見学期間 ８月１日（月）～３１日（水） 

※土・日曜日および祝日を除く。 

◇見学日 

園名 期日 見学時間 

にこにこ保育園 

☎８８－５２５２ 

８月２３日（火） 

８月２４日（水） 

８月２５日（木） 

午前１０時 

 ～１１時３０分 

すくすく保育園 

☎８２－２３５９ 

８月２３日（火） 

８月２４日（水） 

午前９時３０分 

 ～１１時３０分 

烏山保育園 

☎８２－３３７２ 

８月１日（月）～ 

   １０日（水） 

８月１７日（水）～ 

   ３１日（水） 

午前１０時～正午 

烏山みどり幼稚園 

（保育部分） 

☎８２－３０８９ 

８月２２日（月） 
午前１０時１５分 

 ～１１時１５分 

烏山聖マリア幼稚園 

（保育部分） 

☎８２－３３５７ 

８月２３日（火） 

８月２４日（水） 
午前１０時～午後４時 

ゆうゆうランド 

那須烏山園 

☎８３－８６００ 

随時 午前１０時～午後３時 

みらいのＫａｚｅ 

保育園 

☎８２－７３７６ 

随時 随時 

キッズランドあさひ 

☎８２－７３３３ 
随時 午前１０時～午後３時 

こうのやま保育園 

☎８２－７８００ 
随時 午前１０時～午後４時 

あいのわ保育園 

☎８３－８０９２ 
随時 午前９時～午後４時 

◇持物 上履き、筆記用具、飲物 

◇申込 電話で見学を希望する園に直接申し込む。 

※園の指定した見学日に見学できない場合は、各園に連絡をしたうえ、期

間内に見学してください。 

※原則、保護者と対象児のみの見学とします。夏休み等により兄弟姉妹を

連れてくる場合は、園にご相談ください。 

※ビデオ、デジタルカメラ、スマートフォン等での園内の撮影はご遠慮く

ださい。 

【幼稚園等】 

 烏山みどり幼稚園、烏山聖マリア幼稚園の幼稚園部分およびつくし幼稚

園（☎８８－２１３１）では、入園希望者の見学を随時行っていますので、

電話で直接お申し込みください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

みらＫａｚｅクラブ活動日（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、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。 

◇日時 ８月２８日（日）午前９時～正午、午後２時～４時 

※今月は１回のみの開催になります。 

◇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 

※まだ子どもはいないけどこれからを考えてという人も歓迎します。 

◇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 
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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：どうぶつでんしゃがやってきた、手遊び：むすんでひ

らいて、遊び：週替わりで実施 

    ３日：サーキットで遊ぼう 

    １０日：水遊び 

    １７日：ちぎってはって夏を作ろう 

    ２４日：縁日ごっこで遊ぼう 

    ３１日：みんなで遊ぼう 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ７組程度（申込不要） 

※１０日は帽子、着替えを持参してください。 

【食のおはなし】 

◇日時 ８月１６日（火）午前１０時～１０時３０分 

◇内容 保護者向け：講話「食中毒予防、熱中症予防の食生活」、栄養相

談（子どもが野菜を食べない等、個別に相談できます） 

    お子さん向け：絵本の読み聞かせ 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ７組 

◇申込 ８月１４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 ８月２６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 ７組 

◇申込 ８月２４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時～午後１時３０分 

※８月１１日（木・祝）を除く。 

◇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等（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時間までとします。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

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 ８月２５日（木）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年４月、令和３年１２月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 ８月２３日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年７月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 

◇日時 ８月２３日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年１２月、令和３年１月生まれの幼児 

【２歳児相談】 

◇日時 ８月２６日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年７月生まれの幼児 

【３歳児健診】 

◇日時 ８月２６日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年７月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 ８月２５日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９年８月生まれの幼児 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

