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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 
 新型コロナワクチン接種は３月で終了の予定です。早期の接種をご検討

ください。２・３月の接種日程は、２月１日発行の広報お知らせ版や市ホ

ームページをご確認ください。 

※オミクロン株対応ワクチンの接種は、接種回数にかかわらず１人１回の

みとなります。市の集団接種では９月２５日からオミクロン株対応ワク

チンを使用しています。９月２５日以降に集団接種で接種済みの場合は、

次回接種はありません。（例：４回目でオミクロン株対応ワクチンを接

種した場合は、５回目の接種はありません） 

※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（平日の午前９時～午後５時） 

    土・日曜日および祝日の接種当日の予約キャンセル受付 

    ☎０２８７－８３－１１１１（午前８時３０分～午後５時） 

 

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

 

令和５年度会計年度任用職員の募集 

（学校給食センター） 
◇任用期間 ４月１日～令和６年３月３１日 

◇募集内容 

職名 栄養士 

業務内容 
【学校給食センター】 

栄養管理業務、調理作業管理業務、学校給食関係事務 

給料（報酬） 時給１，１３７円 

応募要件 

（必要資格） 

栄養士免許証（取得見込みも含む）、普通自動車運転免

許、基本的なパソコン操作ができる人 

人数 １人 

試験日 ３月上旬予定 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日の午前８時～午

後４時３０分のうちの７時間勤務です。 

◇試験方法 面接・適性試験（詳細は募集期間終了後に通知します） 

◇応募方法 ３月３日（金）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（下記窓口備付または市

ホームページ掲載）に必要事項を明記し、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する。直接

持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後４時４５分

まで、郵送の場合は３月３日（金）午後４時３０分必着です。 

※通勤手当は、自動車等の使用距離が２㎞以上であれば支給されます。 

※期末手当は、任用期間が６か月以上、かつ、週３０時間以上勤務する場

合に支給されます。 

※上記、勤務条件の際は、社会保険の加入対象となります。 

※採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるとこ

ろにより上記内容が変更になる場合があります。 

※詳細は下記あて問い合わせるか、「募集案内」（下記窓口備付または市

ホームページ掲載）をご確認ください。 

■問合 学校給食センター ☎０２８７－８８－２１３５ 

    〒３２１－０５２２ 大金１２０－１ 

■道路管理 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

田野倉地区の車両通行止めを解除します 
 主要地方道宇都宮那須烏山線の田野倉地区における車両通行止めを解

除します。長期間にわたり迂回にご協力いただきありがとうございました。 

 引き続き交差点周辺の道路では、片側交互通行により工事を実施します

ので、ご理解ご協力をお願いします。 

◇供用開始および車両通行止め解除日時 

 ２月２８日（火）正午 

◇供用開始区間 

 （新）田野倉交差点～旧田野倉交差点 

◇車両通行止め解除区間 

 旧田野倉交差点～市役所南那須庁舎前交差点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合 県烏山土木事務所 ☎０２８７－８３－１３１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月１５日 Ｎｏ．４１８ 

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を自宅で受け取ろう！ 
 マイナンバーカードの申請時に必要な書類をすべて持参した場合に、完

