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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 
 ３月の新型コロナワクチン接種実施日は下記の日程になります。早期の

接種をご検討ください。４月以降のワクチン接種については、国の方針が

決定次第お知らせします。 

◇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２５日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

●那須南病院（中央３－２－１３） 

接種日 実施時間 

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。（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。手元にない場合は、下記あて

ご連絡ください。 

※ワクチン接種へお越しの際は、マスクの着用をお願いします。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

    ☎０２８７－８２－７５３５（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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国保 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

修学・卒業等による国民健康保険学生用保険証の手続き 
 修学のため、親元を離れて市外へ転出する場合や、卒業や退学によって

学生でなくなったときは、手続きが必要です。 

【①修学のため親元を離れて市外へ転出する場合】 

 学生用の国民健康保険証の交付手続きをすることにより、引き続き本市

の国民健康保険証を使用することができます。 

◇手続きに必要なもの 国民健康保険証、在学証明書、個人番号確認のた

めのマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード（世帯主分）、

届出人の本人確認書類（マイナンバーカード等） 

【②学生でなくなった場合】 

 上記①の学生用の国民健康保険証を持っている人が学生でなくなると、

本市の国民健康保険証は使用できなくなります。現住所地での国民健康保

険の加入に必要な証明書を発行します。 

◇手続きに必要なもの 国民健康保険証、卒業証書や退学証明書、個人番

号確認のためのマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード（世

帯主分）、届出人の本人確認書類（マイナンバーカード等） 

※学生でなくなった場合の手続きが遅れ、学生でなくなった日以降に本市

の国民健康保険証を使用した場合は、市が負担した医療費の返還が生じ

る場合があります。 

◇届出先 市民課（烏山庁舎）または市民課南那須分室（南那須庁舎） 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■ＪＲ烏山線１００年記念 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ＪＲ烏山線にまつわる資料・記念品を集めています 
 ＪＲ烏山線は４月で開業から１００年の記念すべき年を迎えます。 

 １００年の節目をお祝いするため、市民の皆さんが持っている烏山線に

まつわる資料や記念品を募集します。提供いただいた資料等は烏山線のＰ

Ｒのため、展示や市ホームページ等への掲載等に活用させていただきます。 

◇募集内容 烏山線関連の歴史的資料、過去の記念品（記念切符等）、写真 

※提供はコピーでも可能です。返却を希望する場合は、活用後に返却します。 

◇提供方法 住所、氏名、連絡先、匿名希望の有無、返却希望の有無、品

名・数量を記載のうえ、下記あて郵送または持参する。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 
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■マイナンバーカード 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナポータルぴったりサービスで 
一部の行政手続きがオンライン申請できます！ 