児童扶養手当 
 児童扶養手当は、父母の離婚等で、父または母と生計を同じくしない児

童を育成する家庭（ひとり親家庭等）の生活安定・自立促進を目的に支給

される手当です。 

◇対象期間 原則、申請月の翌月からお子さんが満１８歳になった後の 

      ３月３１日まで 

◇手当月額（令和４年４月分から適用） 

扶養児童数 支給額 

１人目 
全部支給：４３，０７０円 

一部支給：１０，１６０円～４３，０６０円 

２人目 
全部支給：１０，１７０円を加算 

一部支給：５，０９０円～１０，１６０円を加算 

３人目以降 
全部支給：６，１００円を加算 

一部支給：３，０５０円～６，０９０円を加算 

※受給資格者の所得額に応じて、手当の支給額が決まります。 

◇所得制限 受給資格者、扶養義務者のそれぞれの所得が制限額を超過し

た場合は、手当の支給が停止となります。 

◇支給条件 下記あてお問い合わせください。公的年金を受給される人は、

併給調整等がありますのでご相談ください。 

【現況届の提出】 

 児童扶養手当の受給資格者は、毎年８月中に「現況届」を提出する必要

があります。届出に必要な書類等を確認のうえ、８月３１日（水）までに

下記あて提出してください。なお、下記日程で集中受付を行います。 

◇集中受付日 

期日 時間 場所 

８月１１日（木・祝） 午前８時３０分～正午 
保健福祉 

センター ８月（毎週木曜日） 

４日・１８日・２５日 
午前８時３０分～午後７時 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

■学校教育・生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

小・中学校閉庁日 
市教育委員会では教職員の休暇取得促進および省エネルギー対策のた

め、８月１３日（土）～１６日（火）の４日間を学校閉庁日とします。期

間中は学校に職員がいませんので、学校に関するお問い合わせは下記あて

お願いします。 

■問合 学校教育課指導支援グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

ジオパーク構想教室 

「化石発掘隊③」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 ８月２０日（土）午前９時～正午 

◇場所 観察会場：那珂川町吉田  

※各自、観察会場へ現地集合となります。申し込み後に会場までの案内マ

ップを配布します。 

◇内容 海底谷に溜まった地層と化石の観察 

◇講師 柏村勇二 氏（県立博物館名誉学芸員） 

◇対象 どなたでも 

◇定員 先着３０名程度 

◇費用 無料 

◇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、レジャーシート 

※雨天でも開催します。当日、参加をキャンセルする場合は連絡不要です。 

※観察会場は水につかる場所です。汚れてもよい服装でご参加ください。 

◇申込 ８月１日（月）～１５日（月）の午前８時３０分～午後５時に電

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 
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県立博物館市町連携事業 

ジオパーク構想教室 参加者募集 
 ジオパーク構想教室「栃木県内にみられるコウホネ類について」を開催

します。 

◇日時 ８月２８日（日）午前１０時～正午 受付：午前９時３０分～ 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 県内にみられるコウホネ類について解説したあと、市のバスに乗

ってシモツケコウホネの生息地へ向かい、観察します。 

◇講師 県立博物館 星直斗 氏 

◇対象 小学生以上（小学生は保護者同伴） 

◇定員 先着２０名程度（費用無料） 

◇申込 ８月１５日（月）午後５時までに電話等で下記あて申し込む。 

※ジオパークとは、大地の歴史を物語る市内の地形や地質を守りながら、

観光や学習に活用できる場所です。 

※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 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

資料レスキュー・保全のノウハウを学ぶ 

参加者募集 
 災害ボランティアにも役立つ、水損した文化財等の資料救出に関する研

修会です。初心者等どなたでも歓迎します。 

◇日時 ８月２７日（土）午前９時３０分～ 約２時間 

    受付：午前９時～ 

◇場所 南那須公民館 

◇内容 講師による市の災害の歴史を聞き、レプリカを使って応急処置の

体験ワークショップを実施。 

◇講師 那須資料ネット事務局長 作間亮哉 氏 

◇服装・持物 水でぬれた紙等に触れます。汚れてもよい動きやすい 

       服装、飲物、マスク着用 

◇定員 先着２０名 

◇費用 無料 

◇申込 ８月１５日（月）午後５時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 

 

