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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 
 ワクチン接種は９月で終了となります。 

【１２歳～１７歳（３回目）の追加接種】 

◇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 

９月１０日（土） 
午後２時～４時３０分 

９月２４日（土） 

【１８歳以上（３回目）の追加接種】 

 集団接種は終了しています。追加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】 

◇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６０歳未満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 

 ・１８歳以上６０歳未満の医療従事者、高齢者施設従事者等 

※基礎疾患の情報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。 

 ・６０歳未満で、上記の接種対象者に該当し接種を希望する人は、接種

券発行申請が必要です。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（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 

 ８月中は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

ー社製ワクチンとなりますが、希望する場合は９月以降も一部、モデルナ

社製ワクチンを接種できます。 

※ワクチン接種は、国の動向により変更となる場合があります。 

■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） 

新型コロナワクチン接種証明書のコンビニ交付 
◇コンビニ交付受付期間 令和５年３月３１日（金）まで 

※交付受付期間が延長となる場合は広報お知らせ版や市ホームページで

別途お知らせします。 

◇対応しているコンビニエンスストア  

 （株）セブン－イレブン・ジャパン（８月１７日開始予定）、（株）セイ

コーマート、（株）ハセガワストア、（株）道南ラルズ、（株）タイエー 

※利用時間は午前６時３０分～午後１１時（年中無休。故障対応を含むメ

ンテナンス時間は除く） 

◇事前に準備する物 

 ・マイナンバーカード（マイナンバーカードの暗証番号４桁が必要） 

 ・費用：１２０円（接種証明書手数料） 

※海外用の場合は令和４年７月２１日（木）以降に窓口かアプリで海外用

の接種証明書を取得している必要があります。 

※証明書発行後の返金対応はできませんので、発行内容に間違いがないか

よくご確認ください。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

 ☎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 

８月２７日

（土） 
森田の獅子舞 

中止 
生涯学習課文化財グループ 

☎０２８７－８８－６２２３ 

８月２８日

（日） 
三箇塙の天祭 

８月２８日

（日） 
下境佐々良獅子舞 

※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 
 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

８月の税金 
８月３１日（水）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 市県民税第２期・国民健康保険税第２期・介護保険料第２ 

      期・後期高齢者医療保険料第２期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月１５日 Ｎｏ．４０６ 

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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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。 

【市内スーパーでの申請支援窓口】 

 市内スーパーマーケットでマイナンバーカードの申請ができます。 

期日 時間 場所 

８月１６日（火） 
午前１０時～正午 

かましん（田野倉１７２－１） 

８月２４日（水） ベイシア（城東１８８０） 

【市役所での申請支援窓口】 

◇平日の申請支援窓口 

場所 受付時間 

烏山庁舎市民課 
午前９時～正午、午後１時～４時 

南那須庁舎市民課南那須分室 

◇土曜日・日曜日の申請支援特設窓口 

期日 時間 場所 

８月２０日（土） 
午前９時～正午 

烏山庁舎市民課 

８月２８日（日） 南那須庁舎市民課南那須分室 

【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。健康保険証等の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 

 

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

 