成したカードを自宅に郵送する受取方法を開始しました。この方法で申請

すると、カードの受け取りに市役所へ来庁する必要がなくなります。ぜひ、

ご利用ください。なお、申請時および受け取り時の２回、市役所に来庁す

る従来の受取方法も引き続き利用できます。 

◇平日の受付場所、時間 

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 

◇休日の受付場所、日時 

期日 場所 時間 

２月１８日（土） 烏山庁舎市民課 
午前９時～正午 

２月２６日（日） 南那須庁舎市民課南那須分室 

◇申請に必要なもの  

 ・個人番号カード交付申請書（国から郵送されているもの） 

 ・通知カード（マイナンバーが記載された通知） 

 ・本人確認書類（以下の要件を満たすもの） 

◇本人確認書類 

 下記枠の中から２点を持参してください。組み合わせによって、マイナ

ンバーカードの受取方法が異なります。 

Ａ 

（写真付） 

・運転免許証 

・パスポート 

・運転経歴証明書（平成２４年４月１日以降交付） 

・住民基本台帳カード（写真付） 

・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・在留カード 

Ｂ 

・健康保険証 

・後期高齢者医療被保険者証 

・介護保険証 

・年金証書 

・年金手帳 

・こども医療費受給資格証 

・母子健康手帳（１５歳未満） 

・自立支援医療受給者証 

・特定医療費（指定難病）受給者証 

・生活保護決定通知書 

・社員証 

・学生証 

◇組み合わせ ・Ａ２点           ⇒郵送で受け取り 

（必要な書類） ・Ａ１点とＢ１点       ⇒郵送で受け取り 

       ・Ｂ２点で「通知カード」あり ⇒郵送で受け取り 

       ・Ｂ２点で「通知カード」なし ⇒市役所窓口で受け取り 

◇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、法定代理人が持

参する書類等がありますので、事前にご連絡ください。 

 ・カードの自宅への郵送方法は、本人限定受取郵便または簡易書留（転

送不可）となります。 

■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 

 

■税金・確定申告 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

２月の税金 
 ２月２８日（火）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８期・介護保険料第８期・後期高齢者医療

保険料第８期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

確定申告が始まります 
 ２月１６日（木）から３月１５日（水）まで令和４年中所得に係る確定

申告および住民税申告の受付をします。新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、パソコンやスマートフォンを利用した申告をお願いします。 

