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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６月に発送済です。 

 ・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 

 ９月４日（日）以降は、ファイザー社製ワクチンを使用します。モデル

ナ社製ワクチンの接種を希望する場合は下記あてお問い合わせください。 

※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。 

※国ではオミクロン株対応ワクチン接種の実施が検討されていますが、現

時点で詳細は未定となっています。詳細が決まり次第、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） 

■雇用・就職 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５年度採用「那須烏山市職員」２次募集 
【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 

一般事務 

（就職氷河期

世代対象） 

昭和５４年４月２日～昭和６２年４月１日に

生まれた人で、下記のすべての要件を満たす人 

・高等学校卒業程度以上の学歴を有する人 

・民間企業等での経験年数（雇用期間）が、最

終学歴卒業後から令和３年度末までのうち

２分の１以上の期間がある人 

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） 

※地方公務員法に規定する欠格事項に該当する者は除きます。 

◇試験日程 

区分 試験内容 期日 試験会場 

１次試験 

総合適性検査（テスト

センター方式） 

１１月１日（火）～ 

１４日（月） 

各テスト 

センター 

面接（Ｗｅｂ形式） 
１１月１日（火）～ 

５日（土） 
自宅等 

２次試験 面接（対面形式） １１月３０日（水） 烏山庁舎 

◇応募期間 １０月１日（土）～２１日（金）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。テストセンター利用等の申し込みは、受験者情報を登録

するため、氏名等を入力し、メールを下記あて送付する。郵

送の場合は１０月２１日（金）の午後５時必着。 

※「職員採用試験案内」および「採用試験申込書」等は、市のホームペー

ジから取得できます。なお、書類の郵送を希望する場合は、下記あてお

問い合わせください。 

※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 

    Ｅメール：sohmu-saiyoh@city.nasukarasuyama.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月１日 Ｎｏ．４０７ 

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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■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。 

◇「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 

◇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 

 

■後期高齢 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

後期高齢者医療被保険者証の更新（２回目） 
 １０月１日から施行される窓口負担割合の見直しに伴い、本年度は、被

保険者全員に被保険者証が７月と９月の２回更新されます。有効期限が令

和４年１０月１日～令和５年７月３１日の被保険者証を９月中旬に送付

します。保険証の色は藤色に戻ります。 

 また、一定以上の所得がある一部の人は、今回の見直しにより医療費の

窓口負担が２割に変更となります。対象者は、課税所得が２８万円以上か

つ「年金収入＋その他の合計所得」が単身世帯の場合２００万円以上、複

数世帯の場合３２０万円以上の人となります。なお、現役並み所得者は、

１０月１日以降も引き続き３割です。 

※「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は同封さ

れませんので、７月に送付したものをお使いください。 

※現在お使いの黄色の保険証は有効期限が９月３０日までとなりますの

で、１０月１日以降にご自分で破棄するか、市民課（烏山庁舎）または

市民課南那須分室（南那須庁舎）に返却してください。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

健康づくり体験談の募集 
運動や食事、趣味に関すること等、自分の健康管理法とその効果につい

ての「体験談」と健康の大切さや取り組みを表した「川柳」を募集します。 

◇募集テーマ 体験談：自分の健康管理方法とその効果 

       川柳：運動、食事、趣味を通じた健康づくり 

◇対象 

 ９月３０日時点で後期高齢者医療制度に加入している県内の被保険者 

◇作品規定 

 体験談：任意の様式に題名と本文で原稿用紙２枚（８００字）程度。手

書きの場合はなるべくマス目のある用紙に記入。 

 川柳：任意の様式に作品（五・七・五調を基本とする）と作品に込めた

思いや背景を１００字以内で記載。（１人３作品まで） 

◇応募方法 

 ９月３０日（金）までに必要事項（郵便番号・住所・氏名・生年月日・

電話番号）を記入した用紙を添えて下記あて郵送またはメールで送付する。 

※郵送の場合は９月３０日（金）必着です。 

◇優秀作品 体験談：最優秀賞１点（商品券２０，０００円分） 

    優秀賞２点（商品券１０，０００円分） 

    佳作賞３点（商品券２，０００円分） 

      川柳：最優秀賞１点（商品券１０，０００円分） 

         優秀賞２点（商品券５，０００円分） 

         佳作賞３点（商品券１，０００円分） 

※優秀作品はホームページで公表し、川柳は後期高齢者医療制度のＰＲ等

に使用します。また、賞に漏れた人から抽選でＱＵＯカード（５００円

分）を送ります。結果発表は令和５年１月頃です。 

■問合 県後期高齢者医療広域連合 ☎０２８－６２７－６８３０ 

〒３２０－００３３ 

宇都宮市本町３－９ 栃木県本町合同ビル２階 

Ｅメール：soumu@kouikirengo-tochigi.jp 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

