あたたかいお気持ちありがとうございます

大森兼義様（逃室）から、新型コロナウイルス感染症対策への寄付 公益社団法人大田原法人会様から寄付金をいただきました
（左から北川弘子事務局長、平山町長、城田民男会長、大平誠副会長）
金をいただきました（4／16 町長室）
（3／22

成人式を「二十歳の集い」に

特別会議室）

農家の経営安定を目指して

那須町社会教育委員会から「成年年齢引き下げに伴う那須町成人
式の在り方について」の提案が提出されました。今後、成人式を
どのように開催するか検討していきます。（3／22 町長室）

JAなすのから主食用米の計画生産を徹底し、農家の経営安定
を図るための「需要に応じた米生産に対する要請」が提出さ
れました。（3／19 町長室）

しめ縄と湯の花畑の屋根 新しく

感謝状と花をいただきました

今年も那須高原湯本ガイドクラブの皆さんによって殺生石の
しめ縄の交換（4／6）と湯の花畑の屋根（かや）の修繕（4
／12）が行われました。

県農業振興公社の設立50周年にあたり、畜産農家の経営基盤
強化と畜産環境改善に対し、円滑な事業推進に尽力したとし
て、町は、同公社から感謝状と花をいただきました。
（3／31 町長室）

カメラスケッチ
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入学おめでとうございます
中学校の入学式が４月９日、小学校の入学式が４月１０日に町内で行われ、２つの中学
校に計139人、６つの小学校に計137人が入学しました。
入学生は、新生活のスタートに少し緊張した表情をみせていましたが、名前を呼ばれる
と、みな大きな声で元気よく返事をしていました。

新入生を代表して筒井森太郎さんが「誓いの言葉」を述べました
（那須中）

元気な言葉で迎えてくれた在校生。これから６年間、勉強や遊びを
いっぱい楽しもう（那須高原小）

日環アリーナ栃木に芦野石

入園おめでとうございます

県が県総合運動公園東エリアに整備し４月１日に
オープンした「新体育館・新屋内水泳場（愛称：日
環アリーナ栃木）」では、総合受付のカウンターや
敷地内のベンチに芦野石が使われています。

４月７日、那須高原保育園が民営化されて初めて
の入園式が行われ、計１５人のかわいらしい園児が
入園しました。今後、保育園では楽しい行事がたく
さん待っています。
どきどきの入園式︒みんなに見守ら
れて保育園に仲間入り

お兄さんお姉さんが︑優しく保育園
を紹介してくれました
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カメラスケッチ

那須ロープウェイ

ロープウェイは３６０度見渡せ

を上げるその姿は︑長きにわたり

﹁茶臼岳﹂︒今もなお︑白い噴煙
利用すれば︑ペットと一緒に山頂

で︑ペット用のキャリーバックを

る定員１１１人の大きなゴンドラ

関東を代表する那須連山の主峰

人々の心を魅了し続けてきました︒

めぐ
り

那須 のおいしい

麺麺

まで行くことも可能です︒
を体験してみませんか︒

ぜひ一度︑﹁記憶に残る絶景﹂

近年では︑本格的な登山者だけで
なく︑登山初心者にも大人気のス
ポットとなっています︒
新型コロナウィルス感染防止対策
・従業員のマスク着用

﹁那須ロープウェイ﹂を利用す
ることで︑茶臼岳の９合目までお
︵マスク着用等︶のお願い

・屋内施設等での咳エチケット
・各施設に手指消毒液の設置

よそ5分で到達できることも人気
も︑天候が良ければ︑茶臼岳の山

し換気の徹底

また︑ホーム待機中は扉を開放

・ゴンドラ内の小窓を開放し運行︒

抗菌処理

・待合室・扉・つり革等の各所の

また︑四季折々の雄大な景色は

景を楽しむことができます︒

野︑筑波山などが望め︑気軽に絶

頂から磐梯山︑日光連山︑関東平

のひとつ︒本格的な装備がなくて

茶臼岳は標高1,915ｍ。ロープウェイからの眺めは格別です。
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みんなの広場