空き家等情報バンクへ登録しませんか 
 空き家等情報バンク制度は、市内に空き家・空き店舗を所有する人が、

売却・賃貸したい空き家情報を市に登録し、買いたい・借りたい人へ紹介

する制度です。空き家のまま、建物が傷んでしまう前に、空き家等情報バ

ンクに登録して有効活用してみませんか。 

◇登録申請書類 

 物件登録申請書、物件登録カード、所有状況が分かる書類（課税明細書、 

 登記事項証明書等の写し）、物件登録同意書（共有名義等の場合）、建 

 物間取り図 

※申請書類の取得および登録できる物件の詳細はＱＲコード（市ホームペ

ージ定住特設サイト・なすからいふ）からご確認ください。 

◇注意事項 

 ・原則、物件の契約等に市は関与しません。宅建業者へ 

  仲介を委託するか、当事者間で交渉を行います。 

 ・委託する宅建業者が見つからない場合は、協力業者（事業者一覧）を

ご案内します。 

 ・宅建業者へ仲介を委託する場合は、法定の仲介手数料等を支払う必要

があります。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

地域おこし協力隊（インターン）募集 
 本市の地域性に共感し、夢と希望にあふれる地域おこし協力隊インター

ンを募集しています。インターン期間終了後は、地域おこし協力隊として

最長３年間活動していただく予定です。 

◇募集人数 下記の①②テーマにつき各１名（合計２名） 

◇活動テーマ 

 ①中山間地域の活性化 

 ②移住定住、シティプロモーションに関する事業 

◇応募資格 

 ・居住地要件：都市地域等に在住し、本市に住所および生活の拠点を 

        移す意向を有している人。 

 ・転入要件：インターン期間終了後に地域おこし協力隊として任命され 

       活動する場合は、当該委嘱日までに本市への住民票異動が

必要。 

 ・その他要件：地方公務員法第１６条「一般職員の欠格条項」に該当 

        しない人、普通自動車運転免許を取得している人（ＡＴ

限定可）、乗用車を所有し、活動用に持ち込みできる人。 

※細かい要件がありますので、詳細はお問い合わせください。 

◇勤務条件（予定） 

 ○任用形態 ・任用：パートタイム会計年度任用職員 

       ・インターン期間：任命日から最長２か月間 

※任命日は令和５年４月以降を予定。 

※インターン期間後に地域おこし協力隊として任命された場合の任期は、

任命日から当該年度の末日とし、以降１年ごとに勤務成績を考慮して更

新します。（最長３年間） 

 ○勤務時間 原則、午前８時３０分～午後４時３０分 

       １日あたり７時間、週５日勤務（土・日曜日および祝日を

除く） 

 ○給与等 ・給料：時給１，３２０円 

      ・手当：通勤手当、期末手当 

 ○待遇等 ・労働基準法その他関係法令により定める有給休暇を付与 

      ・社会保険、厚生年金、雇用保険に加入 

 ○活動費 ・月額１万円を上限に活動費を支給 

※インターン期間後に地域おこし協力隊として委嘱された場合の活動経

費は月額５万円を上限とします。 

◇応募方法 

 応募の前に事前説明を行いますので、下記あてご連絡ください。その後、

１２月３１日（土）までに所定の応募用紙等（下記備付および市ホームペ

ージに掲載）に必要事項を記入し、下記あて提出してくださ 

い。郵送の場合は、１２月３１日（土）当日消印有効です。 

※詳細はＱＲコードからご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

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

 

とちぎの農業法人見学・体験ツアー 
 （公財）栃木県農業振興公社では、農業法人で働くことを考えている人

を対象に、農業法人の経営者から直に話を聞くとともに、生産現場の見学

および農作業体験を行うツアーを開催します。 

◇日時 ９月１０日（土）午前９時１５分～午後４時 

◇集合場所 ＪＲ宇都宮駅改札口前 

◇見学先 （株）美土里農園（茂木町深沢３２００） 

      内容：いちごの定植体験 

     （株）ジェイイーティファーム（市貝町刈生田８５１－１） 

      内容：酪農見学 

◇定員 先着１５名（費用無料） 

※集合前、解散後の交通費と昼食代は参加者負担となります。 

◇申込 ８月２５日（木）までに申込用紙（市農政課備付）に必要事項を

記入し、下記あて申し込む。 

■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５ 

 



- 3 - 

 

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

 

住民税非課税世帯等に対する 

臨時特別給付金 
「令和４年度に新たに非課税世帯となった世帯」の対象世帯には、市か

ら確認書を送付しています。受付期限が９月３０日（金）までとなってい

ますので、確認書の返送がまだ済んでいない場合は、確認書に必要事項を

記入し、至急、返送してください。 

また、家計急変世帯については、令和４年１月以降に新型コロナウイル

ス感染症の影響で「世帯全員が住民税非課税相当」の収入に減少した世帯

が対象です。給付金を受け取るには申請が必要です。申請書は下記窓口ま

たは市ホームページから取得できます。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。なお、既に給付金を受けた世帯

は対象になりません。 

■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） 

 