烏山山あげ保存会芸能部会会員募集 
 山あげの踊りや常磐津（三味線・浄瑠璃）、鳴物（笛・太鼓等）を担う

会員を募集します。稽古を積んで、山あげの舞台に出演しませんか。 

◇募集対象 どなたでも 

◇活動内容 稽古、舞台公演等 

◇申込 下記あてご連絡ください。 

※年間を通じて募集しています。 

■問合 烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 

    ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

とちぎ子どもの未来創造大学 参加者募集 
 県では、子どもたちの学力の向上に向けた取り組みとして、専門性の高

い先進的な技術等を学ぶ機会を子どもたちに提供する事業を行っていま

す。本市を会場とした講座を実施しますので、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 ９月１０日（土）午前１１時～ 受付：午前１０時３０分～ 

◇場所 烏山公民館 

◇内容 ・ペットボトルで顕微鏡作り 

・手作りの顕微鏡で身近なものを大きくして観察してみよう 

（実施機関：なかがわ水遊園） 

◇対象 小学４年生～中学１年生 

◇費用 ４００円 

◇定員 ２０名 

◇申込 ８月１０日（水）～３１日（水）にとちぎ子どもの未来創造大学

ホームページ（https://www.tochigi-edu.ed.jp/rainbow-net/k

odomo-daigaku）から申し込む。 

■問合 塩谷南那須教育事務所 ☎０２８７－４３－０１７６ 

■国体 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「いちご一会とちぎ国体」市ボランティア募集 
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須烏山市実行委員会では、第７７

回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」で活動するボランティアを次の

とおり募集します。４２年ぶりのとちぎ国体を一緒に盛り上げませんか。 

◇募集内容  

①運営ボランティア 

区分 主な活動内容 募集人数 

受付・会場案内 
競技会場における受付、案内および

資料配布等 
各日５名程度 

弁当配付 
弁当引換所における弁当の配付およ

び空き箱の回収等 
各日５名程度 

環境美化 
競技会場内外の美化、清掃活動 

（ごみの管理、花の水やり等） 
各日５名程度 

②広報ボランティア 

区分 主な活動内容 募集人数 

総務 

（記録収集） 

イベント会場および競技会場におけ

る写真・映像等の撮影記録 
各日２名 

※運営ボランティアか広報ボランティアのどちらかをお選びください。 

 運営ボランティアの役割は、事務局で振り分けます。 

◇活動期間 

①運営ボランティア：１０月７日（金）～１０日（月・祝） 

          各日午前７時～午後３時（昼休憩含む） 

②広報ボランティア：１０月８日（土）～１０日（月・祝） 

          各日午前８時３０分～午後４時３０分（昼休憩含む） 

◇応募要件 ①、②共通：市内在住・在勤の２０歳以上の人 

      ②：自身でカメラを用意できる人（スマートフォンは除く） 

◇申込 ８月１９日（金）までに申込書（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、持参、郵送、ＦＡＸまたはメールで

下記あて申し込む。 

◇その他 ・参加記念品および当日の服飾品として、スタッフジャンパー 

      と帽子を差し上げます。（国体弁当も支給） 

     ・ボランティア活動等に係る報酬は無償とし、交通費は自己 

      負担となります。 

     ・詳細は下記備付チラシまたは市ホームページでご確認ください。 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

    ＦＡＸ：０２８７－８８－２０２７ 

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

 

■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 

「いきいき健康づくり④」参加者募集 
 けが予防やリハビリに役立つストレッチをやってみませんか。 

◇日時 ８月２５日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 ストレッチ体操～けが予防とリハビリに～ 

◇講師 柏村勇二 氏（日本体育協会公認指導者） 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名  

◇費用 無料 

◇持物 ヨガマット等床に敷くもの、筆記用具、フェイスタオル（運動に

使います） 

◇申込 ８月２０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 



- 6 - 

 

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。 

◇８月の内容 

日時 場所 内容・講師 

８月７日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

烏山公民館 

自然地理：烏山地域の化石 

柏村勇二 氏（県立博物館名誉学芸員） 

８月２８日（日） 

午後１時３０分 

～３時 

歴史：烏山と那須氏 

重藤智彬 氏（与一伝承館学芸員） 

８月２７日（土） 

午前９時～正午 

龍門の滝 

駐車場集合 

文化財巡り：龍門の滝、太平寺 

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） 

※９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 無料 

◇持物 筆記用具（文化財巡りは活動しやすい服装、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 

「ジオサイトを巡るトレッキング講座②」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りました。ご自分のウォー