 期間中は受付時に検温を実施します。３７．５度以上の発熱、咳等風邪

の症状がある場合や、検温にご協力いただけない場合等、感染防止の観点

から適切でないと判断したときには受け付けできません。 

※税務署で申告が必要な場合等の詳細は、２月１日発行の広報お知らせ版

でご確認ください。 
■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
 

所得税確定申告・住民税申告の受付 
 令和４年分の所得税の確定申告および住民税の申告を受け付けます（税

務署で納税相談する人や青色申告等の人は除く）。待ち時間を均等にする

ため、地区別に割り当て日を設けましたが、都合がつかない場合は他の日

でも受け付けます。なお、「令和４年分収支内訳書」を事前に提出した人

も、必ず確定申告または住民税の申告をしてください。 

◇受付 午前の部：午前８時４５分～１１時 

    午後の部：午後１時～４時 

※番号札の配布は午前８時３０分からです。市役所始業前の受け付けはで

きません。 

※混雑状況により午前の部の受け付け（番号札の配布）を早めに締め切る

場合があります。 

◇場所 烏山庁舎２階第４・５会議室（待合室は第２会議室） 

※申告受付は烏山庁舎のみで実施します。南那須庁舎では行いませんので

ご注意ください。 

期日 午前の部 午後の部 

２

月 

１６日（木） 中央 旭 

１７日（金） 熊田 月次・大金台 

２０日（月） 向田・落合・滝 神長 

２１日（火） 八ケ代・福岡 鴻野山・小白井・西野・芦生沢 

２２日（水） 南大和久 田野倉・小倉・宇井 

２４日（金） 藤田 三箇（上・中） 

２７日（月） 志鳥上 志鳥（中・下） 

２８日（火） 上境 下境 

３

月 

１日（水） 中山・八ケ平・白久・平野 初音・城東・表・愛宕台 

２日（木） 高瀬・大里・小塙 大金・東原・小河原 

３日（金） 谷浅見 大桶 

６日（月） 興野（上・下一）・滝田 興野（中・下二） 

７日（火） 小木須・小原沢・横枕 大木須・大沢・宮原 

８日（水） 三箇下・上川井 下川井 

９日（木） 南 金井 

１０日（金） 野上（下・野上台・舟戸） 野上（上・第四） 

１３日（月） 森田宿・輪之内・こぶし台 曲田・曲畑 

１４日（火） 予備日 

１５日（水） 予備日 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

【事業者向け】空き工場・空き用地の登録募集 
市では、新たな企業の立地や既存企業の事業場の拡大といった企業誘致

のため、空き工場や空き用地等の事業用地情報を収集し、市ホームページ

等に掲載しています。空き工場や空き用地等を所有していて登録を希望す

る人は、下記あてお問い合わせください。 

◇土地の例 １，０００㎡以上で接道し、農用地でないもの等 

◇建物の例 ５００㎡以上でその敷地が接道するもの等 

◇登録方法 市ホームページに掲載されている登録申請 

      書に必要書類を添えてメール等で提出する。 

※土地や建物の登録には条件があります。詳細はＱＲコ 

 ードからご確認ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 
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■まちづくり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５年度なすから特派員を募集します 
 市民参加型のシティプロモーションを推進するため、ＳＮＳ（主にイン

スタグラム）を活用し本市の魅力を発信する「なすから特派員」を募集し

ます。奮ってご応募ください。 

◇任期 委嘱日から令和６年３月３１日（日）まで 

◇取組内容 ・ＳＮＳで自身のアカウントを活用した本市の魅力発信 

      ・シティプロモーション事業への参加・協力 

◇応募資格 ・「那須烏山市が好き」「那須烏山市をＰＲしたい」と思う高

校生以上の個人または団体であること。 

      ・ＳＮＳで自身のアカウントを活用し、積極的な情報発信（月

２～３回以上）ができること。 

      ・市ホームページ等へのプロフィール掲載に同意できること。 

      ・投稿した写真等について、市ホームページやＳＮＳ、広報

紙、その他市が作成する媒体への掲載に同意できること。 

      ・活動に係る注意事項および禁止事項を順守できること。 

      ・シティプロモーション事業に協力できること。 

◇募集期間 ２月１５日（水）～随時募集中 

◇応募方法 所定の応募用紙（下記窓口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。 

※詳細は市ホームページをご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

春季全国火災予防運動 
 ３月１日～７日は、春季全国火災予防運動期間です。期間中は午前７時

から３０秒間サイレンを鳴らしますので、火災と間違わないようご注意く

ださい。この時期は、特に火災が発生しやすい状況にあります。火の始末

には十分注意しましょう。 

◇全国統一防火標語 「お出かけは マスク戸締り 火の用心」 

◇４つの習慣 ・寝たばこは絶対にしない、させない。 

       ・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

       ・コンロを使うときは火のそばを離れない。 

       ・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

◇６つの対策 ・火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装

置の付いた機器を使用する。 

       ・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に

点検し、１０年を目安に交換する。 

       ・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣

類およびカーテンは、防炎品を使用する。 

       ・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使

い方を確認しておく。 

       ・高齢者や体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に

確保して備えておく。 

       ・防火防災訓練への参加や戸別訪問等で地域ぐるみの防火

対策を行う。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

シルバー人材センター「入会希望者相談会」 
 入会希望者相談会を次のとおり開催します。事前申し込みは不要ですの

で、気軽にお越しください。 

◇日時・場所 ・３月２日（木）午前１０時～午後１時  

       南那須公民館第１会議室（岩子６－１） 

       ・３月３日（金）午前１０時～午後1時 

       烏山公民館１０３会議室（中央２－１３－８） 

※当日都合がつかない場合は、随時相談を受け付けますので、下記あてご

連絡ください。 

■問合 （公社）那須烏山市シルバー人材センター 

    ☎０２８７－８８－７７３１ 

とちぎ難病相談支援センター 

電話・オンライン(ＺＯＯＭ)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。相談は無料です。 

【骨・関節系疾患】 

◇日時 ３月４日（土）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 自治医科大学附属病院整形外科医師 澤村英祥 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 ３月１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 

 

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

 

