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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、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。１０月以降の予定を含め、詳細が決まり次第、お

知らせします。 

【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２４日（土） 午後２時～４時３０分 

【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。

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 

 市ホームページでご確認ください。 

◇使用するワクチン 

 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。 

■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） 

新型コロナウイルス感染症の影響による

国保税等の減免 
新型コロナウイルスの影響により収入の減少が見込まれる人は、国保税

等が減免される場合があります。 

◇対象 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 

※令和４年４月～令和５年３月に納期限を迎える令和４年度相当分 

◇減免要件 

 世帯で主として生計を維持している人（後期高齢者医療保険の場合は世

帯主）が下記の①～③のいずれかに該当すること。 

 ①令和４年分の事業（営業・農業・不動産）等、山林収入や給与収入の

いずれかが損害保険金等を加算したうえで、令和３年分と比較して３

割以上減収される見込みの場合 

※所得・収入の金額によっては、減免の対象とならない場合があります。

詳細は下記あてお問い合わせください。 

②新型コロナウイルス感染症の影響で、失業または廃業した場合 

※会社都合での退職の場合、他の軽減制度の該当になる場合があります。

申請時に窓口でご確認ください。 

③新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な疾病となった場合 

◇必要書類 

区分 必要書類 

事業等収入 

の場合 

・申請日までの令和４年分の収入（売上）が確認でき 

 る書類（売上台帳等） 

・令和３年中の収入が確認できる書類（台帳・申告書 

 の写し等） 

・新型コロナウイルス感染症関連の保険金の金額が分 

 かる書類 

・税務署等発行の廃業届（廃業した場合） 

給与収入 

の場合 

・申請日までの令和４年分の給与明細書 

・令和３年分源泉徴収票または給与明細書 

・退職証明書、失業保険受給者証等（退職した場合） 

◇申請期間 ９月１５日（木）～１１月３０日（水） 

◇申請方法 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、必要書類を添付の

うえ、税務課窓口または郵送で下記あて申請する。 

※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。 

※減免決定通知書が届くまでは、当初に発行した納税通知書で納付をお願

いします。 

※２つ以上の減免事由がある場合は率の高いものが適用となります。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

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 

９月１８日

（日） 
宮原八幡宮太々神楽 中止 

生涯学習課文化財グループ 

☎０２８７－８８－６２２３ 

※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 

令和４年９月１５日 Ｎｏ．４０８ 

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

 

令和５年度採用「那須烏山市職員」２次募集

採用職種の追加 
 ９月１日発行の広報お知らせ版に掲載した職員採用試験２次募集につ

いて、保健師（就職氷河期世代対象）を追加し次のとおり募集します。 

◇採用職種等 

採用職種 人数 受験資格 

保健師 

３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） 

［追加］ 

保健師 

（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、保健師の資格を取得している人

（取得見込みを含む） 

※就職氷河期世代を追加したことにより、採用人数も変更となりました。 

※職員採用試験２次募集の詳細は、市ホームページでご確認ください。 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

マイナンバーカード支援事務員募集 
◇募集内容 

職種 事務員 

任用期間 １０月１日（土）～令和５年３月３１日（金） 

人数 １名 

業務内容 
マイナンバーカード申請・交付事務、交付前設定、通知書

発送、マイナポイント支援等事務および市民課窓口業務 

勤務時間 

原則、月～金曜日の午前８時３０分～午後４時３０分 

※土・日曜日および祝日の勤務の場合があります。 

※詳細は下記あて問い合わせるか、募集案内（下記備付ま

たは市ホームページ掲載）でご確認ください。 

勤務地 南那須庁舎市民課南那須分室 

給料（報酬） 時給１，１１９円 

応募要件 

・ワードやエクセル等の基本的な操作ができる人 

・インターネットの基本的な操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

◇試験日 ９月下旬  

※試験日、時間等の詳細は別途通知します。 

◇試験方法 面接、適性試験 

◇応募方法 

 ９月２２日（木）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会

計年度任用職員応募シート（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、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ下記

あて提出してください。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分、郵送の

場合は９月２２日（木）必着です。 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

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

 