キングやランニングのコースに取り入れてみませんか。今回は、歩いて１

時間３０分程度の山道コースを紹介します。 

◇日時 ８月２１日（日）午前９時３０分～１１時４０分（小雨決行） 

◇場所 （株）アヤラ産業ＡｙａｌａＫｙｏｎｏＶｉｌｌａｇｅ 

（旧興野小）駐車場集合 

◇内容 日枝神社経由で平群山見晴台を巡るコース 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名程度 

※1時間以上山道を歩くことができる人に限ります。 

◇費用 無料 

◇持物 飲物、フェイスタオル、歩きやすい靴、雨具、持っている人は登

山用ポール 

◇申込 ８月２０日（土）までに電話等で下記あて申し込む。 

※第1回（７月３１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 ８月６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、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 ８月６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 

カトレア会 押し花作品展 
◇期間 ８月２日（火）～３０日（火） 

※図書館休館日（月曜日）を除く。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

◇内容 カトレア会による押し花作品の展示 

■問合 小林洋子 ☎０２８７－８３－２００３ 

 

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 ８月１０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 

 

電子図書館サービスの開始 
９月1日（木）から市立図書館で電子図書館サービスを開始します。 

電子図書館とは、図書館に来館しなくてもインターネット環境があれば

お持ちの端末（スマートフォン、パソコン、タブレット）で電子書籍を借

りて読むことができるサービスです。 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 

※市立図書館の利用者カードを持っている人が利用できます。利用者カー

ドを持っていない人は、南那須図書館・烏山図書館で登録ができます。 

※利用者カードの作成の際には、本人確認書類（運転免許証・健康保険証

等）をお持ちください。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

■作品募集 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「栃木県児童生徒発明工夫展覧会」作品募集 
 １０月２１日（金）～２３日（日）に栃木県産業技術センターで開催す

る児童生徒発明工夫展覧会の出品作品を募集します。 

◇出品物 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学

校、高等専門学校（第３学年まで）および特別支援学校に在学

中の児童・生徒の作品で個人、学校または発明クラブ単位で応

募された作品。 

◇費用 作品の搬出入にかかる費用は出品者負担 

◇募集期間 ８月２６日（金）～９月９日（金） 

※申込書は栃木県総合教育センターホームページ（https://www.tochigi

-edu.ed.jp/center/tenrankai/r04-hatsumei/）から取得できます。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 県総合教育センター ☎０２８－６６５－７２０４ 

 

「栃木県発明展覧会」作品募集 
 １０月２１日（金）～２３日（日）に栃木県産業技術センターで開催す

る発明展覧会の出品作品を募集します。 

◇出品物 県内に居住する個人または県内に事業所を有する法人であり、 

     出品する知的財産の権利者あるいは出願人であり、次のいずれ

かに該当すること。 

     ・特許または意匠登録された発明および考案に関するもの 

     ・実用新案の考案または特許出願中の発明に関するもの 

◇費用 作品の搬出入にかかる費用は出品者負担 

◇募集期限 ８月３１日（水）まで 

※申込書は栃木県産業技術センターホームページ（https://iri.pref.to

chigi.lg.jp/index.pho?id=2514）から取得できます。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 県産業技術センター ☎０２８－６７０－３３９１ 

 県発明協会 ☎０２８－６７０－１８２０ 
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明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集 
 明るい選挙を呼びかける作品を募集しています。 

◇応募資格 市内の小学校児童、中学校・高等学校生徒 

◇募集内容 明るい選挙を呼びかけることをテーマに自由に表現 

◇作品規定 画材は自由（紙や布等絵具材料に限らず）、画用紙の四ツ切

（５４２ｍｍ×３８２ｍｍ）、八ツ切（３８２ｍｍ×２７１

ｍｍ）またはそれに準じる大きさ 

◇応募方法 ９月７日（水）までに作品裏面に学校名、学年、氏名（ふり

がな）を明記し、下記あて提出する。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内）☎０２８７－８３－１１１７ 