新型コロナウイルスワクチン接種（５～１１歳用） 
 小児用ワクチン接種は、３月で終了する予定です。詳細は市ホームペー

ジをご覧ください。接種を希望する人は、下記あて電話で予約ください。 

◇接種日時 ３月４日（土）午前９時 

      ３月２５日（土）午前９時 

◇接種会場 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇接種対象 市に住所があり、接種日に５～１１歳の子 

※市で初回（１・２回）接種を済ませるためには、１回目接種から３週間の

間隔を空けるため、３月４日（土）に１回目を接種する必要があります。 

※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 新型コロナこどもワクチン接種対策班（こども課） 

    ☎０２８７－８８－７１１６（平日の午前９時～午後５時） 

 

こども食生活相談 
 「離乳食の始め方を確認したい」等、ご相談ください。 

◇日時 ３月８日（水）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 ３月３日（金）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 

 

子育て支援センターきらきら 
【おひなさまをつくろう】 

◇期間 ２月１５日（水）～３月３日（金）（申込不要） 

◇内容 牛乳パックと折り紙を使った簡単おひなさまづくり 

※保育園の７段飾りのおひなさまも見られます。 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 

※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 

 

キッズランドあさひ 子育て支援事業 

「親子でひな祭り制作を楽しもう」 
◇日時 ２月２１日（火）午前１０時１５分～１１時３０分 

    受付：午前１０時～ 

◇場所 キッズランドあさひ 

◇内容 親子でひな人形づくりを楽しみましょう 

◇対象 未就学児とその保護者 先着１０名 

◇費用 無料 

◇申込 ２月１７日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

※感染症予防のため、マスクの着用をお願いします。 

※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 キッズランドあさひ ☎０２８７－８２－７３３３ 
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■学校教育 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

就学援助制度 
 就学援助は、義務教育期間中に必要な費用の一部を家庭の事情に応じて

援助する制度です。 

◇対象 市内・市外（市外の場合は区域外就学認定者に限る）の小学校お

よび中学校に在学している児童・生徒の保護者（市内在住者）で、

次のいずれかに該当する世帯 

    ・所得状況が生活保護に準ずる世帯 

    ・市民税が非課税の世帯（世帯全員） 

    ・児童扶養手当を受給している世帯（児童手当、特別児童扶養手

当、ひとり親家庭医療費助成とは異なります） 

    ・個人事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険税の

うちいずれかが減免されている世帯 

    ・社会福祉協議会から生活福祉資金の貸し付けを受けている世帯 

◇支給内容 学校給食費、学用品費、修学旅行費等 

◇申請方法 ２月２０日（月）～３月２３日（木）に申請書（各学校、下

記窓口備付および市ホームページ掲載）に必要事項を記入し、

申請書記載の必要書類を添付のうえ、在籍する学校または下

記あて提出する。 

※受給決定後に要件を満たさなくなった場合は、返還していただく場合が

あります。 

※受付期間以降も申請を受け付けますが、認定された月からの支給となり

ます。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

子ども見守り隊ボランティア募集 
 子ども見守り隊は子どもたちが安全に登下校できるよう、無理なく日常

生活の中で見守り・声かけをしていただく活動です。子どもたちが安心し

て登下校できる地域づくりのために、ご協力をお願いします。 

◇活動内容 児童・生徒の登下校時の見守り、声かけ 

◇活動時間 都合の良い曜日・時間 

※無理のない範囲での活動をお願いします。 

◇応募資格 市内在住者、在勤者 

◇その他 

 ・活動していただける人に反射ベストと帽子を貸与します。 

 ・ボランティア保険に加入します（本人負担はありません）。 

 ・子ども見守り隊は通年で随時募集しています。 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

■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「かっし～の地学教室⑥」 
 大地の歴史や生物の歴史、自然災害等地学の面白さを学んでみよう。 