 マイナンバーカードがあれば、国が運営するオンラインサービス「マイ

ナポータルぴったりサービス」で、子育てや介護等の一部の行政手続きを

オンラインで申請できます。 

◇「ぴったりサービス」でオンライン申請できる手続き 

項目 手続名 担当課 

児童手当 

受給資格者の申出による学校給食費

等の徴収等の申出 学校教育課 

☎0287-88-6222 受給資格者の申出による学校給食費

等の徴収等の変更等の申出 

児童手当等の現況届 

こども課 

☎0287-88-7116 

児童手当等に係る寄附の申出 

児童手当等に係る寄附変更等の申出 

児童手当等の額の改定の請求及び届

出 

児童手当等の受給資格及び児童手当

の額についての認定請求 

受給事由消滅の届出 

氏名変更／住所変更等の届出 

未支払の児童手当等の請求 

児童扶養手当 児童扶養手当の現況届 

保育 

子どものための教育・保育に関する

支給認定申請 

保育施設等利用申込 

保育施設等継続利用現況届 

妊娠 妊娠の届出 

要介護・要支援

認定 

要介護・要支援認定の申請 

健康福祉課 

☎0287-88-7115 

要介護・要支援更新認定の申請 

要介護・要支援状態区分変更認定の 

申請 

住所移転後の要介護・要支援認定申

請 

利用者の負担

軽減 

介護保険負担限度額認定申請 

高額介護（予防）サービス費の支給 

申請 

資格 
被保険者証の再交付申請 

介護保険負担割合証の再交付申請 

介護給付 

居宅介護（介護予防）福祉用具購入

費の支給申請 

居宅介護（介護予防）住宅改修費の 

支給申請（改修前・後） 

その他 
居住（介護予防）サービス計画作成 

（変更）依頼の届出 

被災者支援 罹災証明書の発行申請 
総務課 

☎0287-83-1117 

◇「引越ワンストップサービス」でオンライン申請できる手続き 

 ２月６日（月）から、マイナポータルで「引越ワンストップサービス」

が始まりました。このサービスを利用することで、転出時に市役所への来

庁が不要となります。 

項目 手続名 担当課 

引越し 

転出届 
市民課 

☎0287-83-1116 
転入予定連絡 

転居予定連絡 

◇注意事項  

 ・手続きの詳細は担当課にお問い合わせください。 

 ・マイナポータルの利用方法は、ＱＲコードから 

  ご確認ください。 

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

「マイナポイント第２弾」の 

ポイント申込期限は５月末まで！ 
 最大２万円分のマイナポイントがもらえる「マイナポイント第２弾」の

ポイント申込期限が５月末まで延長になりました。まだ対象者でポイント

を申し込んでいない人は、忘れずにお申し込みください。 

 今なら、市が実施する申込支援窓口で申し込んだ人に、市オリジナルマ

イナンバーグッズをプレゼントします！（市オリジナルマイナンバーグッ

ズは無くなり次第終了です） 

◇ポイントがもらえる対象者  

 ２月末までにマイナンバーカードを申請または取得した人 

※３月以降にマイナンバーカードを申請した人は、マイナポイント第２弾

の対象になりませんのでご注意ください。 

※現在、カードの受取予約が大変混雑しています。ポイントを申し込む予定

の人は、時間に余裕を持って受取等の手続きをすることをお勧めします。 

■問合 （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 

（マイナンバーカードの受取りに関すること） 

市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■消費生活 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「寸劇による消費生活出前講座」を 

ご利用ください 
 栃木県消費生活リーダー連絡協議会那須烏山支部では、悪質な訪問販売

や特殊詐欺等の被害を未然に防ぐために、その手口と対処法を寸劇で分か

りやすく公演しています。寸劇の鑑賞を通して対処法を学びませんか。鑑

賞を希望する団体は随時募集しています。ぜひ、お申し込みください。 

◇公演内容 特殊詐欺、架空請求、不当請求、訪問販売等の悪質商法の対

処法を寸劇で公演 

◇公演時間 ３０分～１時間程度 

◇費用 無料 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５年度家庭ごみ収集カレンダーの配布 
 令和５年度家庭ごみ収集カレンダーは、３月１０日（金）の行政区長等

文書配付で配付しました。 

 カレンダーは、４月～９月と１０月～３月の半年毎の両面印刷で、１枚

を１年間使用します。半年後に裏返して使用しますので、掲示する際はご

注意ください。 

 なお、自治会未加入等で配付されていない世帯の人は、下記配布場所で

お受け取りください。 

※市ホームページには３月末に掲載予定です。 

◇配布場所 烏山庁舎、南那須庁舎、保健福祉センター 

◇配布対象 市内在住世帯者等  

※配布は原則、１世帯１部です。 

◇ごみ分別アプリ 

 那須烏山市ごみ分別アプリでもごみカレンダーやごみ 

の分別方法を確認できます。ぜひ、ご活用ください。 

 アプリはＱＲコードを読み取るか、「Ａｐｐ Ｓｔｏ 

ｒｅ」または「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ」から「さんあ 

～る」と検索するとダウンロードができます。 

※本市のデータ配信は４月１日以降です。 

■問合 まちづくり課環境グループ 

    ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

〈iPhone版〉 

〈Android版〉 
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■駐車場 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