 

「平和なまち」絵画コンテスト作品募集 
 子どもたちによる「平和なまち」をテーマに絵画コンテストの作品を募

集しています。 

◇応募資格 市内在住の６歳以上１５歳以下の子ども 

（令和４年１０月３１日時点） 

◇募集内容 「平和なまち」をテーマとした作品 

◇作品規定 

 ・Ｂ４サイズまたは八つ切りサイズの画用紙で、白色であること 

 ・使用する画材は自由とするが、絵画作品であること（写真の貼り付け

やコンピューターグラフィックスを利用した作品は受け付けません） 

 ・スキャン可能な平面作品であること 

 ・他のコンテストに出品していないこと 

 ・個人で制作した作品であること（複数名での合作作品は受け付けま 

せん） 

 ・著作権、商標権、肖像権等第三者の権利を侵害しないもの 

 ・応募は１人１点まで 

※「平和首長会議会長賞」に選ばれた作品をクリアファイルに印刷する 

際に、端から１センチ程度切れる可能性があります。 

◇応募方法 ９月１日（木）までに申込書（下記提出先備付）に氏名・年

齢・応募者の連絡先・作品に込めた平和への思い等、必要事

項を記入し、下記あて提出する。 

◇提出先 総務課（烏山庁舎） ☎０２８７－８３－１１１７ 

■問合 （公財）広島平和文化センター国際部平和首長会議運営課 

    平和首長会議事務局 ☎０８２－２４２－７８２１ 

 

中学生の「税についての作文」募集 
◇募集内容 「税に関すること」 

◇対象 中学生 

◇応募方法 ９月５日（月）までに原稿用紙の１枚目に、題名、中学校名、

学年、氏名を記入し、通っている中学校を通じて、氏家税務

署管内納税貯蓄組合連合会あて提出する。 

※提出された作品は返却しません。 

※文字数は１，２００字以内（４００字詰め原稿用紙３枚）。文字数には

題名を含みます。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１２ 

 

「税に関する高校生の作文」募集 
◇募集内容 「税の意義と役割について考えたこと」 

※税の意義とその役割について、自分で考えたことや体験を通じて考えた

こと、問題意識を持ったこと等 

◇対象 高校生および中等教育学校生（後期課程） 

◇応募方法 ９月６日（火）までに冒頭に題名、学校名、学年および氏名

（ふりがな）、末尾に応募者の住所を記入し、下記あて提出す

る。（学校を通じて応募する場合には、住所の記載は不要） 

※応募は1人１編とし、文字数は８００字以上１，２００字以内とします。 

※作品の著作権は国税庁に帰属し、提出された作品は返却しません。 

※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 

 

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

 

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 ９月１１日（日）午前１０時～正午 

◇場所 南那須公民館２階研修室（岩子６－１） 

◇内容 僧侶が語る必殺終活塾～「何とかなるさ」で老後は激やば！～ 

    終活５原則「万が一は明日だと思え」他 

◇講師 真言宗僧侶、１級ファイナンシャルプランナー 高橋泰源 氏 

◇費用 無料 

■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 

 

とちぎで働こう  

合同企業説明会ｉｎベルヴィ宇都宮 
◇日時 ９月９日（金）午後１時～３時３０分 受付：正午～ 

◇場所 ベルヴィ宇都宮（宇都宮市宿郷５－２１－１５） 

◇参加企業 県内企業を中心に約５０社参加予定 

◇対象 今年度大学・短大・専門学校卒業予定の学生および同学歴３５歳

未満の求職者 

◇申込 とちぎジョブネットのホームページ（https://we-tochigi.saku

ra.ne.jp/event/2022/20220909.html）から申し込む。 

※当日参加も可能です。 

■問合 栃木労働局職業安定部 ☎０２８－６１０－３５５５ 

 