◇日時 ３月１１日（土）午前１０時～正午 

◇集合場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

※観察地への移動は市有バスを使用します。 

◇内容 日本の自然災害と日本列島の成り立ちについて概説 

◇講師 県立博物館名誉学芸員 柏村勇二 氏 

◇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、３月４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 

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

 

スポーツ教室参加者募集 
◇スポーツ教室一覧 

教室名 

（募集人数） 

問合先 

対象 

場所 

費用 
開設日・時間 

少年野球 

（20名） 

担当：大山 

☎090-1883-3288 

小学生 

（男女） 

烏山運動公園 

2,000円 

5月6日～7月8日 

毎週土曜日 

午後6時～8時 

※天候により日程が変更に

なる場合があり。 

卓  球 

（20名） 

担当：塩野目 

☎090-4917-7440 

小学3年生 

～一般 

（男女） 

向田体育館 

1回 

100円 

5月15日～6月15日 

毎週月・木曜日 

午後7時～9時 

剣  道 

（20名） 

担当：相ヶ瀬 

☎090-1031-0614 

小・中学生 

（男女） 

市武道館 

無料 
5月9日～6月8日 

毎週火・木曜日 

午後7時～8時 

弓  道 

（南那須10名） 

担当：雫 

☎0287-88-2935 

（烏山10名） 

担当：平山 

☎0287-82-2548 

小学5年生 

～一般 

（男女） 

南那須弓道場・烏山弓道場 

無料 
6月2日～23日 

毎週月・水・金曜日 

午後8時～9時30分 

女子ソフトボール 

（20名） 

担当：藤本 

☎090-8852-7445 

小学3年生 

～一般 

（女） 

烏山運動公園 

1回 

100円 

4月8日～6月24日 

毎週土曜日 

午後6時30分～8時 30分 

※天候により日程が変更に

なる場合があり。 

※4月29日、5月6日は休み 

ミニバス 

（30名） 

担当：鈴木 

☎090-8652-8343 

小学生 

（男女） 

烏山小学校体育館 

1,000円 
5月9日～7月11日 

毎週火曜日 

午後6時30分～8時 30分 

柔  道 

（30名） 

担当：赤野 

☎090-1810-1458 

小学生 

～一般 

（男女） 

市武道館 

1,000円 
5月9日～6月9日 

毎週火・金曜日 

午後7時15分～8時 45分 

空 手 道 

（5名） 

担当：田中 

☎090-4014-8370 

小学生 

～一般 

（男女） 

烏山武道館 

無料 
4月1日～5月13日 

毎週水・土曜日 

午後6時30分～8時 

硬式テニス 

（20名） 

担当：相田 

☎070-4038-4456 

中学生 

～一般 

（男女） 

緑地運動公園 

2,000円 

4月7日～6月16日 

毎週金曜日 

午後7時～9時 

※5月5日は休み 

◇申込 電話で各教室の代表者あて申し込む。 

※水泳教室は、後日広報お知らせ版で募集します。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、各教室が延期または中止とな

る場合があります。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■文化 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

デジタル博物館 
 市では、博物館や資料館等を有していないため、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 

で公開しています。ＱＲコードから、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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烏山山あげ保存会芸能部会会員募集 
 烏山山あげ保存会芸能部会では、山あげの踊りや常磐津（三味線・浄瑠

璃）、鳴物（笛・太鼓等）を習ってみたい人を募集しています。稽古を積

んで、山あげの舞台に出演してみませんか？ 

 体験や見学だけでも歓迎です。申込は随時受け付けていますので、気軽

に下記あてご相談ください。 

◇年会費 ２，０００円 

◇対象 どなたでも 

◇活動内容 稽古、舞台公演等 

※原則、稽古は毎月第３土・日曜日の午後に行っています。 

※指導者の都合や祭典前等は日程が変更になる場合があります。 

■問合 烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 

    ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 ２月１８日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール（田野倉６５－１） 