なすからブランド認証委員募集 
 市独自の基準に適合した特産物・技工・技術等を認証し、産業の振興お

よび地域経済の活性化を図る「なすからブランド認証制度」を適正かつ円

滑に運用するための委員を公募します。 

◇募集人数 ２人（任期：委嘱の日から原則３年） 

◇応募資格 １８歳以上の市内在住の人で、農林水産や商工関係事業に見

識を有しており、特産物のブランド化に意欲的な人 

◇職務内容 主に毎年度１～３回程度開催される委員会において認証に 

関する審査、その他認証制度に関する重要事項の審議を行う。 

◇報償 日額５，０００円 

◇応募方法 ９月１５日（木）までに応募申込書（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、直接持参、郵送、メ

ールまたはＦＡＸで下記あて提出する。 

※郵送の場合は９月１５日（木）当日消印有効です。 

◇選考方法 応募申込書による書類審査を行い、選考結果を応募者全員に

通知（応募申込書は返却しません） 

■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 

ＦＡＸ：０２８７－８３－１１４２ 

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

 

「はかり」の定期検査を受けてください 
 はかりは、新品のときに正確でも使用している間に誤差を生じることが

あります。そのため、商店や会社・宅急便等の取引用（営業用）および病

院・学校・保育所等の証明用に使用している「はかり」は、計量法で定め

られている定期検査を２年に１回受検する必要があります。検査に合格し

ていない「はかり」を取引や証明に使用すると、計量法違反になり罰則の

対象となりますので、必ず検査を受けてください。（検査は有料です） 

◇検査対象となる「はかり」 

検査対象 

取引・証明に使用できるはかり 

検査対象外 

取引・証明に使用できないはかり 

     
検定証印  基準適合証印 

 
家庭用マーク 

◇定期検査の日程 

期日 場所 時間 

９月２７日（火）・２８日（水） 烏山体育館 
午前１０時～正午 

午後１時～３時 ９月２９日（木） 
那須烏山市 

武道館 

※計量士による検査を本年すでに受検している場合は必要ありません。 

※令和２年度に「はかり」の定期検査を受検した人には、８月下旬に通知

を発送しました。 

※令和２年度以降、新たに「はかり」を使用する取引・証明を始めた人は、

９月７日（水）までに下記あてご連絡ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

女性とシニア対象の地元企業ミニ面接会 
 女性とシニアを採用対象とした地元企業との面接会を開催します。働き

方を選べる地元企業５社程度が参加予定です。気になる企業との面接やコ

ーディネーターが相談にのることもできます。 

◇日時 ９月２１日（水）午後１時３０分～３時３０分  

◇場所 那須烏山商工会館２階研修室（金井２－５－１１） 

◇対象 仕事を探している女性、シニアの人（未経験の人でも可） 

◇定員 ３０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 
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■まちづくり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

屋外広告物適正化旬間 
 ９月１日～１０日は「屋外広告物適正化旬間」です。屋外広告物の設置

には、条例で定められた基準により許可が必要です。また、設置者には、

景観を害したり通行者に危険が及んだりしないように、補修や管理が義務

付けられています。 

 屋外広告物の設置後も広告物の安全性を確保し、重大な事故を防ぐため、

適正な管理と点検をお願いします。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

    県都市計画課 ☎０２８－６２３－２４６３ 

 

令和５年度コミュニティ助成事業募集 
 （一財）自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、宝く