烏山駅前月極有料駐車場および 

烏山中央公園前月極有料駐車場の空き区画 
 烏山駅前月極有料駐車場では２０区画、烏山中央公園前月極有料駐車場

では３６区画の空きがあります。利用を希望する人は、下記あて直接また

は電話でお問い合わせください。 

 １か月あたりの使用料金は次のとおりです。 

場所 使用料金（月額） 

烏山駅前月極有料駐車場 

３，３００円 

（ただし、ＪＲ烏山線を使用する目

的で利用する場合は１，１００円） 

烏山中央公園月極有料駐車場 ３，３００円 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

がん患者医療用ウィッグ等の購入費を 

一部助成します 
 がん患者の皆さんの心理的・経済的な負担を軽減し、就業や療養生活の

質の向上を図るため、４月１日（土）から医療用ウィッグおよび乳房補整

具の購入費用の一部を助成します。 

◇対象者 

 次の全ての要件を満たす人 

 ・本市に住所があり、かつ、令和５年４月１日（土）以降に補整具を購

入した人 

 ・がんと診断され治療を受けた人、または現在治療を受けている人 

 ・がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、補整具が必要である人 

 ・市税等を滞納していない人 

 ・過去に補助金の交付を受けていない人 

◇対象補整具  

 ・医療用ウィッグ 

 ・乳房補整具 右・左（補整下着およびシリコンパット等の胸部補整具） 

※医療用ウィッグは、装着時に皮膚を保護するために必要なネットを含む

額を本体の購入費とします。 

※医療用ウィッグの付属品およびケア用品（クリーナー、リンスおよびブ

ラシ等）は対象外です。 

◇助成金額 

 助成は補整具ごとに各１回限り 

 ・医療用ウィッグ購入費の９割または、３０，０００円のどちらか低い

金額 

 ・乳房補整具購入費の９割または、２０，０００円のどちらか低い金額 

※１円未満の端数は切り捨て 

◇申請期間 

 補整具を購入した日の翌日から１年以内 

◇申請方法 

 「那須烏山市がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書兼請求

書」に次の書類を添付して下記あて提出する。 

 ・がん治療を受けている、または受けていたことを証明する書類（治療

方針計画書、同意書、診断書、診療明細書等） 

 ・補整具の購入年月日および購入経費の明細を証明する書類（領収書） 

 ・医療用ウィッグについては、脱毛の副作用があるがん治療を受けてい

ることを証明する書類 

 ・振込を希望する口座の通帳（申請者名義のもの） 

 ・印かん（朱肉を使うもの） 

 ・その他市長が必要と認める書類 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

通院支援サービス事業 
 要介護状態にある人が通院する際のタクシー運賃を助成します。 

◇対象 次の全ての要件を満たす人 

 ・市税等の滞納のない世帯に属する 

 ・要介護認定を受け、要介護３以上、かつ、寝たきり度Ｂ以上 

◇助成内容 自宅から市内医療機関への通院の際にタクシーを利用した場

合の運賃（介助料、レンタル料、迎車料、待機料等を除く） 

◇申請方法 申請書（下記備付）を下記あて提出する。 

※すでに交付決定を受けている人は、再申請は不要です。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

なすから赤ちゃん応援券の取扱事業者募集 
 本市に住所のある１歳までのお子さんに、市内店舗でオムツ・ミルク等

を購入できる応援券を交付しています。利用者の利便性と購入できる店舗

を充実させるため、新たに取扱事業者を募集します。 

◇対象店舗 市に店舗を置く事業者 

◇商品引換 市が発行する応援券を持つ市民が、商品を購入する際に金額

相当分と引き換える。 

◇市への請求 市指定の請求書に応援券（現物）を添付して提出する。 

◇募集期間 年間を通して随時募集しています。詳細は下記あてお問い合

わせください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

こども医療費助成制度の対象年齢が 

拡大します！ 
 令和５年４月１日（土）診療分から市こども医療費助成制度の対象年齢

が高校３年生相当（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日）まで拡大

します。 

 現在、中学３年生以下の人については、３月下旬までに新しい受給資格

者証を郵送しますので、内容等をよく確認のうえ、４月１日（土）から使

用してください。 

 現在、高校１～２年生相当の年齢の人は、新規での登録が必要ですので、

登録申請書を送付します。申請書が届いたら必要事項を記入のうえ、下記

あて提出してください。申請内容が確認でき次第、受給資格者証を郵送し

ます。 

新しい受給資格者証の色は、小学生以下が桃色、中学生以上がアサギ色

（水色に近い色）となります。なお、現在使用中の受給資格者証は、４月

１日（土）以降使用できませんので、各自適切に処分してください。 

※４月１日（土）時点で受給資格者証が手元にない場合、または届いた受

給資格者証の内容に誤りがある場合は手続きが必要です。下記あてご連

絡ください。 

※受給資格者証が手元にない場合は、一度医療機関で保険診療に係る自己

負担分を支払った後、領収書を持参のうえ、こども課窓口あてお越しく

ださい。登録した口座に振り込みます。 

■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 
【子育て講座】 

◇日時 ４月７日（金）午前１０時～１１時 

◇内容 春を感じる簡単なガーランドづくり 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 

◇定員 ５組 

◇申込 ４月３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 
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みらＫａｚｅクラブ活動日（保育園開放） 
 保育園のある職場を探している人、子どもが見える環境で安心して働き

