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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（下記の日程）で終了の予定です。早期

の接種をご検討ください。 

◇使用するワクチン ファイザー社製のオミクロン株対応ワクチン 

【１８歳以上の追加接種】 

◇接種会場・日時（予約状況により中止となる場合があります） 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１） 

接種日 実施時間 

３月１１日（土） ３月１５日（水） 
午後１時３０分～３時３０分 

３月２５日（土）  

●那須南病院（中央３－２－１３） 

接種日 実施時間 

３月１６日（木） ３月３０日（木） 午後２時～４時 

【１２歳～１７歳の追加接種】 

◇接種会場・日時（予約状況により中止となる場合があります） 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１） 

接種日 実施時間 

３月１１日（土） ３月２５日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

◇予約方法 

 インターネット予約またはコールセンターでの電話予約となります。 

 ・インターネット（https://g092151.vc.liny.jp/top） 

  インターネット受付時間：２４時間受付 

 ・コールセンター（☎０２８－６８０－６６３７） 

  コールセンター受付時間：午前９時～午後５時（平日のみ） 

※予約は接種日の３日前まで受け付けています。受け付け後のキャンセル

は下記あてご連絡ください。 

※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） 

※接種対象の人には接種券を発送済みです。まだ届いていない場合は、下

記あてご連絡ください。 

※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。 

■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） 

    土曜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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

栃木県議会議員選挙 
 次のとおり栃木県議会議員選挙が予定されています。 

【選挙日程】 

◇告示日 ３月３１日（金） 

◇選挙期日・投票時間 ４月９日（日）午前７時～午後６時 

◇投票所 市内１２か所の投票所 

【期日前投票】 

◇開設期間 ４月１日（土）～８日（土） 

◇投票時間 午前８時３０分～午後８時 

◇開設場所 ・市役所烏山庁舎１階市民室（中央１－１－１） 

      ・市役所南那須庁舎１階市民ホール（大金２４０） 

※選挙期日に近いほど混雑しますので、早めの期日前投票をお願いします。 

【臨時期日前投票所】※開設日時は変更となる場合があります。 

 ・４月４日（火）志鳥地区公民館：午前９時３０分～１１時 

         旧境保育園：午後１時～２時３０分 

 ・４月５日（水）木須の郷交流館：午前９時３０分～１１時 

         大木須集会所：午後１時～２時３０分 

 ・４月６日（木）烏山高等学校：午後４時～５時３０分 

◇注意事項 

 県内他市町に転出した人は、最寄りの市区町村で発行を受けた「引き続

き県の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要です。 

◇入場券の発送 

 入場券は、３月３１日（金）から順次配達されますが、お手元に届くま

で数日かかる場合があります。郵便事情等により入場券が届いていない場

合や紛失してしまった場合でも、市の選挙人名簿に登録があれば投票でき

ますので、投票所で申し出てください。 

【デマンド交通を活用した移動支援】 

 「デマンド交通乗車証明書」を提出し、期日前投票を行った人に、「デ

マンド交通回数券」を２枚交付します。 

◇利用方法 

 １．４月３日（月）～７日（金）の期間にデマンド交通を利用する。 

 ２．運転士から「デマンド交通乗車証明書」をもらう。 

 ３．常設の期日前投票所受付で「デマンド交通乗車証明書」を提出し、

「デマンド交通回数券」をもらう。（投票後にお渡しします） 

※「デマンド交通回数券」は1枚につき1回の利用となります。 

※「デマンド交通回数券」は、数に限りがあります。（先着１００名） 

■問合 選挙管理委員会（総務課内）☎０２８７－８３－１１１７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月１日 Ｎｏ．４１９ 
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不在者投票の手続き 
 選挙人の状況により、下記に該当する場合は不在者投票ができますが、