じの受託事業収入でコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備を

助成する制度です。 

◇助成対象団体 

 コミュニティ組織（自治会等） 

◇助成の種類および助成金額 

 ・一般コミュニティ助成事業 

  助成額：１００万円～２５０万円 

  事業例：自治会館のエアコン、テーブル等の備品、お祭り用太鼓の整備 

 ・コミュニティセンター助成事業 

  助成限度額：対象事業費の５分の３以内、１，５００万円まで 

  事業例：コミュニティセンターの建設 

◇必要書類 

 申請希望書（下記備付）、自治会等の規約、令和５年度事業計画・予算

書、見積書、カタログのコピー等 

※コミュニティセンター建設の場合は、他に図面や住民総意の分かる総会

資料および議事録、通帳の写し等も添付してください。 

◇申込 １０月７日（金）までに必要書類を添付し、下記あて申し込む。 

※事前に相談が必要となりますので、下記あてお問い合わせください。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ごみの分別のお願い 
◇ペットボトル 

 ペットボトルは原則コンテナで出してください。 

◇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）

の混入がみられます。分別して出してください。 

◇紙類 

 「雑紙」は「燃やすごみ」に入れず、分別して出してください。 

※お菓子の紙箱や厚紙等も「雑紙」として出すことができます。 

◇リターナブルビン（ビールビン、一升ビン等） 

 ビールビンや一升ビンはリターナブルビンとして出してください。 

※詳細は「ごみ分別アプリ」や「家庭用 ごみの分け方・出し方」、「ごみ

カレンダー」をご覧ください。 

◇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、 

「Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ」または「Ｇｏ   Android版    iPhone版 

ｏｇｌｅ 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 

 

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

 

農産物直売所スタンプラリー 
◇期間 ９月１日（木）～１１月３０日（水） 

◇内容 下記の農産物直売所で５００円以上買い物をすると、台紙に１個

（１回の買い物で１個）スタンプを押します。スタンプを６個集

めて応募すると抽選で「直売所お買物券」（金賞：１，０００円

分、銀賞：５００円分）が当たります。 

※スタンプは１か所の直売所で６個集めても、複数の直売所で６個集めて

も応募できます。 

※直売所６か所のスタンプを１個ずつ集めた場合は、金賞の抽選を受けら

れます。 

※スタンプ台紙は、下記の直売所に備え付けてあります。 

◇直売所 高瀬農産物直売所、八ツ頭野菜直売所、農産物こぶしっ子、直

売所いっぴ、興野農産物直売所、とりたて野菜直売所 

◇主催 市直売所連絡協議会 

■問合 市直売所連絡協議会（農政課内） 

    ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

下川井の郷保全会 

設立５周年記念講演会・シンポジウム 
 国内希少植物シモツケコウホネの生態を学び、保全について考えます。 

◇日時 ９月１０日（土）午後１時～４時１５分 

    受付：午後０時３０分～ 

◇場所 江川小学校多目的ホール 

◇内容 ・講演会「シモツケコウホネの生態」 

講師 志賀隆 氏（新潟大学教育学部） 

    ・シンポジウム「シモツケコウホネの保全とは」 

     登壇者 志賀隆 氏、柴田由子 氏（日光市シモツケコウホネ 

     の里を守る会）、小峯洋一 氏（市教育委員会）、星宮純一 氏 

     （下川井の郷保全会） 

◇定員 先着８０名（事前申込不要） 

◇費用 無料 

※講演会等の前に現地観察会を開催します。観察会参加希望者は午前１０

時３０分に江川小学校に集合してください。（現地に徒歩移動） 

※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 下川井の郷保全会事務局（小川） 

    ☎０９０－５３２０－８７８４ 

 

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

 

浄化槽をお使いの皆さんへ 
 浄化槽からの放流水による水質悪化や悪臭の発生を防ぐため、次の３点

の実施についてご協力をお願いします。 

◇保守点検（年３～４回） 

浄化槽の点検・調整や消毒薬の補充等が必要です。県に登録されている

保守点検業者に委託してください。 

◇清掃（年１回以上） 

浄化槽の故障や悪臭の原因となる汚泥の引き抜きが必要です。市の許可

を受けた、し尿・浄化槽汚泥くみ取り許可業者に委託してください。 

◇法定検査（年１回） 

浄化槽が正常に機能しているか検査してください。詳細は（一社）栃木

県浄化槽協会にお問い合わせください。 

※いずれの場合も料金が発生しますので、費用については各業者に確認し

てください。 

■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

（一社）栃木県浄化槽協会 ☎０２８－６３３－１６５０ 
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■健康・福祉 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