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 

９月６日（火） 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

◎婦人検診等あり 
午前８時１０分 

～１０時３０分 

９月２１日（水） 
烏山体育館・烏山公民館 

（中央２－１３－１２） 

※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。 

■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。 

【循環器系疾患】 

◇日時 ９月３日（土）午後１時～４時 

◇医師 獨協医科大学病院心臓・血管内科／循環器内科医師 豊田茂 氏 

◇主な疾患 肥大性心筋症、特発性拡張型心筋症・拘束型心筋症、ファロ

ー四徴症、単心室症、クリッペル・トレノネー・ウェーバー

症候群 

◇申込 ８月３１日（水）までに下記あて申し込む。 

【免疫系疾患】 

◇日時 ９月２２日（木）午後１時～４時 

◇医師 獨協医科大学病院リウマチ・膠原病内科医師 新井聡子 氏 

◇主な疾患 バージャー病、結節性多発動脈炎、悪性関節リウマチ、全身

性エリテマトーデス（ＳＬＥ）、皮膚筋炎／多発性筋炎、シ

ェーグレン症候群、成人スチル病、ベーチェット病、混合性

結合組織病 

◇申込 ９月１６日（金）までに下記あて申し込む。 

【骨・関節系疾患】 

◇日時 ９月２４日（土）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 獨協医科大学病院整形外科医師 官藤智哉 氏 

◇主な疾患 後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症、特発性大腿骨頭壊死症、

広範脊柱管狭窄症、強直性脊椎炎、骨形成不全症、ビタミン

Ｄ抵抗性くる病／骨軟化症 

◇申込 ９月２１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 

南那須地区地域住民公開講座 

「認知症の正しい知識があなたを守る」 
 高齢者診療・認知症治療の専門医が正しい知識を分かりやすくお伝えし

ます。ぜひ、お越しください。 

◇日時 ９月１８日（日）午後２時～３時３０分 

    受付：午後１時３０分～ 

◇場所 小川総合福祉センターあじさいホール（那珂川町小川１０６５） 

◇内容 講演会「認知症の正しい知識があなたを守る」 

◇講師 国際医療福祉大学塩谷病院高齢者総合診療科部長 岩本俊彦 氏 

◇定員 １５０名（費用無料） 

◇申込 ９月１２日（月）までに電話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） 

 

献血（全血）にご協力ください 
 血液の安定的な確保を図るため、献血へのご協力をお願いします。 

◇日時 ９月２６日（月） 

    ・烏山庁舎：午前９時３０分～正午 

    ・南那須庁舎：午後１時３０分～４時 

◇対象年齢 １６歳～６９歳 

※６５歳以上の人は、献血される人の健康を考え、６０歳から６４歳まで

の間に献血経験がある人に限ります。 

※当日、直接会場へお越しください。 

※全血は、４００ｍｌを推進しています。また、２００ｍｌ献血は医療機

関からの要請数に達し次第終了となります。 

※献血基準や献血ができない人の条件は、日本赤十字血液センターホーム

ページ（https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tochigi/index.html）をご確

認ください。 

※この事業は「なすから健康マイレージ事業」対象です。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

妊婦サロン「母親学級」 
◇日時 ９月５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 ９月２日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※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 

 

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？ 

◇日時 ９月１３日（火）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） 

◇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） 

◇対象 ０歳～１８歳未満のお子さんとその保護者 

◇申込 ９月８日（木）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 
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烏山保育園 離乳食レシピ集をプレゼント 
 「これから赤ちゃんが離乳食期に入る」、「離乳食のことで悩んでいる」 

人に、烏山保育園離乳食メニューレシピ集をプレゼントします。離乳食の

ポイントも掲載しています。 

◇対象 子育て中のお父さんお母さん 

◇申込 電話で下記あて申し込む。 

※受け付け日時は、平日の午前９時３０分～午後４時３０分です。 

※離乳食に関する相談、その他子育て相談も受け付けます。 

■問合 烏山保育園 ☎０２８７－８２－３３７２ 

 

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

 

ジオパーク構想教室 

化石発掘隊「クリーニングと同定②」参加者募集 
◇日時 ９月３日（土）午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 烏山公民館 

◇内容 採取した化石のクリーニングと名前調べ 

◇講師 県立博物館名誉学芸員 柏村勇二 氏 

◇対象 どなたでも 

◇定員 先着３０名程度 

◇費用 無料 

◇持物 過去の化石発掘隊で採った化石 

※過去の化石発掘隊で化石をとっていない人や初めて参加する人は、化石

の持参は不要です。 

◇申込 ８月２９日（月）午後５時までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日に参加をキャンセルする場合は連絡不要です。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