証明書の交付が必要になる等、手続きに時間がかかる場合があります。 

◇対象 

・投票日までには１８歳になるが、期日前投票を行おうとする日に１８歳

に達していない人 

・出張や旅行等で選挙期間中、市外に一時滞在中の人や市内から県内他市

町に転出して間もない人（本市の選挙人名簿に登録されている人）で、

期日前投票または投票日当日の投票所で投票することが困難な人 

※県内他市町に転出した人は、最寄りの市区町村で発行を受けた「引き続

き県の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要です。 

・指定病院等に入院等をしている人 

・身体に重度の障がいがある人で「郵便等」によって投票したい人 

◇「郵便等による不在者投票」ができる人の要件 

 次の障がい等に該当し、投票用紙等を請求する場合は、あらかじめ「郵

便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。 

手帳等の種類 障がい等の種別 
障がい等 

の程度 

身体障害者手帳 

両下肢・体幹・移動機能の障がい １級、２級 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・

直腸・小腸の障がい 
１級、３級 

免疫・肝臓の障がい １級～３級 

戦傷病者手帳 

両下肢・体幹の障がい 
特別項症 

〜第２項症 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・

直腸・小腸・肝臓の障がい 

特別項症 

～第３項症 

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護５ 

※上記に該当する人で、自ら投票の記載ができない人が一定の要件に該当

する場合は、代理による投票用紙記載が認められる場合があります。 

【特例郵便等投票】 

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、次の要

件に該当する人は特例郵便等投票が利用できます。 

 ・県議選の選挙権を有する人 

 ・感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人（自宅・宿泊

施設で療養している人、不在者投票ができる指定施設以外に入院して

いる人）、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて

宿泊施設内に滞在している人 

 ・投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間（投票をしよ

うとする選挙の告示日の翌日から当該選挙の当日までの期間）に重な

ると見込まれる人 

※「郵便等による不在者投票（特例郵便等投票を含む）」は、投票用紙等

の請求を４月５日（水）午後５時までに行ってください。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

１８歳～３０歳代の期日前投票立会人の募集 
 ４月９日（日）の栃木県議会議員選挙では、若い世代の皆さんに政治や

選挙に関心を持ってもらい、気軽に投票できる投票所づくりを目指すため、

１８歳～３０歳代の期日前投票立会人を募集します。 

◇仕事内容 投票事務が公正・適正に行われているかどうかの監視 

◇立会日時 期日前投票期間中【４月１日（土）～４日（火）】の 

      １日～数日 午前８時３０分～午後８時 

※半日従事（午前８時３０分～午後２時１５分または午後２時１５分～８

時）も可能です。 

◇立会場所 烏山庁舎、南那須庁舎 

◇応募資格 市の選挙人名簿に登録されている満１８歳～３９歳の人 

※経験は問いません。高校生も応募できます。 

◇報酬 １日につき９，６００円（半日の場合は４，８００円） 

※源泉所得税を控除後、指定口座に振り込みます。交通費は支給されません。 

◇応募方法 ３月１５日（水）までに、申込書（下記備付またはホームペ

ージ掲載）に必要事項を記入し、直接持参、郵送、ＦＡＸま

たはメールで下記あて申し込む。 

※メールでの応募の際は件名に「投票立会人応募申込」と明記してください。 

※希望者多数の場合は、希望に添えない場合があります。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

    ＦＡＸ：０２８７－８４－３７８８ 

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

■防災・安全 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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。 

※本体に電池を入れておけば、停電時にＬＥＤ照明が点き大変便利です。 

◇「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 

 

■国保・後期高齢 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５年度国民健康保険・後期高齢者医療制度 
「人間ドック・脳ドック」検診費補助受付 

 「人間ドック・脳ドック検診」の費用を一部補助します。なお、この補

助を受ける場合、市の集団検診費補助または後期高齢者の医療機関個別検

診費補助を受けることができませんのでご注意ください。 

◇対象 ・満３５歳以上の市国民健康保険被保険者で、国民健康保険税に

滞納のない世帯の人 

    ・市在住の後期高齢者医療制度被保険者で、後期高齢者医療保険

料に滞納のない人 

※申請前・補助決定前に受診した場合、検診日までに国保・後期高齢の資

格を失った場合、社会保険に加入中の場合は補助対象となりません。 

◇補助金額 ２０，０００円 

※基本項目以外のオプション検査等は、全額個人負担です。 

※補助は年度内に人間ドック・脳ドックのどちらか１回のみです。 

◇保険区分別定員 国民健康保険被保険者：５００名 

         後期高齢者医療制度被保険者：２１０名 

◇補助対象検診機関等 

検診機関 種類 定員 検診日 

那須南病院 人間ドック １６０名 病院指定日 

藤井脳神経外科病院 脳ドック ８０名 病院指定日 

済生会宇都宮病院 

人間ドック 

または 

脳ドック ８機関で 

４７０名 

補助決定後、 

受診者が予約 

 