◇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 ２月１８日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 烏山図書館児童コーナー（中央１－１８－３９） 

◇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 

 

図書館利用に関するアンケート実施中 
 市立図書館利用に関するアンケートを実施中です。今後の図書館運営の

参考のために、皆さんのご協力をお願いします。 

◇実施期間 ２月１９日（日）まで 

◇実施場所 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 

 

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

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ３月４日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 大桶運動公園 

◇散策コース  

「古代渡来人に思いを馳せて、那珂川流域を歩く」（約９ｋｍ） 

大桶運動公園 → 高瀬観光やな → 富士山古墳 → 那須八幡塚古墳 

→ 白久神社 → 長泉寺 → 大桶運動公園 

◇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 

スライドショーで知る被爆地ヒロシマ 

「子どもの頃戦争がありました」  
 戦争の記憶を後世に継承することを目的とした平和を願う活動です。 

◇日時 ２月１８日（土）午後１時～３時３０分（入・退室自由） 

◇場所 龍門ふるさと民芸館会議室（滝４１４） 

◇内容 広島平和記念資料館所蔵の資料をスライドショー形式で鑑賞 

    ・終戦の年に広島に投下された原子爆弾の実相 

    ・戦時下にあった子どものこころ 

◇案内人 しまだたかこ 

◇対象 どなたでも（費用無料） 

※駐車場は滝観光駐車場をご利用ください。 

※本事業は特定の思想・信条、宗教、団体、政党とは関係ありません。 

■問合 被ばく２世の会ひとり事務局（しまだたかこ） 

    ☎０２８７－８０－０２６０ 

 

思いっきり外遊び＆ゆったり時間 

ほのほのテラスｉｎせせらぎ公園 
◇日時 ３月５日（日）午前９時３０分〜正午 

※アトラクションで遊ぶ人の受け付けは随時行います。入退場自由です。 

※雨天または地面の状態が悪い時は中止となります。 

◇場所 清水川せせらぎ公園東側（Ｃゾーン） 

◇内容 ・話題のモルックやダンボール遊び、ストラックアウト、輪投 

     げ、グラウンド・ゴルフ等のアトラクションで思いっきり外遊

びしよう！ 

    ・珈琲工房「みつばちの里」や衣料・文具等のフリーマーケット

「がじゅまる」が出店予定です。 

◇対象 市内在住の未就学児・小学生の親子（保護者の同伴が必要です） 

◇費用 アトラクションで遊ぶ人は２００円（参加賞、団体保険料等） 

◇申込 不要 

◇協力 市社会福祉協議会、日野町いきいきクラブ、ＮＰＯ法人クロスア

クション 

◇協賛 那須烏山市 

※詳細は下記あてＥメールまたはＱＲコードから「なすから子結び団」公

式ＬＩＮＥアカウントを友だち登録してお問い合わせください。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、変更ま 

 たは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） 

    Ｅメール：komusubidan@sora-inc.com 

 

福祉のお仕事就職フェア（県域エリア） 
 福祉・介護分野に興味がある就職希望の人を対象に、合同相談会をオン

ラインで開催します。無資格、未経験、復職の人も歓迎しますので、ぜひ、

ご参加ください。 

◇日時 ３月４日（土）午前１０時～午後３時３０分 

◇場所 ＺＯＯＭでのオンライン開催 

◇内容 ・福祉の仕事の求人事業所との相談会。 

    ・福祉の仕事や資格の相談もできます。 

◇対象 福祉・介護分野に興味・関心があり、就職を希望する人 

◇費用 無料 

◇申込 ＱＲコード（申込フォーム）から申し込む。 

■問合 県社会福祉協議会 ☎０２８－６４３－５６２２ 
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■パブリックコメント 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市空家等対策計画（原案）の 

