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那須町役場

　那須町立図書館は赤ちゃんからお年寄りまで
楽しめる、地域に根ざした図書館です。指定管理
者制度導入により、㈱図書館流通センターが運
営しています。図書館には絵本や紙芝居、子ども
のよみものがたくさんありますのでご利用くだ
さい。本を借りる時は利用カードが必要です。
本、雑誌、紙芝居は、何冊でも借りることができ
ます。CDやDVDは全部で５点まで借りること
ができます。どちらも貸出期間は２週間です。

絵本や紙芝居がいっぱい！

赤ちゃんタイムがあります。

図書館スタッフとボランティアによる

読み聞かせや創作活動があります。

第３土曜日　午前10時30分～11時
（対象　幼児～小学生）

毎月　第1･3土曜日　午前９時～正午
（対象　乳幼児と保護者）
※赤ちゃんタイムは乳幼児をお連れの

保護者の方が気兼ねなく図書館をご
利用いただくための時間です。

　絵本の読み聞かせや紙芝居を楽しんだ
後に、かんたんな工作づくりを行います。

　お正月、那須のかたりべのみなさんと
いっしょにとんぼ団子をつくります。か
たりべさんの昔ばなしも聞くことができ
ますよ！

授乳室
あり

栃木県那須郡那須町大字寺子乙3968　☎72-5840
ホームページ PC　http://www.library.nasu.tochigi.jp
携帯電話・スマートフォン　https://ilisod001.apsel.jp/nasu-lib/

住　所

あり（那須町役場と共用） 駐車場 午前9時～午後7時開館時間

月曜日、年末年始（12/31～1/3）、特別整理期間
※休館日が祝日の場合は開館します。　※祝日開館の場合は翌日休館します。
※「赤ちゃんの駅」に登録しています。

休館日

2020年1月現在
イベント情報

那須町立図書館

図書館おはなし会

赤ちゃんタイム

絵本って楽しい

とんぼ団子づくり

図書館デ
ビューしま

せんか？

名　称 所在地 連絡先等

わんぱくキッズランド 那須町大字寺子乙1240-1 ☎73-5348 （リボール・たなか内）（屋内の遊び場があります。）
那須町スポーツセンター 那須町大字寺子乙2516-36

☎72-5959 利用には申請が必要です。那須町中央運動公園 那須町大字寺子乙3968-1
那須町中央テニスコート 那須町大字寺子乙2516-38
那須町子育て支援センター 那須町大字寺子乙2566-1 ☎71-1137 屋内の遊び場があります。
那須スイミングドーム 那須町大字寺子乙2584-6 ☎72-6788 幼児は無料です。
余笹川ふれあい公園 那須町大字寺子乙2576 那須スイミングドーム隣接

那須温泉ファミリースキー場 那須町大字湯本那須岳国有林内 ☎76-2567 ソリパーク・雪遊び場があり
ます。

那須歴史探訪館 那須町大字芦野2893 ☎74-7007
遊行庵（休憩所） 那須町大字芦野2584-3 ☎74-0041
道の駅　東山道伊王野 那須町大字伊王野459 ☎75-0653 （伊王野まつり伝承館）
道の駅　那須高原友愛の森 那須町大字高久乙593-8 ☎78-0233 （観光交流センター）
那須平成の森フィールドセンター 那須町大字高久丙3254 ☎74-6808
那須高原ビジターセンター 那須町大字湯本207-2 ☎74-2301

遊
び
場

10 那須町 子育て支援ガイドブック

２００６那須町子育てガイド2(KG)企画前半.indd   10 2020/06/05   13:26:21



294

4

ファミリースキー場（P10）

高久愛宕山公園（P8） 伊王野城山公園（P9）

中央運動公園（P6）

余笹川ふれあい公園（P6）

逃室農村公園（P9）

スポーツセンター（P13）

矢の目ダム親水公園（P7）

わんぱくキッズランド（P12）

田中農村公園（P9）

唐木田農村公園（P9）

那須平成の森（P7）

芦野御殿山公園（P8）

子育て支援センター（P24）

スイミングドーム（P13）

高久駅

黒田原駅

豊原駅
東
北
本
線

東北新幹線

那須町役場

　那須町立図書館は赤ちゃんからお年寄りまで
楽しめる、地域に根ざした図書館です。指定管理
者制度導入により、㈱図書館流通センターが運
営しています。図書館には絵本や紙芝居、子ども
のよみものがたくさんありますのでご利用くだ
さい。本を借りる時は利用カードが必要です。
本、雑誌、紙芝居は、何冊でも借りることができ
ます。CDやDVDは全部で５点まで借りること
ができます。どちらも貸出期間は２週間です。