避難行動要支援者名簿 
 市では、自ら避難することが困難な人を対象に避難行動要支援者名簿を

作成しています。名簿の情報を平常時から関係機関で共有することで、災

害時に支援を受けやすくなります。 

◇対象等 

対象者 登録方法 

６５歳以上の人のみで構成される世

帯（ひとり暮らしの高齢者を含む） 

民生委員が訪問し、登録の希望

についての意思確認をします。 

・身体障がい者（身体障害者手帳１・

２級を持っている人） 

・知的障がい者（養育手帳Ａ１・Ａ２

を持っている人） 

・精神障がい者（精神障害者保健福 

 祉手帳１級を持っている人） 

・介護保険の要介護３以上の認定を 

 受けた人 

郵送で登録の希望について意

思を確認します。 

指定難病患者（特定医療費を受給して

いる人） 

市で確認しますので、手続きの

必要はありません。 

上記の他、災害時に自ら避難すること

が困難な人 

申込書（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、下記あて申し込む。 

※すでに名簿に登録されている人は自動更新となります。また、登録内容

（緊急連絡先等）を変更する場合は下記あてご連絡ください。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

なすから健康マイレージ「こどもとチャレンジ」 
小学１年生から中学３年生までの市民とその保護者が一緒に参加でき

るマイレージ事業を実施しています。健康づくりにチャレンジしてポイン

トを貯めると、達成者の中から抽選で３０名に利用券１,０００円分とオ

リジナル鉛筆をプレゼントします。ぜひ、健康づくりにお役立てください。 

◇利用券が使用できる施設等  

 越雲書店、山あげ会館、あすなろパン工房、カフェみつわ、パン職人い

っぴ、ビストロペールドヴォーテ、龍門カフェ 

◇応募締切 １１月３０日（水） 

※詳細は各学校を通して配布している案内通知（応募用紙）をご確認くだ

さい。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

ストマ用装具（畜便袋・畜尿袋）を給付 

します【後期分１０月～３月分】 
◇対象 「直腸・ぼうこう」の障がいで身体障害者手帳を所持し、ストマ

用装具の給付を希望する人 

◇申請に必要なもの 身体障害者手帳 

◇申請方法 ９月１４日（水）までに下記あて申請する。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ（保健福祉センター） 

    ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

認知症について学んでみませんか 
 ９月は世界アルツハイマー月間です。認知症の人も、そうでない人も安

心して暮らせる那須烏山市を実現するために、認知症サポーター養成講座

を開催します。 

◇日時 ９月２２日（木）午後１時３０分～３時 

◇場所 保健福祉センター検診室 

◇対象 どなたでも ２０名程度 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 ９月２１日（水）までに下記あて申し込む。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

    ☎０２８７－８８－７１１５ 

シルバー人材センター技能講習 

「介護支援入門」受講者募集 
 シルバー人材センターへの入会・就業に興味を持っている人を対象に技

能講習を開催します。 

◇日時 ９月２７日（火）・２８日（水）午前９時３０分～午後４時 

◇場所 烏山南公民館（野上７０３－１） 

◇内容 介護アシスタントや介護施設での窓口業務等の基礎 

◇対象 県内在住の６０歳以上でシルバー人材センター入会に興味のあ

る人またはシルバー人材センター会員 

◇定員 １５名（費用無料） 

◇申込 ９月１２日（月）までに申込書（各シルバー人材センター、健康

福祉課窓口備付）に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは郵送で下記

あて申し込む。 

※県シルバー人材センター連合会ホームページ（https://www.tochigi-s

ilver.jp）からも申し込みができます。 

■問合 県シルバー人材センター連合会 ☎０２８－６２７－１１７９ 

 

栃木県障がい者スポーツ指導員（初級）養成講習会 
 障がい者へのスポーツ指導に意欲を持つ人を対象に、スポーツ指導に必

要な理論・技術等の研修を行い、障がい者スポーツ指導員を養成します。 

◇受講資格 

 本県に在住または在勤（在学）の１８歳以上（令和４年４月１日現在）

で、障がい者に対するスポーツ指導および障がい者スポーツの普及・振興

に熱意と意欲があり、全日程を受講できる人 

◇期日 １１月１９日（土）・２６日（土）、１２月１０日（土）・１７日

（土）の４日間 

◇定員 ４０名（定員を超えた場合は抽選になります） 

◇申込 ９月６日（火）～１０月４日（火）に申込書に必要事項を記入し、

メール、郵送または持参で下記あて申し込む。 

※申込書は栃木県障害者スポーツ協会ホームページ（https://syospo-to

chigi.org）から取得できます。 

■問合 栃木県障害者スポーツ協会 ☎０２８－６２４－２７６１ 

Ｅメール：entry@syospo-tochigi.org 

 