店主の丸山 久さん

住所 高久乙586-42
☎0287-78-2728
営業時間 11：00〜15：00
定休日
水曜日

・運行ごとの乗車人数を制限して

蕎麦処 こなす

もちろんですが︑天候によっては

運行 など

50

ていた︒いつか住んでみたいと
思っていた﹂といいます︒
代後半に趣味で蕎麦打ちを始め︑
地域の行事などで振る舞ったとこ
ろ︑﹁おいしい︒そば屋を出せる
よ﹂と言われたことがきっかけで︑
真っ先に思い浮かんだのが那須︒
﹁ひと目で気に入った﹂という土
地に店を開きました︒
﹁職人は見て覚える︒蕎麦打ちも
独学︒若い頃から何でもそうやっ
てきたから﹂と語る丸山さんは︑
優しい笑顔で﹁おいしかったよ︑
の言葉を聞くと︑また作りたくな
る﹂と話してくれました︒

道の駅那須高原
友愛の森

No.04

「手打ち蕎麦」

道の駅那須高原友愛の森近くの林
の中にある﹁蕎麦処こなす﹂︒店
主の丸山久さんが﹁うちは︑これ
だけだから﹂と勧めてくれたのは
﹁手打ち蕎麦﹂︒北海道美瑛産の
ソバ粉に︑丸山さんの出身地︑新
潟県産の海藻を入れて打った蕎麦
は︑つるつるとした食感で︑喉越
しの良い蕎麦です︒添えて出され
た︑うど︑わさびの葉の天ぷらに
春を感じます︒
建築関係の職人として︑定年退職
するまで新潟県長岡市で暮らして
いた丸山さんは︑﹁子どもが小さ
い時︑家族でよく那須に遊びに来

NASUの
ラスク屋さん

蕎麦処こなす

「手打ち蕎麦」

那須高原一面に広がる雲海を見る
こともできます︒

車掌の方々が、素敵なアナウンスで迎えてくれます。

表紙シリーズ
「マイクロツーリズム」
で
は、那須レジャー施設協会の協力のもと
町内で楽しめる観光施設を紹介します

記憶に残る絶景 360度パノラマビュー

場

で 楽 しむ
近
vol.4
国立公園

マイクロツーリズム
表紙シリーズ

今月の

町消防団で︑平成 年度から団
長を務める鈴木一さんにお話を伺
いました︒
︱活動内容は
消防署や警察署︑町などからの
要請に応じて︑通常時は防災訓練
への参加や夜警による防犯活動︑
災害時などは救助・救急活動や避
難活動︑行方不明者の捜索などを
行っています︒また︑消防車両や
火器の点検のほか︑音楽隊による
活動なども行っています︒
︱活動状況は
現在611人の団員がいます︒
多くの団員は︑他に仕事を持ちな
がら︑緊急時には昼夜を問わず消
防団の活動に参加しています︒コ
ロナ禍で輸血用血液不足が深刻化
していることを知り︑役に立てれ
ばとの思いから︑昨年６月と今年
２月には献血にも協力しました︒
︱課題は
全国的な問題ではありますが︑
人口の減少などにより消防団に加
入する人が減っています︒消防力
を落とさずに効率の良い活動がで
きるよう取り組んでいきたいと考
えています︒男女を問わず一緒に
活動する団員を募集しています︒
︱町民の皆さんへ
団員の家族や職場などの理解と
支えがあり活動できると感じてい
ます︒今後も皆さんの安心︑
安全な