令和４年度那須烏山市市政功労伝達式 
 各分野で、多年にわたり市の発展や地域活性化のために尽力された個人

や団体を顕彰するために、那須烏山市市政功労伝達式を開催します。従来

の市表彰式では、会場にどなたでも入場できましたが、コロナ禍における

社会情勢の変化により、昨年度に引き続き、参列者を被表彰者と一部の来

賓に制限させていただき、規模を縮小して行います。 

◇日時 １０月２３日（日）午前１０時開式 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

■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】 
期日 時間 場所 

９月２２日（木） 
午前１０時～正午 

ベイシア（城東１８８０） 

９月２９日（木） たいらや（金井２－８１０－１２） 

【市役所での申請支援窓口】 

◇平日の申請支援窓口 

場所 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 

９月１７日（土） 
午前９時～正午 

烏山庁舎市民課 

９月２５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 

 

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

 

水道料金（基本料金）の減免 
 コロナ禍における原油・物価高騰の影響を受けた市民や事業者の経済的

負担の軽減を図るため、水道料金の基本料金を減免します。 

◇内容 水道料金の内「基本料金」を減免 

※水道料金の従量料金と下水道使用料は減免対象外です。 

※定期調定以外の精算分等は減免対象外です。 

◇対象者 全ての市営水道使用者 

◇減免対象 １０月検針分および１２月検針分 

◇減免額 

口径 基本料金（税込） 
減免額（税込） 

１０月検針分 １２月検針分 

１３ｍｍ １，９８０円 △１，９８０円 △１，９８０円 

２０ｍｍ ３，３４４円 △３，３４４円 △３，３４４円 

２５ｍｍ ５，７２０円 △５，７２０円 △５，７２０円 

３０ｍｍ ９，２４０円 △９，２４０円 △９，２４０円 

４０ｍｍ １１，８８０円 △１１，８８０円 △１１，８８０円 

５０ｍｍ ２０，２４０円 △２０，２４０円 △２０，２４０円 

７５ｍｍ ２７，７２０円 △２７，７２０円 △２７，７２０円 

※１０月・１２月検針時の「検針のお知らせ」には、基本料金が差し引か

れた金額が表示されます。 

※減免のための手続きは不要です。 

■問合 上下水道課業務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 
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■交通安全 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

秋の交通安全県民総ぐるみ運動 
県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの順守と交通

マナーの実践を習慣付けて交通事故防止の徹底を図ることを目的として

実施します。 

◇運動の期間 ９月２１日（水）～３０日（金）の１０日間 

◇運動の重点 

 ・子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保 

 ・夕暮れ時と夜間の歩行者事故防止および飲酒運転の根絶 

 ・自転車の交通ルール順守の徹底 

◇統一行動日 

 ９月２２日（木）「夜間走行中の原則ハイビーム」・「飲酒運転根絶」徹

底強化の日 

 ９月２６日（月）「子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動」推進強化の日 

 ９月２８日（水）「自転車マナーアップ」強化の日 

 ９月３０日（金）交通事故死ゼロを目指す日（全国統一） 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

指定管理者の募集 
 市では、９月２６日（月）から下記施設の指定管理者を募集します。指

定管理者の応募を予定している場合はできる限り説明会へ参加してくだ

さい。 

◇募集内容  

施設名 指定管理期間 

山あげ会館（金井２－５－２６） 
令和５年４月１日～ 

令和１０年３月３１日 
龍門ふるさと民芸館（滝４１４） 

大金駅前観光交流施設（大金１５５－４） 

◇申請期間 ９月２６日（月）～１０月２０日（木） 

【事業者向け説明会】 

◇期日 １０月６日（木） 

◇場所 烏山庁舎２階第２会議室 

◇申込 １０月５日（水）までに下記あて申し込む。 

※詳細は募集要項等をご覧ください。募集要項等は、９月２６日（月）以

降に下記備え付けまたは市公式ホームページから取得できます。 

■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

マイビジネス支援塾（全７回）参加者募集 
 創業する人、創業して間もない人向けに支援セミナーを開催します。 

◇期日 １０月１１日（火）・１８日（火）・２５日（火）、１１月１日（火）・ 

    ８日（火）・１５日（火）・２９日（火） 計７回 

◇時間 午後６時～９時 

◇場所 那須烏山商工会館（金井２－５－１１） 

◇対象 創業を目指す人、事業を承継しようと考えている人等 １０名 

◇費用 ５，０００円（税込） 

◇申込 ９月３０日（金）までに電話等または直接下記あて申し込む。 

■問合 那須烏山商工会本所 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

９月の税金 
９月３０日（金）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 国民健康保険税第３期・介護保険料第３期・後期高齢者医療

保険料第３期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

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

 