たい人、見学に来てみませんか。 

◇日時 ３月２６日（日）、４月９日（日）・２３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 求人担当者との面談や職場見学等、希望に合わせて対応します。 

◇対象 どなたでも（費用無料） 

◇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 

 

■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。 

 

烏山公民館の窓口開設日が変更になります 
 ４月１日から烏山公民館窓口の開設日が次のとおり変更になります。 

区分 変更前 変更後 

開設日 毎週火曜日～土曜日 
毎週月曜日～金曜日 

第１・第３土曜日 

開設時間 午前９時～午後５時 午前９時～午後５時 

※第２・第４・第５土曜日、日曜日、祝日および年末年始は職員が不在と

なります。 

※公民館の利用は、変更ありません。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座「楽しい俳句講座」参加者募集 
 俳句について本格的に学び、俳句を作り、句会に参加してみませんか。 

◇日時・場所等 

期日 時間 場所 内容 

４月２３日（日） 
午前９時３０分 

～１１時３０分 
烏山公民館 

俳句の基礎および俳

句作り 

５月１４日（日） 
俳句作りおよび句会 

６月１８日（日） 

７月９日（日） 
午前９時～ 

午後２時 

龍門ふるさと 

民芸館 

和紙工場の紙すき、龍

門の滝、太平寺で俳句

作りおよび句会 

８月２０日（日） 
午前９時３０分 

～１１時３０分 
烏山公民館 句会 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名程度  

◇講師 岡田幸子 氏（運河俳句会同人） 

◇持物 筆記用具 

◇費用 無料 

◇申込 ３月１８日（土）～４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。 

※全日程参加できる人が優先です。 

※７月９日（日）のみの参加はできません。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座冊子「なすからガイドブック」

を配布します 
 公民館講座「なすからサロン」の各講師が執筆した、本市を特徴づける

自然や歴史、文化を分かりやすくまとめたガイドブックを無料で配布しま

す。地域学習や観光ガイドブックとしてご利用ください。 

※内容は市ホームページに掲載しています。ＱＲコード 

 から内容を確認できます。 

◇配布場所 烏山公民館および生涯学習課窓口 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

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

 

烏山高校金井キャンパス体育館 

（旧烏山女子高体育館）が利用できます 
 烏山体育館の利用中止に伴い、４月から条件付きで、烏山高校金井キャ

ンパス体育館が利用できます。 

【貸出条件】 

◇場所 烏山高校金井キャンパス体育館（金井１－４－１２） 

◇利用時間 原則、月・水・木曜日の午前９時～午後２時３０分 

◇対象団体 市に利用登録をしている団体（市内在住または通勤する人が

１０名以上で構成） 

◇利用目的 ダンス、軽運動等施設に損傷を与える恐れがない競技 

※烏山高校が利用しない日や時間帯のみとなります。 

◇申込方法 利用する日の前月２５日までに下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３  

 

■文化 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山ジオパーク構想特設ホームページを閉鎖します 
 平成２９年度に開設した那須烏山ジオパーク構想の特設ホームページ

は、３月３１日（金）をもって閉鎖します。今後は市ホームページ内の「デ

ジタル博物館」特設ページに統合されます。 

 「デジタル博物館」への統合は４月１日（土）を予定しています。統合

後の特設ページの公開については、改めて詳細をお知らせします。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなしフェスティバル】 

◇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 パネルシアターや人形劇、かんたん工作等 

    「たくさんのお話を色々な形でプレゼントします」 

◇出演 アトリエびっき ほか（予定） 

◇定員 ３０名（要予約） 

◇申込 南那須図書館あて直接、または電話で申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おたのしみ会】 

◇日時 ３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 

 