自筆証書遺言書保管制度 
 ご自身で書いた遺言書の保管場所に不安はありませんか。あなたの大切

な遺言書を法務局が守ります。 

◇自筆証書遺言書保管制度とは 

自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で

自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人に発見され

なかったり、一部の相続人により破棄・改ざんされたりする等のおそれが

指摘されていました。そこで自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点

を解消する方策として、公的機関（法務局）で自筆証書遺言による遺言書

を保管する制度が創設されました。 

ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、ぜひ、自筆証

書遺言書保管制度をご利用ください。 

◇本制度の特色 

・遺言書の改ざん、紛失等を防げます。 

・民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。 

・相続開始後は、遺言書の閲覧や遺言書の証明書交付請求に対応します。 

・家庭裁判所の「検認」は不要です。 

・相続人等へ遺言書が保管されている旨の「通知」が届きます。 

◇手続の予約 

 本制度の全ての手続きは、事前に法務局への予約が必要です。法務局手

続案内予約サービス専用ホームページ（https://www.legal-ab.moj.go.j

p/houmu.home-t/）や電話で予約をしてください。 

◇申請に必要なもの 

 ・自筆証書遺言による遺言書（制度上決められた様式があります） 

 ・保管申請書 

 ・添付書類（本籍の記載のある住民票等） 

 ・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 

 ・手数料（収入印紙）３，９００円 

※法務局では遺言書の内容に関する相談には応じることができません。 

 遺言書の内容について不明な点や相談したい場合は、弁護士等の法律の

専門家にご相談ください。 

※詳細は法務省ホームページ（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_0

0051.html）をご確認ください。 

■問合 宇都宮地方法務局供託課 ☎０２８－６２３－０９２３ 
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福祉のお仕事就職フェア（県北エリア） 
◇日時 ９月３日（土）午後１時～３時３０分 

◇場所 矢板イースタンホテル（矢板市末広町２４－１） 

◇内容 福祉の仕事に就きたい人と求人事業者との相談会。福祉の仕事や

資格の相談もできます。 

◇費用 無料 

※事前申し込みが必要です。詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県社会福祉協議会福祉人材・研修センター 

    ☎０２８－６４３－５６２２ 

 

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

 

診療所の８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。 

◇七合診療所休診日 ８月１０日（水）～１６日（火）の７日間 

◇熊田診療所休診日 ８月１５日（月）～１６日（火）の２日間 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

    熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

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

 

８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 ８月３日・１７日 午前９時～正午 

◇場所 ・３日：社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７） 

    ・１７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 ８月１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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

８月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 月 

特定健診・がん検診（完全予約制・女性の日） 

固定資産税第２期・国民健康保険税第

１期・介護保険料第１期・後期高齢者

医療保険料第１期納期限・口座振替日 

保健福祉センター 

 

 

 

２ 火 カトレア会押し花作品展示（～8/30） 南那須図書館 

３ 水 

心配ごと相談 

ママサロン「自力整体」（要予約）受付 9：40～10：00 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

社会福祉協議会烏山支所 

保健福祉センター 

こども館 

４ 木 

移動出前サロン9：30～13：30 

ストーンペインティング体験 10：00～11：30 

窓口業務延長（～19:00） 

藤田公民館 

烏山図書館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

５ 金 子ども司書講座10：00～正午 南那須図書館・烏山図書館 

６ 土 

子ども司書講座10：00～正午 

おたのしみ会10：30～11：00 

おはなし会14：00～14：30 

南那須図書館・烏山図書館 

南那須図書館 

烏山図書館 

７ 日 【休日当番医】坂本クリニック（那珂川町） ☎0287-92-1166 

８ 月   

９ 火   

１０ 水 

産後サポート事業「おひさま」（要予約）受付 9：40～10：00 

こども食生活相談（要予約）9：00～正午 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

あかちゃんタイム10：00～正午 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

こども館 

南那須図書館 

１１ 木 

山の日 

親子でダンボールクラフト講座 10：00～正午 

【休日当番医】近藤クリニック 

 

南那須図書館 

☎0287-83-2250 

１２ 金 もの忘れ相談 保健福祉センター 

１３ 土   

１４ 日 【休日当番医】佐野医院 ☎0287-84-1616 

１５ 月   

※ＱＲコードは、（株）デンソーウェ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。 

 

 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

 