イノシシ捕獲（巻狩り）実施に伴う 

危険防止にご協力ください 
 市では、イノシシによる農作物への被害を防止するため、巻狩りによる

捕獲を実施します。捕獲方法（巻狩り）は、山中に潜んでいるイノシシを

猟犬に追わせ、銃器で仕留めるもので、市鳥獣被害対策実施隊が実施しま

す。安全面に十分配慮して事故防止に努めますが、実施期間中は山林や田

畑近くのやぶ等に立ち入る際は周囲に注意していただくなど、市民の皆さ

んにも危険防止のご協力をお願いします。 

◇実施期間 ９月２０日（火）～１１月１４日（月）の実施可能な日で、

日の出から日没までの時間帯 

◇実施予定区域 市内全域 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

令和５年度 

県農業大学校「いちご学科」学生募集 
いちご学科では、学内および生産現場における実習を重視したカリキュ

ラムにより、優れたいちご栽培技術を学び、安定的ないちご経営の早期実

現を目指します。さらに、財務、人材、労務などの経営マネジメントに関

する科目も多数設け、いちご経営に必要な基本的な知識、技術、技能を２

年間で集中的に学びます。 

また、１０月１６日（日）にオープンキャンパスを予定しています。希

望する人への個別相談も受け付けます。詳細は県農業大学校ホームページ

のＱＲコードからご確認ください。 

◇対象 いちご経営に意欲があり、卒業後、県内で就農する人 

◇出願期間 １０月１７日（月）～１１月２１日（月） 

◇試験実施日 １２月１１日（日） 

◇試験科目 小論文、筆記試験（一般教養）、面接 

◇合格発表 １２月２１日（水） 

■問合 県農業大学校 ☎０２８－６６７－０７１１ 

 

■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。 

※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） 

 

結核予防週間（９月２４日～３０日） 
 結核は昔の病気ではありません。医療や生活水準の向上により、薬を飲

めば治せる病気になりましたが、今でも多くの人が発症しています。結核

と診断された人の約６割が７０歳以上の高齢者です。 

 結核の症状は、咳や痰、微熱等で風邪とよく似ています。しかし、高齢

者の場合は目立った症状がでないことがあります。体のだるさ・食欲がな

い・体重の減少等気になる症状が続いた場合は、早めに医療機関を受診し

ましょう。また、本人の重症化を防ぐだけでなく、大切な家族や友人、職

場等への感染の拡大を防ぐためにも、職場や市の検診（肺がん検診）等を

利用して、年に１回は胸部レントゲン検査を受けましょう。 

■問合 （結核に関すること） 

    県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

 （検診に関すること） 

    健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
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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 

１０月２日（日） 

◎婦人検診等あり 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

午前８時１０分 

～１０時３０分 

１０月５日（水） 
保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

１０月７日（金） 

◎婦人検診等あり 

烏山体育館・烏山公民館 

（中央２－１３－１２） 

１０月１４日（金） 
烏山体育館・烏山公民館 

（中央２－１３－１２） 

１０月１９日（水） 

【女性の日】 

◎婦人検診等あり 

烏山体育館・烏山公民館 

（中央２－１３－１２） 

午後２時 

～３時３０分 

※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 
【皮膚・結合組織疾患】 

◇日時 １０月６日（木）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院皮膚科医師 佐藤篤子 氏 

◇主な疾患 全身性強皮症、混合性結合組織病、天疱瘡、神経線維腫症、

膿疱性乾癬（汎発型）、表皮水疱症 

◇申込 １０月３日（月）までに下記あて申し込む。 

【内分泌系疾患】 

◇日時 １０月２０日（木）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院内分泌代謝科医師 武井祥子 氏 

◇主な疾患 下垂体前葉機能低下症、下垂体性成長ホルモン分泌亢進症、

下垂体性ＡＤＨ分泌異常症、下垂体性ＰＲＬ分泌亢進症、下

垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症、クッシング病、先天性副

腎皮質酵素欠損症、副甲状腺機能低下症、下垂体性ＴＳＨ分

泌亢進症、甲状腺ホルモン不応症、先天性副腎低形成症 

◇申込 １０月１７日（月）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 

 

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

 

ひまわりきっず「消防署見学をしよう」 
 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 ９月２８日（水） 受付：午前９時４５分～（雨天決行） 