第１７回南那須地区音楽祭 
 新型コロナウイルス感染症予防の観点から、無観客で開催します。 

◇日時 １０月４日（火）午前９時～ 

◇場所 小川総合福祉センターあじさいホール（那珂川町小川１０６５） 

◇対象 南那須地区内の小・中学校に通学している児童・生徒 

※今年度は高等学校・一般の部はありません。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

※烏山公民館事務室は、日・月曜日、祝日および年末年始は休みです。 

※公民館講座に参加する際は検温し、マスクを着用してください。 

 

公民館講座 

「なすから自然観察会③」参加者募集 
 湿地や河原、高地、谷等異なる環境に生息する小動物や植物、地形や地

質等を観察します。 

◇日時 ９月３日（土）午前９時３０分～正午 

◇集合場所 市学校給食センター（大金１２０－１） 

◇内容 大金トンネル周辺のシダ植物の観察 

◇講師 県立博物館名誉学芸員 柏村勇二 氏 

    市生涯学習課職員 小峯洋一 氏 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人  

◇定員 先着３０名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 初めて参加する人は、８月２７日（土）までに電話等で下記あて

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 

「まちの観光ボランティアガイド講座」参加者募集 
私たちのまちの魅力を案内できるようになるための講座です。今回は、

市のデジタル観光マップの活用も考えます。 

◇日時・内容等 

日時 内容 講師 

①９月９日（金） 

午後６時～７時３０分 

那須烏山市の観光 

について 
市商工観光課職員 

②９月１６日（金） 

午後６時～７時３０分 

那須烏山市観光協会 

の取り組み 

市観光協会事務局長 

金澤光司 氏 

③９月２５日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

観光ガイドの 

体験談、心得等 

那須烏山ふれあい 

ガイドの会会員 

④１０月７日（金） 

午後６時～７時３０分 

市のデジタル観光 

マップについて 
市商工観光課職員 

⑤１０月１６日（日） 

午前９時３０分～正午 

デジタル観光マップ 

で市内観光体験 
－ 

⑥１０月２８日（金） 

午後６時～７時３０分 

デジタル観光マップ 

と観光ガイド 
－ 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 ※⑤は開会後市内視察 

◇対象 市内在住または在勤、在学の人 

◇定員 各回１０名程度 

◇費用 無料 

◇持物等 筆記用具、マスク、飲物、⑤は歩くのに適した服装、靴、雨具 

◇申込 ８月２０日（土）～９月３日（土）に電話等で下記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

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

 

第４２回市民ナイターソフトボール大会 
◇日時 ９月７日（水）～２２日（木）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 

※既に申し込みをしたチームで参加できない場合は、８月２２日（月）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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

あかちゃんタイム 
 小さいお子さん連れの保護者を対象に実施します。 

◇日時 ８月１７日（水）午前１０時～正午 

◇場所 烏山図書館 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 ８月２０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 ボランティアによる絵本の読み聞かせ、かんたん工作 

◇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 ８月２０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 
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図書館映画会 
 大人向けと子ども向けの２本立てで上映します。 

◇日時・内容 ８月２１日（日） 

 ・午前１０時～正午：大人向け「トキワ荘の青春」 

 ・午後２時～２時３０分：子ども向け「おはよう！コケッコーさん２」 

◇場所 南那須図書館 

◇定員 当日、先着各回２０名 

◇費用 無料 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

電子図書館サービスの利用案内 
 ９月1日（木）から電子図書館サービスが利用開始します。約８０００

冊の電子書籍を用意していますので、ぜひ、ご利用ください。 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人で市立図書館の利用者カー

ドを持っている人 

※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。 

※利用者カードは３年ごとに更新があります。図書館をしばらく利用して

いない場合は期限が過ぎている場合がありますので、図書館で更新の手

続きを行ってください。 

◇利用案内  

・貸出数：電子書籍３点まで 

・貸出期間：１４日間（次に予約がない場合に限り１回延長可能） 

・予約数：電子書籍３点まで（予約の取り置き期限は７日間） 

◇ログインに必要なＩＤ・パスワード 

・ログインＩＤ：利用者カード番号 

・パスワード：西暦の生年月日８桁 

例）２０２１年９月１日生まれは「２０２１０９０１」 

※９月１日現在で利用対象条件を満たす人には、ログインＩＤとパスワー

ドが設定されています。 

※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 

 

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

 