※令和５年度

中に受診完

了すること。 

宇都宮セントラルクリニック 

宇都宮記念病院 

宇都宮東病院 

国際医療福祉大学病院 

国際医療福祉大学 

塩谷病院 

栃木県保健衛生事業団 人間ドック 

黒須病院 人間ドック 

【申込の集中受付を実施します】 

◇受付日 ３月２２日（水）、２３日（木） 

     受付時間：午前９時～正午、午後１時～３時 

※初日の午前中は混雑が予想されます。集中受付で定員に達することはあ

りませんので、分散来場にご協力をお願いします。 

◇受付場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

※集中受付日は、市民課（烏山庁舎・南那須庁舎）では受け付けしません

のでご注意ください。 

◇申請方法 申請用紙に必要事項を記入し、下記あて申請する。 

※申請は本人または同じ世帯の人が行ってください。 

◇申請に必要なもの 保険証（マイナンバーカードは不可） 

【集中受付日以降の窓口】 

 ３月２４日（金）以降は、市民課（烏山庁舎・南那須庁舎）で随時受け

付けします。申請方法、申請に必要なものは集中受付と同様です。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 
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柔道整復師による施術（接骨院・整骨院等）
を受けるときはご注意ください 

 接骨院・整骨院は柔道整復師が施術する施設です。 

 柔道整復師は医師ではないので医療機関とは異なり、柔道整復師による

施術は国民健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。施

術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けることが大切です。 

◇国民健康保険が使える場合 

 接骨院や整骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫の施術を受けた場合に保

険対象となります。なお、骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、

あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 

◇施術を受けるときの注意 

 ・単なる肩こり、筋肉疲労等に対する施術は保険の対象になりません。

このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。 

 ・施術が長期にわたる場合は、病気等の内科的要因も考えられますので、

医師の診断を受けましょう。 

 ・療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に国民健康保険への請求を

委任するものです。内容をよく確認し、原則自分で署名してください。 

 ・保険医療機関（病院・診療所等）で同じ負傷等の治療中は、施術を受

けても保険の対象になりません。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

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

 

熊田診療所でマイナンバーカードが 

健康保険証として利用できます 
 熊田診療所では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるよ

うになりました。なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診するこ

とができ、健康保険証が使えなくなることはありません。 

◇利用に必要なもの 

 ・マイナンバーカード 

 ・利用者証明用電子証明書の暗証番号 

 （マイナンバーカード受け取り時に設定した４桁の暗証番号） 

◇利用手続き方法 

 ・受診時に受付に設置してある顔認証付きカードリーダーにマイナン 

  バーカードを置く。 

 ・顔認証または暗証番号の入力において、本人確認を行う。 

 ・医師等が薬剤情報・特定健診情報等を閲覧することについて、同意の

有無を選択する。 

◇マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局 

 「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。詳細は、

厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.ht

ml）をご覧ください。 

■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

    市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

とちぎでの就職活動を応援します！ 

栃木県公式「とちまる就活アプリ」 
 県では、県内企業への就職活動を行う人を支援するため、スマートフォ

ン向け無料アプリケーション「とちまる就活アプリ」を運営しています。 

 このアプリには、企業情報や求人情報、インターンシップ情報、県内各

地で実施される就活イベントやセミナー情報等、県内での就職活動を有意

義に進めるための情報が多数掲載されています。また、 

カレンダー機能も備え、就職活動を支援するツールとし 

てご利用できます。 

 県の就職支援サイト「ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」 

（https://www.tochimaru-job.jp/entry/）からダウンロードできます。 

■問合 県労働政策課 ☎０２８－６２３－３２２４ 

【事業者向け】那須烏山商工会加入案内 
 商工会は、商工業者が地域において持続的な発展が果たせるよう、事業

者に寄り添い、経営改善につながる幅広い事業を行っています。また、地

域と経営者の情報交換や異業種交流の場としても役立っています。 

 具体的な加入のメリット等は、商工会のホームページ 

で確認できます。ぜひ、加入を検討してみませんか。 

 気軽に下記あてご相談ください。 

■問合 那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

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

 

市農業者経営継続支援交付金 
 市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による各種農産物の価格

低迷や原油・資材価格高騰対策として、令和５年の次期作に向けた農業経

営継続支援交付金を交付しています。 

 申請期限を２月１５日（水）から３月１５日（水）に延長しました。 

 交付金の詳細は２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。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

水源地域内における森林の土地売買等の

事前届出が必要になります 
 栃木県水源地域保全条例に基づき、令和５年５月１日（月）以降に対象

地域内の土地の売買・賃貸等契約を締結するときは、締結の３０日前まで

に県への事前届出が必要になります。対象地域や届出方法等、詳細は県ホ

ームページ「水源地域の森林の保全について」でご確認ください。 

■問合 県森林整備課 ☎０２８－６２３－３２８８ 

 