◇場所 那須烏山消防署（神長８８０－１） ※現地集合 

◇内容 救急車、レスキュー隊の訓練を見学しよう 

◇対象 市内在住の２歳以上の幼児と保護者 先着６組 

◇費用 １組：１００円（保険料等） 

◇持物 飲物 

◇申込 ９月２４日（土）までに電話等で下記あて申し込む。 

※こども館は、月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

あなたも「里親」になりませんか 
 様々な事情で自分の家族と暮らせない子ども達がいます。 

 県では「栃木フォスタリングセンター」を設置し、里親制度の普及啓発

や里親希望者からの個別相談を行っています。 

■問合 栃木フォスタリングセンター ☎０２８－６１２－６９７０ 

子育て支援アプリ「なすから♡ファミて」配信開始 
 妊婦さんや子育て中の家族に向けて、妊娠・出産・育児を応援する子育

て支援アプリの配信を開始しました。妊娠中の体重管理、お子さんの予防

接種管理、日々の成長記録等多くの機能があります。詳細は市ホームペー

ジの子育て支援サイトでご確認ください。ＱＲコードか 

らアプリをインストールできます。ぜひ、ご利用ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

    ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

令和５年度保育園入園児童募集 
◇保育園 

園名 開園時間・預かり年齢 

にこにこ保育園（公立） 

岩子１５２－１ 

☎０２８７－８８－５２５２ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時１５分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ５か月～ 

すくすく保育園（公立） 

野上７０３－１ 

☎０２８７－８２－２３５９ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時１５分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ５か月～ 

烏山保育園（私立） 

中央２－３－２５ 

☎０２８７－８２－３３７２ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時３０分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ２か月～ 

◇認定こども園（保育園部分） 

認定こども園 

烏山みどり幼稚園（私立） 

金井１－５－１６ 

☎０２８７－８２－３０８９ 

平日：午前７時３０分～午後７時 

土曜：午前７時３０分～午後４時３０分 

・預かり年齢 ６か月～ 

認定こども園 

烏山聖マリア幼稚園（私立） 

南１－９－１９ 

☎０２８７－８２－３３５７ 

平日：午前７時３０分～午後６時３０分 

土曜：午前７時３０分～午後４時３０分 

・預かり年齢 ８か月～ 

◇地域型保育 

みらいのＫａｚｅ保育園（私立） 

滝田１７７２－１ 

☎０２８７－８２－７３７６ 

平日：午前６時３０分～午後１０時３０分 

土曜：午前６時３０分～午後１０時３０分 

・預かり年齢 ２か月～２歳児 

ゆうゆうランド 

那須烏山園（私立） 

南大和久４７３－２４ 

☎０２８７－８３－８６００ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時１５分～午後７時１５分 

・預かり年齢 ５か月～２歳児 

キッズランドあさひ（私立） 

宮原４５２ 

☎０２８７－８２－７３３３ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時１５分～午後７時１５分 

・預かり年齢 ２か月～２歳児 

こうのやま保育園（私立） 

鴻野山２１２－１２ 

☎０２８７－８２－７８００ 

平日：午前７時３０分～午後７時 

土曜：午前７時３０分～午後７時 

・預かり年齢 ６か月～２歳児 

あいのわ保育園（私立） 

三箇１８５－１４ 

☎０２８７－８３－８０９２ 

平日：午前７時～午後７時 

土曜：午前７時～午後７時 

・預かり年齢 ６か月～２歳児 

◇入園基準 児童の保護者および同居の親族が家庭外・家庭内労働、出産、

疾病、病人等の看護・介護、災害等により保育の必要性が認

められる場合に限ります。 

◇保育料 児童の年齢と、保護者等の市民税の課税状況により決定します。

同一世帯から２人以上の児童が同時に保育園・幼稚園・認定こ

ども園等へ入園する場合、第３子以降の児童の場合は減免措置

があります。 

◇申込 １０月３日（月）～３１日（月）（土・日曜日および祝日を除く）

に、申込書を下記あて提出する。仕事の都合等で市外の保育施設

へ入園を希望する場合も同様です。なお、受け付けは、平日の午

前８時３０分～午後５時１５分（木曜日のみ午後７時）です。 

※申込書は下記および各保育施設に備え付けています。ただし、仕事の都

合等で市外の保育施設へ入園を希望する場合は、こども課のみで配布し

ます。 

※申込状況により希望する園に入園できない場合があります。 

※入所内定（不承諾）通知書は令和５年２月上旬に送付予定です。 

※不明な点や入所相談は、受付期間中に下記あてお問い合せください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 
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令和５年度市立つくし幼稚園園児募集 
◇募集 市内在住の幼児 