桜散るこの世に未練なき如く

糸桜めざすは下の水面まで

飛花落花開拓農道五号線

空写す池のさざなみ春の鴨

川風に桜蕊降る河川敷

ちふり野の史は四世に継ぐ桜

巻狩の野に山桜にほひたる

たんぽぽや地球の鼓動足もとに

たんぽぽやお手手つないで園児帽

教会のウェディングベルや百千鳥

父母の居てこその故郷百千鳥

今ならば語れるロマン春の宵

春宵やテレビドラマは最終話

春の宵呑む口実は無くも良し

般若心経一心に読む春の宵

久々に夫が夢見に春の宵

桜咲く岩の精華や観世音

花筏疏水開きに華を添へ

出征兵送りし駅や里の花

田中

七海

仲川

平岡

齋藤

小森

長島

池田

杉本

丹野

高久

中島

中島

松浦

鮎瀬

光風

慶子

丈子

照代

静江

啓子

裕子

美風

中込とし郎

井上

英音

角田富美子

岡部

思楼

博子

セツ

巻江

君江

慶子

秀文

汀

恵子

平良とし子

塩島

◎今月号の遊行柳の投句は該当作品がありませんでした

夕闇の明るき空を見上げれば
高く光りて小さき飛行機
亡き夫の愛した八重の桜咲く
見上げて問えば雲の動かず

出句は楷書でお願いします。判別できない場合は掲
載になりませんのでご注意ください。
また、電話番号の記入をお願いします。
■締切り ５月２１日（金）
■俳句の送付先
〒329‐3222 那須町大字寺子丙3‐166
田中 義郎 ☎７２−５０４４
■短歌の送付先
〒329‐3292 那須町大字寺子丙3-13
総務課広報広聴係 ☎７２−６９０１

地域の身近な情報や、広報「那須」の感想・意見
をお待ちしています。名前と連絡先とともに、郵
便、ファクシミリ、電子メールで下記までお寄せく
ださい。
■送付先 総務課広報広聴係
〒329‐3292 那須町大字寺子丙3−13
Fax 72-1133
koho@town.nasu.lg.jp

那須文芸への出句について

あなたの「声」を聞かせてください
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暮らしのために活動していきます︒

みんなの広場
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一さん（三ケ村）
鈴木

句
俳

短 歌

地域のために活動する人や
団体を紹介します

町消防団団長

人
No.5

無料相談会

行

政

相

談

人

権

相

談

日 時
5月21日(金)
6月 4日(金)

時

間

場

所

内容（対応者）
行政上の困りごと

自宅 ☎72-5234

人権に関すること

保健福祉課
☎72-6917

身の回りの心配ごと

社会福祉協議会
☎72-5133

子育てで不安なこと

子育て支援センター(※1)
☎71-1137

9:00〜12:00

ゆめプラザ・那須

5月24日(月)
6月 7日(月)

9:30〜12:00

ゆめプラザ・那須

心配ごと相談

5月20日(木)

10:00〜15:00

ゆめプラザ・那須

子 育 て 相 談

5月15日(土)
6月19日(土)

9:00〜17:00

こころの健康
相
談
日

5月14日(金)

10:00〜15:00

保健センター

働く人のメンタ
ルヘルス相談

6月16日(水)

13:30〜16:30

大田原労政事務所
(県那須庁舎)

（産業カウンセラー）

交
巡

故
談

5月12日(水)
5月26日(水)

10:00〜11:00
13:00〜14:00

那須県民相談室
(県那須庁舎)

（交通事故相談員1名）

不 動 産 相 談

5月21日(金)

13:30〜15:30

不動産会館県北支部

広
法

6月10日(木)

13:30〜16:30

トコトコ大田原(3階)

通
回

域
律

事
相

無
相

料
談

高齢者の総合相談
障がい等の総合相談窓口
※1
※2
※3
※4

月〜金曜日

8:30〜17:00

（平山英夫行政相談委員）
（人権擁護委員２名）
（民 生 委 員 ２ 名）

子育て支援センター

予約・問合せ

（児童家庭相談員 ほか）

心身の不調、
人間関係の悩み

（カ ウ ン セ ラ ー）

保健センター
☎72-5858

仕事上での悩みごと

大田原労政事務所(※2)
☎0287-22-4158

損害賠償、示談交渉など

県民プラザ室(※3)
☎028-623-2188

不動産取引など

宅建協会県北支部
☎0287-62-6677

法律上の困りごと

大田原市総務課(※4)
☎0287-23-1111

（相 談 員 ２ 名）
（弁 護 士 １ 名）

高齢者の介護、虐待、
地域包括支援センター ☎71-1138
福祉、健康など
保健福祉課 ☎72-6917.6910
（相 談 内 容 に よ る）

ゆめプラザ・那須
保健福祉課

【町委託業】〇指定相談支援事業所ノエル 〇地域生活支援センターゆずり葉(那須塩原市)
☎73-5315
☎0287-63-7777

保健福祉課障がい者福祉係
☎72-6917

子育て相談：別日の希望がある方はご相談ください。
働く人のメンタルヘルス相談：相談日3日前（土日祝日を除く）17時までに電話で予約。
交通事故巡回相談：相談日3日前（土日祝日等を除く）までに電話で予約。予約がないときは、巡回相談を実施しません。
広域無料法律相談：6月3日(木)〜9日(水)の期間に電話で予約。