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

 

なすから特派員写真展 
 市民参加型のシティプロモーションの一環として、市から委嘱を受けた

「なすから特派員」が、市の暮らしぶりや地域の魅力をインスタグラムで

発信しています。特派員が撮影した写真を下記施設に展示していますので、

ぜひ、ご覧ください。 

◇期間 ３月１日（水）～２９日（水） 

◇場所 山あげ会館、龍門ふるさと民芸館、市役所南那須庁舎ロビー 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■市営住宅 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
◇募集住宅 

 神長住宅２０４号室・３０１号室 ２戸（神長７５２－１） 

 間取り：和室２室、台所、浴室（浴槽なし）、押入れ、水洗トイレ 

 家賃：月額５，２００円～７，８００円 

※最短の場合、４月上旬に入居が可能です。 

◇入居資格 

 ・市内在住または在勤で同居する親族がいる人 

 （６０歳以上または身体障がい者は単身入居できる場合あり） 

 ・収入が基準額以下で現に住宅に困窮している人 

 ・入居者および同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号」に規定する「暴力団員」でない人 

 ・原則、市内在住者の連帯保証人がいること 

◇敷金 決定家賃の３か月分 

◇申込 ３月１日（水）～１５日（水）に下記あて申し込む。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 
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広告掲載募集中！ 
広報お知らせ版 

広報なすからすやま 

市ホームページ   の有料広告を募集しています。 

掲載基準等詳細は、市ホームページで確認するか、下記あて 

お問い合わせください。 

■総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ごみ分別アプリが変わります 
 現在、市民の皆さんにご利用いただいている市ごみ分別アプリは、新規

アプリへの移行に伴い、３月３１日（金）をもちまして配信を終了します。 

 ４月以降は、新規アプリの「さんあ～る」をご利用いただけます。 

◇現行アプリ 

 ３月３１日（金）をもってアプリストアでの公開（新規ダウンロードや

アップデート）を終了します。公開終了後はカレンダーやデータ等の更新

もありませんので、ご注意ください。 

◇新規アプリ 

 ＱＲコードを読み取るか、 

「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ」または 

「Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ」から 

「さんあ～る」と検索することで 

ダウンロードができます。 

※アプリを最初に起動すると、居住する自治体を選択する画面が出てきます

が、本市のデータ配信は４月１日（土）以降となります。ご注意ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■国民年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民年金の種別変更手続きを忘れずに 
 国民年金の加入種別は、次の３種類に分かれています。届け出は加入時

だけでなく、種別が変わったときにも必要です。手続きは、年金手帳を添

えて、その都度忘れずに行いましょう。 

◇国民年金の種別 

第１号被保険者 

２０歳以上６０歳未満の人で、第２号被保険者およ

び第３号被保険者以外の人 

（例：自営業、農林漁業、学生、無職の人等） 

第２号被保険者 
厚生年金や共済組合に加入している人 

（例：会社員、公務員の人等） 

第３号被保険者 
第２号被保険者に扶養されている配偶者で２０歳

以上６０歳未満の人 

◇種別変更の場合の手続き 

第１号被保険者

に変更 

・会社を退職したとき。 

・配偶者の扶養ではなくなったとき。 

※原則、第２号被保険者が６５歳以上になると扶養

されている配偶者は、第３号被保険者から第１号

被保険者になります。 

※本人が退職日や資格喪失日の分かる書類を持参

し、下記で手続きしてください。 

第２号被保険者

に変更 

第１号被保険者または第３号被保険者が厚生年金

等に加入したとき。 

※勤務先（会社・官公庁）で手続きしてください。 

第３号被保険者

に変更 

婚姻や退職等で配偶者の扶養になったとき。 

※第２号被保険者の勤務先で手続きしてください。 

■問合 市民課南那須分室（南那須庁舎） ☎０２８７－８８－０８７０ 

    市民課市民窓口グループ（烏山庁舎） ☎０２８７－８３－１１１６ 

    日本年金機構宇都宮東年金事務所 

    ☎０２８－６８３－３２１１(代) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ストマ用装具（畜便袋・畜尿袋）を給付 

します（前期分４～９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 ３月１５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（保健福祉センター内） 

    ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

令和５年度福祉タクシー事業（高齢者分）

更新申請 
 現在、タクシー券を利用している高齢者で、令和５年度もタクシー券が

必要な人は、更新申請が必要になります。再度、申請してください。 

 なお、新規申請は、随時、受け付けています。 

◇対象 ７５歳以上の高齢者世帯で①～⑤のすべての要件を満たす人 

    ①市県民税非課税世帯 

    ②同一敷地内に移動手段の支援ができる家族がいない 

    ③世帯で自家用自動車を所有していない 

    ④他の外出支援サービスを利用していない 

    ⑤市税等に滞納がない 

◇受付期間 ３月１日（水）～４月２１日（金） 

※土・日曜日および祝日を除く。 

◇券交付枚数 １年度分 ７２枚（月６枚×１２月分） 

◇助成内容 券１枚につき５００円助成 

◇申込 申請書（下記窓口備付）を下記あて提出する。 

※障がい者ですでに交付決定を受けている人は、更新申請は不要です。 

※不明な点は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

手話奉仕員養成講座 
 初めて手話を学びたい人、ボランティア活動のために手話を学習したい

人、市で行う活動に積極的に参加する意思のある人等を対象に、手話奉仕

員を養成する講座を開催します。※那珂川町と共同開催です。 

◇日時 ５月１１日～令和６年３月２８日の毎週木曜日（全４０回） 

※時間はすべて午後７時～９時です。 

※日程・内容等は、講座開始時にお知らせします。 

◇場所 保健福祉センターボランティア室（田野倉８５－１） 

◇対象 原則、次の①～③のすべての要件を満たす人 

    ①手話の学習経験のない人、②市内在住の人、 

    ③全日程（４０回）出席できる見込みの人 

◇定員 １０名程度（人数が５名に満たない場合は開催しません） 

◇費用 無料 

※テキスト代３，３００円（税込）は自己負担で後日徴収します。 

◇申込 ３月３１日（金）までに下記あて申し込む。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

観賞用植物の誤食に要注意 
 例年、観賞用として栽培されている植物の誤食による食中毒事例があり、

死者も発生しています。観賞用植物には食べると有毒なものもあります。

野菜等の食用植物と一緒に栽培せず、食用として植えた覚えのない植物は

食べないでください。食用であることがはっきりと分からないものは、絶

対に「採らない」「食べない」「売らない」「人にあげない」ようにしまし

ょう。特に、子どもや認知機能が低下している人が、誤って食べてしまわ

ないように注意しましょう。詳細は厚生労働省ホームページ（https://w

ww.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuu

doku/index.html）でご確認ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

〈Android版〉  〈iPhone版〉 
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シルバー人材センターの作業料金を改定 
 本センターで各種作業を請け負う作業料金を、栃木県の最低賃金改定や

インボイス制度の導入に伴い、次のように改定します。 

 作業料金は、会員に支払う「配分金（受注額）」と諸経費に充てる「事

務費」の合計となっています。 

◇配分金の改定 最低賃金の改定に応じて引き上げます。 

 県の最低賃金が時間額で３１円引き上げられたことに伴い、作業内容ご

とに応分の改正を行います。例えば、草刈等は、時間換算で９２０円か

ら９５０円に改定します。（機械使用料・処分料等は別途） 

※職種別の詳しい単価は、下記あてお問い合わせください。 

◇事務費の改定 配分金の１０％ → １５％に引き上げます。 

 令和５年からインボイス制度が導入されると、免税事業者である会員が

適格請求書（インボイス）を発行できないため、本センターで仕入額控

除を適用されなくなります。配分金に含まれる課税額を事務費で支払う

ために改定します。 

◇改定時期 令和５年４月１日（土） 

■問合 （公社）市シルバー人材センター ☎０２８７－８８－７７３１ 

 

■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 ３月２３日（木）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年７月、１１月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 ３月２０日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和４年２月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 

◇日時 ３月２０日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年８月生まれの幼児 

【２歳児相談】 

◇日時 ３月２４日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年１月、２月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 

◇日時 ３月２２日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年８月生まれの幼児 

【３歳児健診】 

◇日時 ３月２４日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年２月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 ３月２３日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年３月生まれの幼児 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

産後サポート事業「おひさま」 
◇日時 ３月１５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１１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 ３月８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。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

妊婦サロン「母親学級」 
◇日時 ３月１３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 ３月１０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。 

■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 
 期間中、センター利用時に制作できます。（申込不要） 