 ・３歳児（平成３１年４月２日～令和２年４月１日生）３５名 

 ・４歳児（平成３０年４月２日～平成３１年４月1日生）若干名 

 ・５歳児（平成２９年４月２日～平成３０年４月1日生）若干名 

◇時間 午前９時～午後２時（休園：土・日曜日および祝日） 

◇保育料 無料 

◇諸経費 運動着代、新学期用品代、保護者会費、給食費、おやつ代等 

◇園児送迎 保護者対応が原則です。 

※希望者は、可能な範囲で通園バス（有料）が利用できます。 

◇預かり保育 午後２時～５時（有料） 

※夏休み等長期休業期間も利用できます。 

※市から「保育の必要性の認定」を受けた場合は無料です。 

◇願書等受付 １０月３日（月）～１７日（月）に①入園願書、②調査書、

③支給認定申請書、④生活状況調査、⑤入園希望児の住民

票抄本を下記あて提出する。受付時間は、平日の午前１０

時～午後４時です。 

※①～④は下記備付または市ホームページからも取得できます。 

※⑤は市民課（烏山庁舎・南那須庁舎）で取得してください。（有料） 

※願書提出の際は、入園を希望する幼児の面接を行いますので、必ず一緒

にお越しください。 

※不明な点は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 つくし幼稚園 ☎０２８７－８８－２１３１ 

 

旧優生保護法による優生手術を受けた人へ 
平成３１年４月２４日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法」

が成立し、公布・施行されました。これに基づき、優生手術等を受けた人

に一時金を支給します。 

◇対象 次のいずれかに該当する人で、かつ、現在生存している人 

 ・昭和２３年９月１１日～平成８年９月２５日に、旧優生保護法に基づ

き優生手術を受けた人（母体保護のみを理由として手術を受けた人は

除きます） 

 ・上記の他、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受

けた人（母体保護や疾病の治療を目的とする等、優生思想に基づくも

のでないことが明らかな手術等を受けた人を除きます） 

※対象とならない場合もありますので、詳細は下記あてお問い合わせくだ

さい。 

◇一時金の金額 ３２０万円（一律） 

◇請求手続き 請求書（下記備付）に必要事項を記入し、添付書類（診断

書・領収書）を添付のうえ、下記あて持参または郵送で提

出する。 

※受付時間は平日の午前９時～午後５時です。 

※請求期限は、平成３１年４月２４日（法律の施行日）から５年以内です。 

※請求書や添付書類の様式は、厚生労働省または県のホームページからも

取得できます。 

■問合 県旧優生保護法関係相談窓口（県保健福祉部こども政策課内） 

☎０２８－６２３－３０６４ 

〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０  

 

■文化 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市文化祭「囲碁大会」参加者募集 
◇日時 １０月８日（土）午前９時開始 受付：午前８時４０分～ 

◇場所 烏山公民館 

◇費用 １人１，０００円（昼食、記念品代含む） 

◇申込 ９月３０日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

※棋力により３階級で行いますので、受付の際に出場する階級をご確認く

ださい。なお、当日に飛び入り参加する場合は、直接会場でお問い合わ

せください。 

■問合 那須烏山市文化祭運営委員会事務局（生涯学習課内） 

    烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

那須烏山市文化祭「芸能大会」参加者募集 
◇日時 １０月２２日（土）午前１０時～ 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇募集内容 