■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 ９月２９日（木）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年１月、５月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 ９月２７日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年８月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 

◇日時 ９月２７日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年２月生まれの幼児 

【２歳児相談】 

◇日時 ９月３０日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年８月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 

◇日時 ９月２８日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年１月、２月生まれの幼児 

【３歳児健診】 

◇日時 ９月３０日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年８月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 ９月２９日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９年９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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産後サポート事業「おひさま」 
◇日時 ９月２１日（水）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５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） 

◇定員 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 ９月１４日（水）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 

 

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 ９月１日（木）～３０日（金） 

◇内容 ・９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。 

     ９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：１０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。 

【子育て相談】 

◇日時 ９月６日（火）午前９時～午後４時 

※今月は新しいおもちゃが入りました。育児雑誌も用意していますので遊

びに来てください。 

※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 

 

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：大きな栗の木の下で 

    遊び：週替わりで実施 

    ７日：小麦粉粘土で遊ぼう 

    １４日：敬老の日のプレゼント制作 

    ２１日：絵本の読み聞かせ 

    ２８日：サーキットで遊ぼう 

※７日は、小麦粉・水・食紅で小麦粉粘土を作ります。小麦アレルギーが

あるお子さんはご遠慮ください。 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 

◇定員 ３組程度（申込不要） 

※参加人数が多い場合には、時間を区切って事業を実施します。 

【親子でヨガを楽しもう】 

◇日時 ９月９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のコリをほぐしましょう 

◇講師 満田美佐子 先生 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 

◇定員 ３組 

◇申込 ９月７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。 

※あそびのへやの利用は、新型コロナウイルス感染症対策のため、同時に

利用できる人数を３組程度とし、利用時間は１組１時間までとします。 

※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 

◇場所 藤田公民館（藤田７８４） 

◇内容 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を３組程

度とし、利用時間は１組１時間までとします。 

■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 ９月８日（木）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 みんなで夏祭り！～縁日ごっこ～ 

◇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 ９月６日（火）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 

 

みらＫａｚｅクラブ活動日（保育園開放） 
◇日時 ９月１１日（日）・２５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（費用無料） 

※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。 

◇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 烏山みどり幼稚園 

みどり未就園児教室 
◇日時 ９月２０日（火）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 ９月１３日（火）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 

 

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

 

男女共同参画に関する講座の受講費補助 
 市では、男女共同参画に関する講座の受講費用（教材費・材料費は除く）

を補助します。 

◇対象講座 男女共同参画社会の実現を目的とし、国や県および国や県所

管の施設や法人、県内各市町、医療機関、特定非営利活動法

人等が主催する講座 

◇補助対象者 市内に住所を有し、男女共同参画について関心がある人

（性別は問いません） 

◇補助金額 上限５，０００円 

◇申込 所定の申請書兼請求書（下記備付、市ホームページ掲載）に講座

受講に係る領収書を添えて下記あて申し込む。 

※講座の主催者および内容により対象講座に該当しない場合もあります

ので、受講前にご相談ください。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
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２０２２那須烏山市 

ハロウィンデイキャンプ参加者募集 
 様々なゲームや活動を通して外国の文化や英語を楽しく学ぶ、「ハロウ

ィンデイキャンプ」を開催します。一緒に英語を楽しく学びましょう。 

◇日時 １０月１６日（日）午前９時～正午 

◇場所 烏山公民館 

◇対象 市内在住の小学生 

◇定員 ３０名 

※定員を超えた場合は抽選になります。 

◇費用 無料 

◇申込 ９月１日（木）～２２日（木）に申込用紙に必要事項を記入し、

下記あて持参し申し込む。 

※申込用紙は各小学校を通して配布します。また、下記窓口にも備え付け

てあります。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■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。 