▼問合せ

○那須町消費生活センター
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☎

土日など役場が休みの時にも、相談可能な窓口へおつな
ぎします。
（年末年始を除く）

消費の豆知識

「消費者ホットライン」
3桁の電話番号１８８番へ

○栃木県消費生活センター

☎０２８︲６２５︲２２２７

悪質商法や多重債務などの消費生活に関する相談は、
「那須町消費生活センター」へ！
■開所日 月曜日〜金曜日
（祝日・年末年始を除く）
■時 間 午前9時〜正午、午後1時〜4時
■場 所 那須町役場内1階東側
■電 話 ０２８７‐７２‐６９３７

無料相談会・消費の豆知識

薬の包装シート
誤飲に注意

事例

薬を包装シートから取り出した

つもりが︑シートが付いたまま飲

んでしまった︒のどに痛みとひっ

かかりがあったので︑病院を受診

し︑内視鏡で食道にあった包装シ

ートを取りだしてもらった︒

︵ 歳代男性︶

︿ひとこと助言﹀

薬を包装紙ごと誤って飲んでし

まう事故が起きています︒包装シ

ートは切り離すと角が鋭く︑誤飲

すると消化管を傷つけます︒また︑

シートの素材はエックス線撮影で

も写りにくいため︑発見が遅れて

重症化することもあります︒

のどに違和感があり︑誤飲が疑

われる場合は医療機関を受診する

ようにしましょう︒日ごろから休

日・夜間に受診できる医療機関と

連絡先を確認しておくことも大切

です︒

困ったときは一人で悩まず相談し

ましょう︒

80
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令和3年5月・6月のカレンダー
5月
3月

10

月

休館（図書館、スポセン、文セン、探訪館、ドーム）

11

火

休館（ゆめプラザ・那須）

12

水

交通事故巡回相談
（那須県民相談室
休館（りぼーる）

13

木

14

金

15

5月10日〜6月9日

25

火

休館（ゆめプラザ・那須）

26

水

交通事故巡回相談
（那須県民相談室 午前10時〜、午後1時〜）
休館（りぼーる）

27
28
29

金

こころの健康相談日（保健センター午前10時〜午後3時）

30

日

休日当番医診療 須田医院（☎68-0006）

土

子育て相談（子育て支援センター 午前9時〜午後5時）

31

月

休館（図書館、スポセン、文セン、探訪館、ドーム）

16

日

毎月第３日曜日は家庭の日です。
〜家庭のきずなを深める日としましょう〜那須町教育委員会
休日当番医診療 福島整形外科病院（☎62-0805）

6月
火

休館（ゆめプラザ・那須）

17

月

休館（図書館、スポセン、文セン、探訪館、ドーム）

水

休館（りぼーる）

18

火

休館（ゆめプラザ・那須）

19

水

休館（りぼーる）

20

木

心配ごと相談（ゆめプラザ・那須

21

金

行政相談（ゆめプラザ・那須 午前9時〜正午）
不動産無料相談
(不動産会館県北支部 午後1時30分〜3時30分)

午前10時〜、午後1時〜）

午前10時〜午後3時）

22

土

23

日

休日当番医診療

24

月

人権相談（ゆめプラザ・那須 午前9時30分〜正午）
休館（図書館、スポセン、文セン、探訪館、ドーム）

※休館案内

中川医院（☎62-0040）

1
2
3
4

木

土

木
金

行政相談（ゆめプラザ・那須 午前9時〜正午）

5

土

6

日

休日当番医診療

7

月

人権相談（ゆめプラザ・那須 午前9時30分〜正午）
広報那須６月号発行
休館（図書館、スポセン、文セン、探訪館、ドーム）

8

火

休館（ゆめプラザ・那須）

9

水

休館（りぼーる）

塩田医院（☎72-1860）

表示と問合せは以下のとおりです。

図書館：那須町立図書館（☎72-5840）、スポセン：那須町スポーツセンター（☎72-5959）、文セン：那須町文化センター
（☎72-6565）、探訪館：那須歴史探訪館（☎74-7007）、ドーム：那須スイミングドーム（☎72-6788）、ゆめプラ
ザ・那須：那須町こども未来課（☎72-6959）、りぼーる：りぼーる・たなか（☎73-5347）です。
※検診等は保健だより(15頁)をご覧ください。
※内容等は変更になる場合があります。