絵本や紙芝居がいっぱい！

赤ちゃんタイムがあります。

図書館スタッフとボランティアによる

読み聞かせや創作活動があります。

第３土曜日　午前10時30分～11時
（対象　幼児～小学生）

毎月　第1･3土曜日　午前９時～正午
（対象　乳幼児と保護者）
※赤ちゃんタイムは乳幼児をお連れの

保護者の方が気兼ねなく図書館をご
利用いただくための時間です。

　絵本の読み聞かせや紙芝居を楽しんだ
後に、かんたんな工作づくりを行います。

　お正月、那須のかたりべのみなさんと
いっしょにとんぼ団子をつくります。か
たりべさんの昔ばなしも聞くことができ
ますよ！

授乳室
あり

栃木県那須郡那須町大字寺子乙3968　☎72-5840
ホームページ PC　http://www.library.nasu.tochigi.jp
携帯電話・スマートフォン　https://ilisod001.apsel.jp/nasu-lib/

住　所

あり（那須町役場と共用） 駐車場 午前9時～午後7時開館時間

月曜日、年末年始（12/31～1/3）、特別整理期間
※休館日が祝日の場合は開館します。　※祝日開館の場合は翌日休館します。
※「赤ちゃんの駅」に登録しています。

休館日

2020年1月現在
イベント情報

那須町立図書館

図書館おはなし会

赤ちゃんタイム

絵本って楽しい

とんぼ団子づくり

図書館デ
ビューしま

せんか？

遊
び
場

11那須町 子育て支援ガイドブック

２００５那須町子育てガイド2(KG)企画前半.indd   11 2020/05/30   9:53:37



　０歳から小学３年生までのお子さん
とその保護者や家族で遊ぶ、冷暖房完備
の室内遊び場です。
　子育て相談も行っています。

　野原や山、河川敷などで、季節の風を感じながら、家族
一緒に遊びましょう。「走る・跳ぶ・投げる」は基礎的な動
きです。遊びながら身に付けていきましょう。　

　幼児プール、子供プール、一般遊泳
プールがあります。まず、水に慣れる
ことから楽しみましょう。那須町では
25ｍ泳げる子どもを目指しています。
　プールでは子どもから目を離さな
いようにしましょう。利用時間・料金
等、詳しくはお問合せください。

エアポリン・ボルダリング・
ジュニアジム・ボールプール・
スヌーズレン・ままごと・絵
本・お絵かきコーナー・授乳
室・調乳室・おむつ交換台など
があります。

ねぇ
連れてって！

歩いたり、走ったり、跳んだり、投げたり

元気UP!
いっしょに遊んで

水に慣れたり、泳いだり

☎72-6788問合せ

おすすめ❶

おすすめ❷

　幼児から使えるアリーナや格技場
があります。（大人が同伴のこと）家族
一緒に空間で思いっきり体を動かし
ましょう。ボールなどの用具を使って
の遊びも楽しみましょう。利用時間・
料金等、詳しくはお問合せください。

用具を使って遊んだり

☎72-5959問合せ

おすすめ❸

那須スイミング
ドームで

那須の自然の
中で

那須町スポー
ツセンターで

わんぱくキッズランド

午前の部　午前９時30分～正午
午後の部　午後１時30分～４時30分
　　　　　（11月～2月は午後４時まで）

開館時間

無料利用料金 ☎73-5348問合せ

水曜日（祝日の場合はその翌日）
年末年始（12月28日～1月4日）

休館日

遊
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場
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