◇９月の内容 

日時 場所 内容・講師 

９月４日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

烏山公民館 

自然地理：那須烏山の地形① 

川が作った丘陵と平地 

青島睦治 氏 

（県立博物館名誉学芸員） 

９月４日（日） 

午後１時３０分～ 

３時 

音楽：ジャズとポップスの演奏 

マシュマロ（軽音楽バンド） 

９月１１日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

歴史：烏山の社寺の歴史と伝承 

松本将樹 氏（郷土史家） 

９月１１日（日） 

午後１時３０分～ 

３時 

古典文学：「奥の細道」を往く③ 

和田貞夫 氏 

（氏家歴史文化研究会会員） 

９月２４日（土） 

午前９時～正午 

Ｂ＆Ｇ海洋 

センター 

駐車場集合 

文化財巡り：大金層、十二口横穴墓群 

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） 

※１０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

のチラシをご確認ください。。 

◇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名程度です。 

◇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 

「なすから自然観察会④」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 １０月１日（土）午前９時３０分～正午 

◇集合場所 烏山公民館（観察地への移動は市有バスを使用します） 

◇内容 シモツケコウホネと残存ブナの観察（下川井・藤田） 

◇講師 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） 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 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、９月２４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 

「手ごねパン教室」参加者募集 
 ふわふわの焼きたてパンを手作りしてみませんか。 

◇期日・場所 

期日 場所 

１０月 ７日（金） 
保健福祉センター栄養指導室（田野倉８５－１） 

１０月２１日（金） 

１０月２８日（金） 烏山南公民館調理室（野上７０３－１） 

※３回とも同じ内容です。 

◇時間 午前９時～午後１時 

◇内容 惣菜パンや菓子パンを手ごねから作る。 

◇講師 鈴木眞樹子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 

◇定員 各回先着１０名 

◇費用 １，０００円程度（材料代実費） 

◇持物 パンを持ち帰る容器（大きめの箱等、ビニール袋は不可）、エプ

ロン、三角巾、マスク、筆記用具 

◇申込 ９月３日（土）～１７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 

 

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

 

オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２２ 
 ランニングおよびウォーキングによる「全国対抗戦」に参加して、運動

不足を解消しましょう。１か月間の走行・歩行距離を全国・県内の参加市

町村間、個人間で競い合うイベントです。 

◇期間 １０月１日（土）～３１日（月） 

◇部門 ランニングの部、ウォーキングの部 

◇内容 各部門専用アプリをダウンロードし、上記期間中に走ったり歩い

たりすることで、全国・県内参加市町村間および個人間のランキ

ングが随時更新されます。 

※詳細は９月９日（金）の行政区長等文書配付で配付予定のチラシをご確

認ください。 

◇対象 スマートフォンを持っている人 

◇費用 無料 

◇参加方法 ①各部専用のアプリをダウンロードする。 

      ②ＲＵＮＮＥＴ（ランネット）へ登録する。 

      ③アプリ内のイベントページからオクトーバー・ラン＆ウォ

ークへ申し込む。 

◇主催 （一財）アールビーズスポーツ財団 

※この事業は「なすから健康マイレージ事業」の対象です。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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。 

※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 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 ９月３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 ９月３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 

 

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。 

◇日時 ９月１４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 

 

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

 

市婦人会 

「お月見お楽しみセット」を配布します 
 伝統行事のお月見を、家族で楽しみませんか。 

◇期間 ９月１日（木）～１４日（水）午前９時～午後４時３０分 

◇場所 こども館  

※９月５日（月）・１２日（月）は休館日です。 

※入館して遊ばなくても、お渡しできます。 

◇配布内容 お団子のレシピ、折り紙、パンチングボール、手作りエコバ

ッグ等 

◇対象 市内在住のお子さんのいる家族 

◇費用 無料 

■問合 市婦人会（小堀） ☎０９０－４８４０－５６５８ 

 

 

 

 

 

 

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 １０月９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） 

【９月の暮らしの保健室は延期になります】 

 ９月１１日（日）に開催を予定していた「僧侶が語る必殺終活塾」は、

都合により１２月に延期となりました。 

■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 

 

危険物取扱者試験 
◇試験日時 １１月６日（日）午前９時３０分～ 

◇試験種類 甲種、乙種（第１類～第６類）、丙種 

◇受験願書配布場所 那須烏山消防署（神長８８０番地１） 

          那珂川消防署（那珂川町馬頭２３３７－１） 

◇申込 ９月５日（月）～１６日（金）に消防本部予防消防課あて申し込

む。（土・日曜日を除く） 

■問合 消防本部予防消防課 ☎０２８７－８３－８８０２ 

    那須烏山消防署 ☎０２８７－８２－２００９ 

 