市長と話そう！ 

なすからタウンミーティング参加者募集 
 市民協働のまちづくりを目指して、市政について、皆さんの声をお聞か

せください。あなたの意見が市の未来を変えるかも知れません。 

◇日時 ９月２９日（木）午後６時３０分～８時 

◇場所 烏山南公民館（野上７０３） 

◇内容 「将来のまちづくり～第３次総合計画策定に向けて～」について

市長が説明し、参加者と直接、話し合いをします。 

◇対象 市内に在住、通勤・通学している人 

◇申込 ９月２２日（木）までに電話等で下記あて申し込 

    む。申し込みはＱＲコードからもできます。 

※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 

 

公園はきれいに利用しましょう 
 皆さんが気持ちよく利用できるようご協力をお願いします。 

・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。 

・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。 

・公園内は禁煙です。花火やバーベキュー等の火を使う行為も禁止です。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

全国一斉 

「子どもの人権１１０番」電話相談 
 子どもの人権問題に詳しい人権擁護委員が、子どもに対するいじめ、い

やがらせ、強制・強要、暴行・虐待等様々な相談について、時間を延長し

て電話で対応します。 

 相談は秘密厳守となりますので、安心してご相談ください。 

◇日時 ８月２６日（金）～９月１日（木） 

    午前８時３０分～午後７時 

※土・日曜日の相談時間は、午前１０時～午後５時です。 

◇相談方法 電話による相談（☎０１２０－００７－１１０） 

■問合 宇都宮地方法務局 ☎０２８－６２３－０９２５ 

 

夏休みの思い出 公園で水遊びをしよう！ 
◇日時 ８月２８日（日）午前９時～１１時３０分 

※小雨決行。荒天時は中止します。 

◇集合場所 清水川せせらぎ公園東側芝生広場（Ｃゾーン） 

◇内容 芝生の上で思い切り水遊びをします。 

◇対象 市内在住の未就学児・小学生の親子 ２０組程度 

※保護者の同伴が必要です。  

◇費用 子ども1人につき３００円（団体保険料、諸経費等） 

◇持物 レジャーシート、飲物、着替え、お気に入りの水遊び道具等 

※水に濡れても良い服装でご参加ください。 

※各家庭で熱中症対策をお願いします。 

※水に濡れたあと風邪をひかないようご注意ください。 

◇申込 ８月２７日（土）までにＥメールで下記あてまたはＱＲコードか

ら団体の公式ＬＩＮＥアカウントで友だち登録して申し込む。 

※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。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

■問合 なすから子結び団（堀江・大橋） 

    Ｅメール：komusubidan@sora-inc.com 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ９月３日（土）午前９時集合 

※夏場の開催のため、通常よりも３０分早い集合になります。 

◇集合場所 緑地運動公園駐車場 

◇散策コース 「江川沿いを歩く」（約７ｋｍ） 

       駐車場 → 富士見台工業団地 → 江川小学校 → 

       下川井自然環境保全地域（シモツケコウホネ生息地） → 

       下川井城跡 → 山崎横穴墓 → 駐車場 

◇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 

※各自で熱中症対策をお願いします。 

※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 

 

とちぎパートナーシップ宣誓制度の開始 

 県では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる

社会の実現に向けて、９月１日（木）から「とちぎパートナーシップ宣誓

制度」を導入します。 

 とちぎパートナーシップ宣誓制度とは、人生のパートナーとして協力し

合うことを宣誓したお二人（一方または双方が性的マイノリティ）に対し

て、県が宣誓書受領カード等を交付する制度です。 

※詳細は県ホームページ（https://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/tochig

i_partnership.html）でご確認ください。 

■問合 県民生活部人権・青少年男女参画課人権施策推進室 

    ☎０２８－６２３－３０２７ 
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統計グラフ栃木県コンクール作品募集 
 県内の小学生、中学生、高校生、学生および一般の人を対象に、統計グ

ラフの作品を募集します。入賞作品の発表は９月下旬に行い、１１月１５

日（火）開催予定の「統計グラフ栃木県コンクール表彰式」において表彰

します。また、優秀作品は全国コンクールに出品します。 

◇テーマ 自由です。ただし、小学校４年生以下の児童の応募については、

児童が自ら観察、調査した結果をグラフにしたものとします。 

◇作品規定 

 ・Ｂ２判（仕上げ寸法７２８ｍｍ×５１５ｍｍ）縦・横どちらでも可能

です。 

 ・紙質、色彩は自由としますが、裏面の板張り（パネル仕上げ）、表面

のセロハンカバー等は認めません。 

 ・作品点数は１人につき何点でも応募できます。ただし、２枚以上に 

  わたる「シリーズ作品」は認めません。 

 ・合作の人数は１つの作品につき５人以内とします。 

◇応募方法 ９月８日（木）までに下記あて郵送する。 

◇注意事項 

 ・第三者が作成したイラストや写真等は使用しないでください。ゆるキ

ャラや五輪マークも含みます。 

 ・応募作品は原則返却しません。 

■問合 県統計課 ☎０２８－６２３－２２４２ 

    〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 

 