種目 参加基準等 

合唱 

合奏 

民謡 

舞踊 

吟剣詩舞 

郷土芸能 

歌謡曲 

その他 

・市内在住または市内に在勤・在学する人 

（ただし、個人出演は市民に限る） 

・個人または団体での出演 

・個人の出演回数は１回、組踊りの出演回数は３回まで 

 （最大４回） 

・伴奏者の出演回数は制限なし 

・１曲５分以内（合奏の場合はメドレー３曲まで） 

◇申込 １０月６日（木）までに参加申込書（下記備付）に必要事項を記

入し、郵送またはＦＡＸ等で下記あて申し込む。 

※参加申込書はプログラム編成会議時に持参しても構いません。 

【プログラム編成会議】 

参加する個人または団体の代表者は、プログラム編成会議に必ず出席し

てください。（代理出席も可能です） 

◇日時 １０月６日（木）午前１０時～ 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

■問合 那須烏山市文化祭運営委員会事務局（生涯学習課内） 

    烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

那須烏山市文化祭「作品展」出品者募集 
◇展示期間 １０月２２日（土）・２３日（日） 

◇展示場所 烏山体育館 

◇募集作品 

種目 作品規格等 

文芸 

詩・作文 枚数制限なし 

短歌・俳句・川柳 短冊を使用 

歴史・文学 申し込みの際に事務局と調整 

書道 
書 

①縦１３５ｃｍ×横３５ｃｍ以内で表装ま

たは仮巻仕上げ 

②縦５０ｃｍ×横１４０ｃｍ以内で額装仕

上げ 

③５０ｃｍ×９０ｃｍ以内で縦横自由 

刻字 １０号（５３ｃｍ×４５．５ｃｍ）以内 

美術 

押し花 ４０ｃｍ×４０ｃｍ以内 

切り絵・押し花・

墨絵・ちぎり絵・

絵画・その他 

１０号（５３ｃｍ×４５．５ｃｍ）以内で額

装またはパネル仕上げ 

工芸 
日光彫・陶芸・ 

木工芸・その他 

①奥９０ｃｍ×横１６０ｃｍ以内で、転倒の

恐れがある作品は、出品者が台座を用意 

②展示パネルを使用する場合は、１０号 

 （５３ｃｍ×４５．５ｃｍ）以内 

写真 カラー・白黒 
全紙（４５．７ｃｍ×５６ｃｍ）以内で額装

またはパネル仕上げ 

華道 生け花 個人出品は長机に展示できる大きさのもの 

※出品点数は、１人２作品までです。 

※額装やパネル等で出品する場合、ガラスは使用しないでください。 

◇申込 １０月１４日（金）までに参加申込書（下記備付）に必要事項を

記入し、郵送またはＦＡＸ等で下記あて申し込む。 

◇搬入日時 １０月２１日（金）午前１０時～ 

◇搬出日時 １０月２３日（日）午後３時３０分～ 

■問合 那須烏山市文化祭運営委員会事務局（生涯学習課内） 

    烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

デジタル博物館 
 市では、いつでもどこでも無料で文化資源に親しんでいただけるよう市

ホームページ（https://city.nasukarasuyama.lg.jp/page/ 

dir001846.html）で公開しています。ぜひ、ご覧ください。 

■問合 生涯学習課文化財グループ 

    ☎０２８７－８８－６２２３ 
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■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。 

◇１０月の内容 

日時 場所 内容・講師 

１０月２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②那珂川

はどこを流れていたか 

青島睦治 氏 

（県立博物館名誉学芸員） 

１０月２日（日） 

午後１時３０分～ 

３時 

歴史：長者ヶ平官衙遺跡の時代 

木下実 氏（日本考古学協会会員） 

１０月９日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

哲学：論理に親しむ、うその論理、 

   ほんものの論理 

滝口清榮 氏（哲学博士） 

１０月９日（日） 

午後１時３０分～ 

３時 

音楽：ジャズ 

石の蔵ビュースタジオ 

１０月２２日（土） 

午前９時～正午 

藤田公民館 

集合 

文化財巡り：大和久古墳群、久保前

古墳、出土品見学 

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） 

石下翔子 氏 

（市生涯学習課職員） 

１０月２３日（日） 

午後１時３０分～ 

３時 

烏山公民館 

民俗：伝統行事の保存継承と伝統芸

能の体験 

烏山山あげ保存会芸能部 

※１１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名程度です。 

◇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 

「つるし飾りを作ろう」（全３回）参加者募集 
 一つひとつ想いを込めたつるし飾りを、季節を彩るインテリアとして作

ってみませんか。 

◇期日 １１月１日（火）・１５日（火）・２９日（火） 

◇時間 午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 つるし飾りの美しさにふれ、簡単な飾りを３種類作る 