■統計調査 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

就業構造基本調査 
 総務省統計局では、１０月１日を調査期日として全国一斉に「令和４年

就業構造基本調査」を実施します。 

◇調査目的 

 国民の就業・不就業の状態を調査し、就業構造を全国だけでなく地域別

にも詳細に明らかにすることで、国や地方公共団体における雇用対策、経

済対策等の各種行政施策立案の基礎資料を得ることや、学術研究のための

利用に資すること等を目的として実施します。 

◇調査対象 

 総務大臣が指定する調査区に居住する１５歳以上の世帯員を対象とし

ます。調査の回答内容は、統計法により厳重に保護され、調査目的以外に

利用することはありませんので、正確なご記入をお願いします。 

◇調査対象地域 本市では次の地域が調査対象地域となっています。 

 中央１丁目、初音、大木須、大桶、神長、大金、小倉、三箇、月次 

※対象地域のうち、抽出された世帯のみに調査票が配付されます。 

◇調査方法 

 ９月中旬頃から調査員が調査世帯ごとに訪問して、調査票を配付します。 

◇回答方法 調査票は、次のいずれかの方法で回答できます。 

 ・スマートフォンやパソコンで回答する方法 

 ・紙の調査票を郵送で回答する方法 

 ・紙の調査票を調査員に提出する方法 

◇就業構造基本調査コールセンター 

 ・設置期間 ９月１日（木）～１０月３１日（月） 

 ・受付時間 午前８時～午後９時 

※土・日曜日および祝日も利用できます。 

 ・ナビダイヤル（☎０５７０－０１－７１３９） 

 ・ＩＰ電話（☎０３－６６２６－００４１） 

■問合 県統計課人口労働統計担当 ☎０２８－６２３－２２４６ 

    総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 
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■診療所 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

熊田診療所の９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 ９月１７日（土）～２０日（火）の４日間 

■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

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

 

９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 ９月７日・２１日 午前９時～正午 

◇場所 ・７日：烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

    ・２１日：保健福祉センターボランティア室（田野倉８５－１） 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 

◇日時 ９月５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 

 

「心配ごと相談（烏山地区）」の場所変更 
下記の日程で予定していた「心配ごと相談」の会場が、耐震工事のため

「社会福祉協議会烏山支所」から「烏山公民館」に変更となります。お間

違いのないようご確認のうえお越しください。 

◇期日・場所 

期日 場所 

令和４年９月７日（水） 令和５年１月４日（水） 

烏山公民館 

１０１会議室 

   １０月５日（水）     ２月１日（水） 

   １１月２日（水）     ３月１日（水） 

   １２月７日（水）  

◇時間 午前９時～正午（全日程） 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

 

女性弁護士による女性のための法律相談 
◇日時 ９月１５日（木）午後２時～４時３０分 

◇場所 烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

◇内容 相続、離婚、ＤＶ、交通事故、不動産等の問題 

※相談時間は１人あたり約２０分です。 

◇対象 市内在住の女性限定 

◇費用 無料 

◇申込 ９月１日（木）～７日（水）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。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、電話相談となる場合があります。 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

 

不動産無料相談会 
◇日時 ９月６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 

 

■休日当番医 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

休日当番医の変更 
 ９月４日(日)滝田内科医院が「烏山台病院」に変更になります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

９月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 木 

電子図書館サービス開始 

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 

２ 金   

３ 土 

おたのしみ会10：30～11：00 

おはなし会14：00～14：30 

第15回市水泳大会 

南那須図書館 

烏山図書館 

南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター 

４ 日 【休日当番医】烏山台病院 ☎0287-82-2739 

５ 月 妊婦サロン「母親学級」（要予約）受付 9：40～10：00 保健福祉センター 

６ 火 特定健診・がん検診（完全予約制） 保健福祉センター 

７ 水 
心配ごと相談 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

烏山公民館 

こども館 

８ 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 

９ 金 親子でヨガを楽しもう 10：30～11：30 こども館 

１０ 土   

１１ 日 【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） ☎0287-96-2841 

１２ 月   

１３ 火 こども食生活相談（要予約）9：00～正午 保健福祉センター 

１４ 水 
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 

南那須図書館 

１５ 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 

※ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。 
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