◇期間 ３月１日（水）～３１日（金） 

◇内容 ３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。 

    ３月生まれの旨を申し出ください。 

【子育て相談】 

◇日時 ３月８日（水）午前９時～午後４時 

【子育て講座】 

◇日時 ３月２７日（月）午前１０時～１１時 

◇場所 にこにこ保育園にこにこホール 

◇内容 親子で一緒に楽しめるヨガで体を整えましょう。 

◇講師 国際ヨガ協会トレーナー 飯塚弘美 氏 

◇対象 市内在住の０歳児～未就園児とその保護者等 １０組 

※託児ができます。 

◇持物 バスタオル・飲物（動きやすい服装で参加ください） 

◇申込 ３月２０日（月）までに電話で下記あて申し込む。 

※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 手遊び：キャベツの中から 

    親子体操：バスにのって 

    遊び：週替わりで実施 

    １日：絵本の読み聞かせ、８日：いちご狩りごっこをしよう、 

    １５日：お砂場と遊具で遊ぼう、２２日：でんでん太鼓を作ろう、 

    ２９日：春を探しに行こう 

※１５日および２９日の雨天時は室内遊び。 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組程度（申込不要） 

※参加人数が多い場合は、時間を区切って事業を実施します。 

【ぽにょぽにょ広場】 

◇日時 ３月２４日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 ゆっくり、のんびり過ごしましょう 

◇対象 市内在住の乳幼児（２か月～１歳６か月くらい）と保護者 

    ５組程度（申込不要） 

【親子でヨガを楽しもう】 

◇日時 ３月１０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体のコリをほぐしましょう 

◇講師 ヨガ療法士・トレーナー 満田美佐子 氏 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 ３月８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５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 
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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 境公民館（上境２９０－１） 

◇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は５組程

度を目安とし、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 

 

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

 

大昔の炭化米を探そう！参加者募集 
 参加者には、竹林整備等で出た材料を使用したクラフトキットを１つプ

レゼントします。 

◇日時 ３月１８日（土）午前１０時～６０分程度 

    受付：午前９時３０分～ 

◇場所 長者ヶ平官衙遺跡附東山道跡暫定多目的広場集合 

◇内容 民話「長者ヶ平」を聞き、大昔に焼けて炭になったお米を探すイ

ベントです。 

◇解説 市教育委員会職員 

◇対象 どなたでも（３歳から参加可能。小学生以下は保護者同伴） 

◇定員 先着１０名程度 

◇費用 無料 

◇持物等 未舗装道のため、汚れても良い歩きやすい服装、飲物 

◇申込 ３月１６日（木）午後５時までに電話等で下記あて申し込む。 

※少雨決行ですが、荒天等により中止する場合は、３月１７日（金）午後

５時までに電話連絡します。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

ジオパーク構想教室「化石発掘隊⑥」 

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 ３月１８日（土）午前８時３０分～午後２時３０分 

◇場所 集合場所：市役所南那須庁舎（大金２４０） 

    観察会場：那須塩原市上塩原、中塩原 

※観察会場まではバスで移動します。 

◇内容 約３０万年前の湖でできた地層の観察と植物化石の取り出し体

験。湖の中心部の地層（要害公園の崖）と化石を豊富に含む地層

（木の葉化石園）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 先着３０名程度 

◇費用 木の葉化石園入場料大人４５０円、小・中学生２７０円 

    （昼食代は別途参加者負担） 

◇持物等 歩きやすい服装、昼食 

◇申込 ３月１日（水）～１５日（水）の午前８時３０分～午後５時に電

話等で下記あて申し込む。 

※雨天の場合でも開催します。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 

 

放送大学入学生募集 
 放送大学はテレビ・インターネットで授業を行う通信制の大学です。働

きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたい等、さまざまな目的で幅広

い世代の人が学んでいます。 

 現在、令和５年４月入学生を募集しています。詳しい資料を送付します

ので、下記あてお問い合わせください。放送大学ホームページ（https:/

/www.ouj.ac.jp）からも資料請求・出願できます。（「放送大学」で検索） 

◇出願期間 ３月１日（水）～１４日（火） 

■問合 放送大学栃木学習センター ☎０２８－６３２－０５７２ 

■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「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。 

◇３月の内容 

日時 場所 内容・講師 

３月５日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

烏山 

公民館 

自然地理：烏山地域の地形地質と産業 

柏村勇二 氏（県立博物館名誉学芸員） 

３月５日（日） 

午後１時３０分

～３時 

歴史：那珂川の水運 

飯塚真史 氏（県立博物館主任研究員） 

３月１２日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

歴史：これまでの調査で分かった烏山城 

鈴木芳英 氏（市生涯学習課学芸員） 

３月２５日（土） 

午前９時～正午 

烏山庁舎職員

駐車場集合 

文化財巡り：烏山城 

柏村勇二 氏（県立博物館名誉学芸員） 

鈴木芳英 氏（市生涯学習課学芸員） 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 

    各コース３０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、汚れても良い服装、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 