◇講師 手芸サークル ひなの会 

◇対象 市内在住または在勤の人 

◇定員 先着１０名 

◇費用 １，５００円程度（材料代実費） 

◇持物 裁縫道具、チャコペンシル、定規、マスク、筆記用具 

◇申込 ９月１７日（土）～１０月１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 

■国体 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「いちご一会とちぎ国体」 

一般観覧者の来場方法と感染症対策 
 いちご一会とちぎ国体アーチェリー競技会における一般観覧者の来場

方法および順守していただく感染症対策は下記のとおりです。感染症対策

に従わない場合、参加をお断りすることがありますのでご注意ください。 

◇一般観覧者観戦期間  

 １０月８日（土）～１０日（月・祝） 

 開場：午前８時 

 閉場：８日（土）午後５時、９日（日）・１０日（月・祝）午後４時 

◇来場方法（交通手段）  

 一般観覧者は次に記載の駐車場からシャトルバスに乗り換えて競技会

場まで移動します。※競技会場内には一般車両は乗り入れできません。 

 一般観覧者駐車場：市武道館・市役所南那須庁舎（大金２４０） 

          保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇シャトルバス  

 市武道館 → 保健福祉センター → 緑地運動公園（競技会場）の順

に約２０分間隔で運行します。 

 〇第1便（市武道館発）：各日午前７時３０分 

 〇最終便（緑地運動公園発）：８日（土）午後５時 

              ９日（日）午後３時５５分 

              １０日（月・祝）午後４時５５分 

◇感染症対策（参加者必須事項）  

 一般観覧者は、各自で参加日前１４日間の体調チェックを実施します。

参加日を０日として１４日前から毎日、起床時体温と健康状態を記録しま

す。次の２つのいずれかの方法で、当日会場入口の検疫所で健康状態をス

タッフに報告します。 

 ・体調管理チェックシートに記入：市ホームページに掲載している体調

管理チェックシートを印刷し、記入のうえお持ちください。会場にも

用紙を設置しますが、混雑緩和のため、ご持参ください。 

 ・メールフォームで回答：シャトルバス乗降所でスタッフが配付するＱ

Ｒコードをスマートフォンで読み取り、回答してください。回答後、

自動送信される確認メールを検疫所スタッフに提示してください。ま

た、確認メールを受信できるよう、次の＠以降のドメインを受信でき

るよう設定してください。（＠city.nasukarasuyama.lg.jp） 

◇その他感染症対策 

 ・マスクの着用 

 ・手指の消毒  

 ・３密回避とソーシャルディスタンスの確保 

※特に選手団との接触は避けてください。 

◇大会参加を認めない人 

 参加日１４日前以降に次の症状があった人は参加を控えてください。 

 ・新型コロナウイルスに感染 

 ・濃厚接触者になった 

 ・体調不良（味覚・嗅覚の異常や風邪の症状があった） 

 ・発熱があった（３７．５度以上） 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

第４５回市民ソフトボール選手権大会 
◇日時 １０月５日（水）～２１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 

※既に申し込みをしたチームで参加できない場合は、９月２１日（水）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 
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第１８回那須烏山マラソン大会参加者募集  

（市内在住または通勤、通学者限定） 
 第１８回大会は、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、規模を縮小して開催します。ランナーはもちろん、コロナ禍での

運動不足解消に、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 １２月４日（日） 競技開始：午前９時～ ※雨天決行 