「親子でダンボールクラフト講座」参加者募集 
◇日時 ３月２９日（水）午前１０時～正午 

◇場所 烏山図書館団体活動室（中央１－１８－３９） 

◇内容 ダンボールでミニバイクを作ってみよう 

◇講師 本田技研工業（株）社会貢献推進センター 

◇対象 市内小学生とその保護者 先着６組（予定） 

◇申込 下記あて直接、または電話で申し込む。 

※対象の内容が変わる場合があります。詳細は図書館ホームページ、また

は館内ポスターでご確認ください。 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 
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■広報 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５年度広報カレンダー 
 広報カレンダーは、３月１６日（木）から下記施設で配布します。 

 なお、外出困難等により入手することができない人は、下記あてお問い

合わせください。 

◇配布場所 

 烏山庁舎（総合政策課・正面玄関）、南那須庁舎（正面玄関）、保健福祉

センター、烏山公民館、南那須図書館、烏山図書館 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

広報なすからすやま・広報お知らせ版の 

掲載基準 
◇掲載基準等 

区分 内容 

掲 
載 
範 
囲 

・市が主催、共催または後援する事業 

・市が委託または助成する事業 

・市以外の官公庁が主催、共催または後援する事業 

・行政区で実施する事業、地域の事業、その他話題性の高いもの 

・市内の事業所等が社会貢献活動の一環として行う事業で、市民

に対し公益性が高いと判断できる事業等の情報 

・参加費または会費が無料もしくは材料費程度（材料費、保険料、

資料代等その事業に相応しい費用）を徴収して行われる事業で、

広く市民が参加することができる事業等の情報 

掲 
載 
記 
事 
の 
優 
先 
順 
位 

広報に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、市が主催、

共催または後援する事業の次に市が委託または助成する事業を優

先します。これらの次に優先するものは、次の項目を多く満たす

ものとなります。 

・市以外の官公庁が主催、共催または後援する事業に関するもの 

・参加費または会費が無料の事業等に関するもの 

・事業の開催場所が市内であるもの 

・市内在住者からの依頼であるもの 

・市民生活に有益な内容であるもの 

掲 
載 
除 
外 

次の項目に該当する記事は掲載できません。 

・公共性または公益性を損なうおそれがあるもの 

・営利目的のもの 

・政治活動や宗教活動を目的としたもの 

・公序良俗に反すると認められるもの 

・協賛や寄附等、金・物品を募ることを主な内容としているもの 

・個人の宣伝や活動を目的としたもの 

・その他、市が掲載記事として適当でないと判断するもの 

※詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

市公式ＬＩＮＥ 友だち登録をお願いします 
本市の情報を多くの皆さんにお届けするため、公

式ＬＩＮＥアカウントを開設しています。市政情報

のほか、イベント情報・観光情報・災害情報等を配

信します。 

◇アカウント情報 

・アカウント名：那須烏山市 

・アカウントＩＤ：＠nasukara-1112 

※ＬＩＮＥを利用するには、スマートフォン、タブレット端末、パソコン

等のＬＩＮＥアプリを起動できる環境が必要です。アプリのインストー

ル方法は、ＬＩＮＥホームページ（https://guide.line.me/ja/signup

-and-migration/line-install.html）でご確認ください。 

※原則、返信・回答はしません。お問い合わせは、各担当部署またはトー

ク画面のメニューにある広聴箱からお願いします。 

※配信時間は、原則平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。（緊急

情報の場合は、この時間以外でも配信します） 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

熊田西公民館の桜をライトアップします！ 
 熊田西公民館にある桜を次の期間中、ライトアップします。美しく照ら

される夜桜を、ぜひ、ご覧ください。 

◇期間 ３月２０日（月）～４月１６日（日）の午後６時～９時 

◇場所 熊田西公民館（熊田５５５） 

◇費用 無料 

■問合 熊田西自治会（川上） ☎０９０－４４３２－３５５１ 

 

被ばく者と被ばく２世の対談で知る 

「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 ３月２５日（土）午後１時～３時 

◇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交えながら被ばく者と被ばく

２世が語ります。（肩のこらない憲法の話等もあります） 

◇案内人 しまだたかこ 

◇対象 どなたでも 

◇定員 定員２０名（入場整理券が必要です） 

◇費用 無料 

◇申込 下記あて電話で申し込む。（入場整理券をご案内します） 

※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 ☎０２８７－８０－０２６０ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ４月１日（土）午前９時集合 