「ジオサイトを巡るトレッキング講座④」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。 

◇日時 ３月１９日（日）午前９時３０分～１１時４０分（小雨決行） 

◇場所 南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール）駐車場集合（岩子１７０） 

◇内容 大和久地区から荒川堤防沿いに栄出の滝を見て巡るコース 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名程度 

※１時間以上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 

◇申込 初めて参加する人は、３月１８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 

 

公民館講座ボランティア募集 
 気に入った講座に参加し、準備や片付けのボランティアとして協力した

り、アイデアを生かして新しい講座をつくったりしてみませんか。 

◇説明会日時 ４月１５日（土）午前１０時～１１時３０分 

※講座の日程等は説明会の際にお知らせします。 

◇場所 烏山公民館１０４会議室（中央２－１３－８） 

◇内容 ボランティアの説明を聞いた後、令和５年度の公民館講座から、

自分が参加したい講座を選びます。 

※申し込み期間前に予約できる講座もあります。 

◇対象 ・講座の準備や片付けに協力できる人 ５名程度 

    ・講座の準備や片付けの協力および令和６年度公民館講座の企画

立案に協力できる人 ５名程度 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 ３月１日（水）～１８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 
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■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 ３月４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工作会、工作前に絵本の読み聞かせ 

◇定員 当日、先着１２名 

【烏山図書館 おはなし会】 

◇日時 ３月４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 

◇定員 当日、先着５名程度 

【南那須図書館 おはなしフェスティバル 要予約】 

◇日時 ３月１８日（土）午前１０時３０分～正午 

◇場所 南那須図書館多目的ホール（田野倉６５－１） 

◇内容 「たくさんのお話を色々な形でプレゼントします」 

    絵本等の読み聞かせ、かんたん工作等 

◇出演 アトリエびっき ほか 

◇申込 カウンターに直接または電話で申し込む。定員３０名 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    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。 

【南那須図書館】 

◇日時 ３月８日（水）午前１０時～正午 

【烏山図書館】 

◇日時 ３月１５日（水）午前１０時～正午 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

タイル絵展 
 タイルを加工して貼り合わせて作る芸術作品。永世独特な輝きを放ち、

日本昔話に親しむ絵があります。 

◇期間 ３月８日（水）～２８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（田野倉６５－１） 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

大人向け教養講座 
◇日時 ３月１６日（木）午前１０時３０分～正午 

◇場所 南那須図書館多目的ホール（田野倉６５－１） 

◇内容 「楽しい俳句のはなし ～自分の俳句を作ってみよう～」 

◇講師 山あげ俳句全国大会実行委員会 鈴木美江子 氏 

◇定員 ２０名 

◇申込 カウンターに直接または電話で申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

南那須図書館展示ホール利用者募集 
 令和５年度の南那須図書館展示ホールの利用申し込みを受け付けます。

展示ホールは、各種作品や調査研究の発表の場として利用できます。 

◇利用期間 ４月１日（土）～令和６年３月３１日（日） 

◇利用単位 １週間（最長１か月） 

※申込多数の場合は調整します。 

※作品の搬入・運搬・作品管理は、利用者の責任となります。 

◇申込 カウンターに直接または電話で申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

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

 

公金を便利で安心な口座振替で納付しませんか 
 口座振替制度とは、市税等の各公金をご指定の口座から引き落として納

付できる便利な制度です。納付のために金融機関等に出向く必要がありま

せん。詳細はＱＲコードから市ホームページ 

「各種公金の納付方法一覧」を確認してください。 

■問合 会計課会計グループ ☎０２８７－８３－１１１９ 

 

消費税インボイス制度説明会 
 事業者向けに消費税のインボイス制度説明会を開催します。 

◇日時 ３月２４日（金） 課税事業者向け：午前１０時～１１時３０分 

             免税事業者向け：午後１時３０分～３時 

◇場所 氏家商工会２階会議室（さくら市氏家４５０４－１） 

◇定員 各回１５名（事前登録制） 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 課税事業者向け：氏家税務署法人課税部門 

            ☎０２８－６８２－６６８４ 

    免税事業者向け：氏家税務署個人課税第一部門 

            ☎０２８－６８２－３３１３ 

 

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 ３月１２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 「困ったときどうする？～那須烏山市のサービスの話～」 