国際医療福祉大学 

塩谷看護専門学校看護学生募集 
 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校では高校推薦・社会人入学試験を下

記の日程で行います。 

◇試験日 ９月２４日（土） 

◇試験場所 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 

      （矢板市富田７７－６ 塩谷病院敷地内） 

◇試験科目 高校推薦：一般常識試験、面接 

      社会人：小論文、面接 

◇募集人数 ４０名（高校推薦・社会人合わせて募集定員の５割程度） 

◇受験資格 

 高校推薦：令和５年３月に高等学校卒業見込で、学科評定平均３．０以

上、合格した場合には必ず本校に入学できる人 

 社会人：高校を卒業し、令和５年４月１日時点で２年以上経過した人 

◇修業年限 ３年（全日制） 

◇応募方法 ９月１日（木）～１５日（木）に入学願書を下記あて提出する。 

※入学願書を希望する人は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務部 

    ☎０２８７－４４－２３２２ 

 

社会福祉協議会烏山支所事務所の移転 
 耐震工事に伴い、烏山支所で行っていた事務を９月５日（月）から下記

の各施設に移転します。移転に際して回線工事を行うため、９月３日

（土）・４日（日）は電話、ＦＡＸがつながりません。市民の皆さんには

ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

移転する業務 移転先 

地域福祉係、会費、募金、 

寄附等の窓口 
あすなろ作業所（中央２－１７－１３） 

☎０２８７－８４－１２９４ 
訪問介護係（ホームヘルパー） 

権利擁護事業（あすてらす、

法人後見事業） 

社会福祉協議会本所（田野倉８５－１） 

☎０２８７－８８－７８８１ 

権利擁護直通 

☎０２８７－８８－７５５１ 

地域福祉係一部 

（各種貸付相談） 

障害児通所支援事業（くれよ

んクラブ、くれよんホーム） 

健康管理センターくれよんスクール

（中央２－１７－１２） 

☎０２８７－８４－１８２７ 

■問合 市社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

    市社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

■相談 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

８月の相談事業 
【電話による心配ごと相談】 

◇日時 ８月１７日（水）午前９時～正午 

◇相談先 上記の時間帯に下記あて電話でご相談ください。 

※今後の開催は、新型コロナウイルス感染症の動向により判断します。 

■問合 市社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８２－３５００ 

    （あすてらすなすからすやま直通） 

 

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

 

８月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 火   

１７ 水 

心配ごと相談（電話による相談） 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

あかちゃんタイム10：00～正午 

 

こども館 

烏山図書館 

１８ 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 

１９ 金   

２０ 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 

２１ 日 

第１３回自治会対抗親善野球大会（～8/28） 

図書館映画会大人向け 10:00～正午 

図書館映画会子ども向け 14:00～14:30 

【休日当番医】上野医院（那珂川町） 

大桶運動公園他 

南那須図書館 

南那須図書館 

☎0287-96-5151 

２２ 月   

２３ 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 

２４ 水 
行政相談 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

烏山庁舎 

こども館 

２５ 木 

移動出前サロン9：30～13：30 

５歳児相談9:30～ 

４か月児・８か月児健診13:00～ 

窓口業務延長（～19:00） 

藤田公民館 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２６ 金 

２歳児相談9:30～ 

音を鳴らして遊ぼう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 

２７ 土   

２８ 日 

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」 

【休日当番医】塩谷医院 

烏山公民館 

 

☎0287-88-2055 

２９ 月 
小・中学校始業式 

８月分水道料金等口座振替日 

 

 

３０ 火   

３１ 水 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

８月分水道料金等納入期限 

市県民税第２期・国民健康保険税第２

期・介護保険料第２期・後期高齢者医

療保険料第２期納期限・口座振替日 

こども館 
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