◇集合場所 山あげ会館（金井２－５－２６） 

◇散策コース 「烏山市街地を遠望し、春の風情を楽しむ」（５ｋｍ） 

       山あげ会館 → 愛宕神社 → 愛宕緑地公園 → 

       天性寺 → 泉渓寺 → 山あげ会館  

◇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 

 

アキュムに乗って桜と蛇姫さま散策 
 今年はＪＲ烏山線が開業して１００年になる年です。この記念すべき年

の桜が咲く時期に、思い出の着物を着てアキュムの車窓から春の空気を感

じてみませんか。 

◇日時 ４月１５日（土）午前９時３０分～午後３時４０分（小雨決行） 

◇集合場所 山あげ会館（着付け希望者は午前８時３０分までに集合） 

◇行程 山あげ会館 → 清水川せせらぎ公園 → 烏山駅（アキュムお

出迎え） → 昼食（松月・香道の魅力） → 烏山駅 → （烏

山線乗車） → 滝駅 → 太平寺（蛇姫の墓）・龍門ふるさと

民芸館 → 南那須図書館 → 八溝県民休養公園 → 山あ

げ会館 ※行程等が変更になる場合があります。 

◇募集 ４０名（定員になり次第、受付終了） 

◇費用 ２，５００円（昼食代、通信費、保険代、写真代） 

◇申込 ３月３０日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

※着付けは無料です。下記あて予約してください。 

■問合 街に賑わいを興す会（小堀）☎０２８７－８２－２６０８ 
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烏山郵便局の郵便窓口営業時間が変わります 
 ４月３日（月）から、次のとおり郵便窓口の営業時間が変更になります。 

◇郵便窓口の営業時間 

変更前 

３月３１日（金）まで 

変更後 

４月３日（月）から 

平日の午前９時～午後７時 平日の午前９時～午後６時 

■問合 烏山郵便局 ☎０２８７－８２－３３４２ 

 

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

 

防災・行政情報配信サービスを登録しましょう 
 市では、防災・行政情報の配信サービスを行っています。スマートフォ

ンで下記の画像を読み取り、登録してください。なお、フィーチャーフォ

ン（ガラケー）等の場合は、これまでどおりメール配信も並行して行いま

すので、引き続きご利用ください。 

◇登録用アドレス等 

スマートフォン フィーチャーフォン等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※App Store または Google Play

で「インフォカナル」と検索し

ても登録できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＲＬ：bousai.nasukarasuyama 

-city@raiden3.ktaiwork 

.jp 

 

 

※迷惑メール対策等受信拒否設定

をしている場合は、@raiden3. 

ktaiwork.jp からのメールが受

信できるように設定の変更をし

てください。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

ハザードマップの再確認をしましょう 
 ハザードマップで自宅の近くにある「浸水想定区域・土砂災害特別警戒

区域・土砂災害警戒区域」を再確認しましょう。 

大切な家庭を守るため、日頃から気象情報に注意し、避難場所を確認す

る等、災害に備えましょう。 

※ハザードマップは、市ホームページでも確認できます。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

七合診療所の３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 ３月２０日（月） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

３月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 木 

移動出前サロン9：30～13：30 

「楽しい俳句のはなし」講座 10：30～正午 

窓口業務延長（～19：00） 

境公民館 

南那須図書館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

１７ 金 小学校卒業式  

１８ 土 
おはなしフェスティバル 10：30～正午 

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】白寄医院（那珂川町） ☎0287-92-2710 

２０ 月 
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 
春分の日 

【休日当番医】水沼医院 

 

☎0287-84-0001 

２２ 水 

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 

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 

境公民館 

保健福祉センター 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２４ 金 

小・中学校修了式 

２歳児相談9：30～ 

ぽにょぽにょ広場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 

２５ 土   

２６ 日 【休日当番医】山野クリニック ☎0287-84-3850 

２７ 月   

２８ 火   

２９ 水 
ぴよぴよ広場10：00～10：45 

親子でダンボールクラフト講座 10：00～正午 

こども館 

烏山図書館 

３０ 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 

３１ 金   

※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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