※開会式は行いません。 

◇場所 大桶運動公園（大桶１９２６） 

※駐車場利用希望者には、後日指定し通知します。 

◇対象 市内在住または通勤、通学している人 

◇コース 大桶運動公園内周回コース 

◇種目 

種目 クラス 区分 スタート時間 制限時間 

１周コース 

（約１．７ 

   ｋｍ） 

１ 小学４・５・６年生男子 
午前９時～ ２０分 

２ 小学４・５・６年生女子 

３ 親子（幼児～小学２年生） 
午前９時 

３０分～ 
２５分 

４ 親子（小学３・４年生） 
午前１０時 

５分～ 

２周コース 

（約３．０ 

   ｋｍ） 

５ 中学生男子 

午前１０時 

４０分～ 
３０分 ６ 中学生女子 

７ 一般男女高校生以上 

８周コース 

（約１０．６ 

   ｋｍ） 

８ 一般男子高校生～５９歳 

午前１１時 

２５分～ 
１１０分 ９ 一般女子高校生～５９歳 

１０ 一般男女６０歳以上 

※年齢は大会当日を基準とします。 

※当日の受け付けは行いません。ナンバーカード、計測用チップ、体調管

理チェックシート等は事前に送付します。 

※入場の際に必ず「体調管理チェックシート」を提出してください。 

◇定員 先着４００名（定員になり次第締め切ります） 

◇費用 各クラス１，０００円 

◇表彰 各クラス１位～６位まで表彰 

※グロスタイムではなくネットタイム（スタートライン通過からゴール 

 ライン通過までの時間）で順位を決定しますので、見た目の順位とは 

 異なる場合があります。 

◇記録証 ＷＥＢ記録証とします。（各自パソコン等で印刷） 

◇参加賞 当日、参加者全員に記念品をプレゼントします。 

※ナンバーカードを提示してください。 

◇申込方法 

①インターネットによる申し込み（市内在住者のみ可） 

 ９月３０日（金）までにＲＵＮＮＥＴ（https://runnet.jp/）にアクセ

スし、必要事項を入力して申し込む。 

②郵便振替用紙による申し込み 

 ９月２２日（木）までに専用の郵便振替用紙（生涯学習課窓口、南那須

庁舎入口ホール、烏山庁舎入口ホールまたは烏山公民館入口ホール備

付）に必要事項を記入し、参加費を添えてゆうちょ銀行、郵便局窓口ま

たはＡＴＭで申し込む。 

※①②共に手数料がかかります。 

◇注意事項 

 ・１１月中旬にナンバーカード、計測用チップ、体調管理チェックシー

ト等を発送しますので、当日、忘れずにお持ちください。 

 ・市役所各庁舎では申し込みできません。 

 ・申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。また、大会当日の

申し込みはできません。 

◇その他 

 ・この事業は、なすから健康マイレージの対象です。 

 ・本大会新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに従い対策を行 

  いますのでご協力をお願いします。 

■問合 那須烏山マラソン大会事務局 

    生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

■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 ９月２１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 ９月１７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 ９月１７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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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しれません。 

◇日時 １０月２８日（金）午後６時３０分～８時 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇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 １０月２１日（金）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 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 １０月１日（土）午前９時集合 

◇集合場所 那珂川町馬頭広重美術館前駐車場 

◇散策コース 「歴史と、森の散歩道」（約５．５ｋｍ） 

       駐車場 → 馬頭郷土資料館 → 馬頭院 →すくすく 

       の森公園 → 林道 → 乾徳寺 → 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 

※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 
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「そのとき」について考える連続学習会（全３回） 
 意思ある最期を迎えるために、テーマ別に全３回で学習会を開催します。 

◇期日・内容等  

期日 内容 

１０月４日（火） 
①「将来に気がかりはありませんか」 

 現職後見人の視点で解説します。 

１１月１日（火） 

②「遺言は必要でしょうか」 

 法務局の自筆証書遺言の保管制度を中心に解説

します。 

１２月６日（火） 
③「お葬式やお墓のことどうしますか」 

 死後の事務等について解説します。 

◇時間 午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館１０１会議室 

◇対象 市内に在住している人 先着６名 

◇費用 参加費は無料ですが、資料印刷代として５０円程度いただきます。 

※資料は各回で準備します。 

◇申込 電話で下記あて申し込む。 

※不在の際は必ず氏名と連絡先をメッセージに残してください。 

※本学習会では個別の法律相談はお受けしません。 

※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 司法書士・公認心理師 嶋田貴子 ☎０２８７－８０－０２６０ 

 

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

 

９月の心配ごと相談（南那須地区） 
 ９月２１日（水）の「心配ごと相談」は、ＢＡ．５対策強化宣言の延長

に伴い、電話での相談となります。 

◇日時 ９月２１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 ☎０２８７－８８－７５５１ 

    （あすてらすなすからすやま直通） 

 

電話による養育費の無料相談会 
 県青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会の共催で、養育費に関

する電話相談会を開催します。なお、秘密は厳守されます。 

◇日時 ９月２５日（日）午前１０時～午後４時 

◇相談方法 電話相談（☎０１２０－５６７－３０１） 

※費用は無料で予約は不要です。 

■問合 県青年司法書士協議会（杉本） ☎０２８－６６６－５５９５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

９月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 金   

１７ 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 

１８ 日 【休日当番医】七合診療所 ☎0287-82-2781 

１９ 月 
敬老の日 

【休日当番医】林田医院 

 

☎0287-88-2056 

２０ 火   

２１ 水 

秋の交通安全県民総ぐるみ運動（～9/30） 

心配ごと相談（電話による相談） 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

産後サポート事業「おひさま」（要予約）受付 9：40～10：00 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

あかちゃんタイム10：00～正午 

 

 

烏山体育館・烏山公民館 

保健福祉センター 

こども館 

烏山図書館 

２２ 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 

２３ 金 
秋分の日 

【休日当番医】白寄医院（那珂川町） 

 

☎0287-92-2710 

２４ 土   

２５ 日 【休日当番医】水沼医院 ☎0287-84-0001 

２６ 月   

２７ 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 

２８ 水 

行政相談 

２歳６か月児相談9:30～ 

ひまわりきっず消防署見学受付 9：45～ 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

烏山庁舎 

保健福祉センター 

那須烏山消防署 

こども館 

２９ 木 

５歳児相談9:30～ 

移動出前サロン9：30～13：30 

４か月児・８か月児健診13:00～ 

窓口業務延長（～19:00） 

保健福祉センター 

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 

３０ 金 

２歳児相談9:30～ 

３歳児健診13:00～ 

国民健康保険税第３期・介護保険料

第３期・後期高齢者医療保険料第３

期納期限・口座振替日 

保健福祉センター 

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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