パブリックコメントを募集します 
 那須烏山市空家等対策計画の策定にあたり、広く皆さんの意見を反映さ

せるため、ご意見を募集します。 

◇募集期間 ２月１６日（木）～３月１７日（金） 

◇意見を提出できる人 ・市内に在住、通勤、通学している人 

           ・市内に事業所等を有する人 

           ・市税の納税義務者 

           ・当該計画（素案）に利害関係のある人 

◇閲覧場所 市役所烏山庁舎・南那須庁舎、保健福祉センター、南那須図

書館、烏山図書館、烏山公民館 

※市ホームページにも掲載しています。 

◇提出方法 意見応募用紙（閲覧場所備付）に必要事項を記入し、意見募

集箱に投かんするか、下記あて郵送、ＦＡＸ、Ｅメールまた

は直接持参してください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

    ＦＡＸ：０２８７－８３－１１４２ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

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

 

市生活排水処理構想（原案）の 

パブリックコメントを募集します 
 那須烏山市生活排水処理構想の見直しにあたり、広く皆さんの意見を反

映させるため、意見を募集します。 

◇募集期間 ２月１６日（木）～３月１７日（金） 

◇意見を提出できる人 ・市内に在住、通勤、通学している人 

           ・市内に事業所等を有する人 

           ・市税の納税義務者 

           ・当該計画（素案）に利害関係のある人 

◇閲覧場所 市役所烏山庁舎・南那須庁舎・水道庁舎、保健福祉センター、

南那須図書館、烏山図書館、烏山公民館 

※市ホームページにも掲載しています。 

◇提出方法 意見応募用紙（閲覧場所備付）に必要事項を記入し、意見募

集箱に投かんするか、下記あて郵送、ＦＡＸ、Ｅメールまた

は直接持参してください。 

■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

    ＦＡＸ：０２８７－８４－０４１２ 

    〒３２１－０６２２ 城東１８－３  

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

 

市地域福祉計画・市地域福祉活動計画（原案）の 

パブリックコメントを募集します 
 那須烏山市地域福祉計画・那須烏山市地域福祉活動計画の策定にあたり、

広く皆さんの意見を反映させるため、意見を募集します。 

◇募集期間 ２月１６日（木）～３月１７日（金） 

◇意見を提出できる人 ・市内に在住、通勤、通学している人 

・市内に事業所等を有する人 

・市税の納税義務者 

・当該計画（素案）に利害関係のある人 

◇閲覧場所 市役所烏山庁舎・南那須庁舎、保健福祉センター、南那須図

書館、烏山図書館、烏山公民館 

※市ホームページにも掲載しています。 

◇提出方法 意見応募用紙（閲覧場所備付）に必要事項を記入し、意見募

集箱に投かんするか、下記あて郵送、ＦＡＸ、Ｅメールまた

は直接持参してください。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

    ＦＡＸ：０２８７－８８－６０６９ 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

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

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

 

２月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 木 

確定申告（～3/15） 

移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長（～19：00） 

 

境公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

１７ 金 音を鳴らして遊ぼう10：30～11：30 こども館 

１８ 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 

１９ 日 【休日当番医】塩谷医院 ☎0287-88-2055 

２０ 月 

こころを元気にする週間（～26日） 

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 

２１ 火 
５歳児相談9：30～ 

４か月児・８か月児健診13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２２ 水 

こころを元気にする日 

２歳６か月児相談9：30～ 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

行政相談 

 

保健福祉センター 

こども館 

烏山庁舎 

２３ 木 
天皇誕生日 

【休日当番医】烏山台病院 

 

☎0287-82-2739 

２４ 金 ぽにょぽにょ広場10：30～11：30 こども館 

２５ 土 第１４回元気あっぷ市民の集い 9:00～12:00 保健福祉センター 

２６ 日 【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） ☎0287-96-2841 

２７ 月 ２月分水道料金等口座振替日  

２８ 火 

２月分水道料金等納入期限 

国民健康保険税第８期・介護保険料

第８期・後期高齢医療保険料第８期

納期限・口座振替日 

 

※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。 

 

 