    講師：地域包括支援センターみなみなす 

◇費用 無料（おいしいお茶をご用意しています） 

■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 

 

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

 子ども達を自分の家に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解でその成長を

サポートする人が「里親」です。 

 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。子ども達の健全な成長のた

め、そして明るい未来のために、あなたにもできることがあるかも知れま

せん。 

■問合 栃木フォスタリングセンター ☎０２８－６１２－６９７０ 

 

国税専門官（国家公務員）採用試験 
◇受付期間 ３月１日（水）午前９時～２０日（月）受信有効 

◇申込方法 下記アドレスへアクセスして、説明に従って入力する。 

https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

◇試験区分 国税専門Ａ（法文系）、国税専門Ｂ（理工・デジタル系） 

◇試験日 第１次試験日：６月４日（日） 

◇受験資格 ・平成５年４月２日～平成１４年４月１日生まれの人 

      ・平成１４年４月２日以降生まれの人で次に掲げる人 

       ①大学（短期大学を除く）を卒業した人および令和６年３

月までに大学を卒業する見込みの人 

       ②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める人 

※詳細は下記あてお問い合わせください。（土・日曜日および祝日は除く） 

■問合 （インターネット申し込みに関すること） 

    人事院人材局試験課（受付：午前９時～午後５時） 

    ☎０３－３５８１－５３１１ 

    （上記以外の問合） 

    関東信越国税局人事第二課（受付：午前８時３０分～午後５時） 

    ☎０４８－６００－３１１１ 
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法務省専門職員（人間科学）採用試験 
 非行や犯罪に至った原因を分析する職員（矯正心理専門職）、改善更生

のための専門的な指導を行う職員（法務教官）、再犯・再非行の防止と社

会復帰のための支援を行う職員（保護観察官）を募集します。 

◇受付期間 ・インターネット受付：３月１日（水）午前９時～２０日（月） 

      ・郵送または持参受付：３月１日（水）～２日（木） 

※原則、インターネット申し込みをご利用ください。 

 （申し込み専用アドレス：https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html） 

◇試験日 第１次試験（筆記試験）：６月４日（日） 

◇募集内容 

職名 受験資格 

矯正心理専門職 
４月１日において２１歳以上３０歳未満の人 

※２１歳未満で大卒（見込み）の人は受験可 

法務教官または 

保護観察官 

４月１日において２１歳以上３０歳未満の人 

※２１歳未満で大卒（見込み）、短大卒（見込み）

の人は受験可 

法務教官（社会人） ４月１日において３０歳以上４０歳未満の人 

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

ご確認ください。 

■問合 法務省東京矯正管区 ☎０４８－６００－１５０２ 

 

国家公務員採用試験 
◇総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験） 

 ・受付期間 ３月１日（水）～２０日（月） 

 ・第１次試験日 ４月９日（日） 

◇一般職試験（大卒程度試験） 

 ・受付期間 ３月１日（水）～２０日（月） 

 ・第１次試験日 ６月１１日（日） 

◇一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級）） 

 ・受付期間 ６月１９日（月）～２８日（水） 

 ・第１次試験日 ９月３日（日） 

※インターネットでお申し込みください。 

 （申し込み専用アドレス：https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html） 

■問合 人事院関東事務局 ☎０４８－７４０－２００６～８ 

 

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

 

３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 ３月１日・１５日 午前９時～正午 

◇場所 ・１日：烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

    ・１５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 ３月６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産無料相談会 
◇日時 ３月７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 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 

 

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

 

３月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 水 

春季全国火災予防運動（～7日） 

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 

２ 木 
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 

３ 金   

４ 土 

ジオパーク構想教室10：00～ 

おたのしみ会10：30～11：00 

おはなし会14：00～14：30 

烏山公民館 

南那須図書館 

烏山図書館 

５ 日 【休日当番医】七合診療所 ☎0287-82-2781 

６ 月   

７ 火   

８ 水 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

あかちゃんタイム10：00～正午 

タイル絵展（～28日） 

こども館 

南那須図書館 

南那須図書館 

９ 木 
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 

１０ 金 親子でヨガを楽しもう 10：30～11：30 こども館 

１１ 土   

１２ 日 【休日当番医】林田医院 ☎0287-88-2056 

１３ 月 
中学校卒業式 

母親学級（要予約）受付 9：40～10：00 

 

保健福祉センター 

１４ 火   

１５ 水 

心配ごと相談 

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 

こども館 

烏山図書館 

※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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