5月の納税

広報那須6月号 ６月７日(月)発行

納期限 5月31日
（月）

・軽自動車税１期（年税額）
納め忘れの町税はありませんか？今一度ご確認ください。
○納税は便利な口座振替で！ ○コンビニでも納められます。
○クレジットカード納付や、LINEPay、PayPayでの納付もできます。
(クレジットカードの納付は町県民税、固定資産税、軽自動車税、
国民健康保険税のみ納期限内に限ります。詳しくは税務課まで☎72-6904)

27

2021（R3）5月号

カレンダー

毎週水曜日に夜間延長窓口を
開設しています
■開設課（本庁）
○住民生活課（☎72-6908）
○保健福祉課（☎72-6910）
○税務課（☎72-6936）
■開設時間
午後５時１５分〜７時
※水曜日が祝日の場合は木曜日に開設

第

だより
〜自分だけの自然に出会う〜
回 ﹁自然環境モニタリング﹂

乳類︑爬虫類︑両生類︑チョウ・

るところには︑外来植物が進入

も気付かされます︒人が多く入

一方︑気がかりな環境変化に

この調査結果を踏まえて︑どん

宮森由美子

環境省日光国立公園管理事務所

かっこう

「こんにちは赤ちゃん」コーナーの写真を随時
募集しています。
詳しくは総務課広報広聴係
（☎72-6901）
まで。

（ ）の数字は前月比
町の世帯と人口（4月１日現在・住民基本台帳）

新しいことに取り組んでいる人
もいるでしょう︒▼新しいこと
は﹁慣れないこと﹂でもありま
す︒緊張や不安があったり︑慣
れないことに時間がかかったり
と︑落ち込むこともあるかもし
れませんが︑そうして新しいこ
とに挑戦している皆さんは︑本
当にすごいと思います︒▼でも︑
少し疲れを感じたら︑悠々と空
を泳ぐ鯉のぼりを眺めたり︑家
族とゆっくり過ごしたりして︑
気分転換してくださいね︒

(-44)

こと︒木々が徐々に太くなり︑

ハムシ類︑魚類︑ネズミ類︑ヤマ

しました︒また︑開園時にはほ

24,679人

はと︑危機感を感じます︒
な対策が必要か︑専門家の先生と

ネ︑サンショウウオ類︑水質︑外

とんど確認されなかったニホン

人口

今も森全体が成長していること︒

考えています︒

年 ︒ このことから︑平成の森開園前
から今に至るまで︑豊かな環境

来植物など︒それぞれの項目につ

ジカやイノシシが急増し︑樹皮

●

もともと御用邸用地だった﹁那
年前の平成
が維持されていると言えるので

いて︑調査手法や時期︑ルートな

はぎや掘り返しの跡も見られる

令和２年３月１９日生

いたずらが大好きなあかりちゃん。元気い
っぱいに育ってね！！

朱莉 ちゃんは …

は︑﹁鯉のぼりの代わり﹂ではな
く︑あえて紙で作って飾るのも
良いですね︒▼さて︑新年度が
始まり１カ月︒日本には１月の
正月と４月の新年度と二つの節
目があります︒１月に﹁今年は
こんな年にしよう﹂と誓っても
なかなか実行できないとき︑４
月にもう一度思い出して︑﹁今
度こそ﹂と再スタートが切れる
のはとてもありがたいと感じま
す︒▼進学や就職︑職場の異動
など︑この春から新しい環境で︑

10,458世帯 (+29)

須平成の森﹂が一般開放されたの
は︑今から約
それまで那須平成の森はどんな場
所だったのでしょう？

難しい課題もありますが︑那須
平成の森が︑いつまでも喜びや発

年に御用邸用地となるまで

どを決め︑定期的に調査します︒

ようになりました︒森の植生が

５月５日の﹁こどもの日﹂は︑
もともとは古代中国の菖蒲︵ショ
ウブ︶
を用いた邪気払いの行事で︑
年齢や性別に関係ありませんで
した︒後に日本では菖蒲を勝負
にかけて︑男子の武運や発展を
願う節句に変化したといいます︒
▼鯉のぼりは︑当初は紙で作っ
たそうです︒住宅事情などで鯉
のぼりを立てるのが難しいとき

女 12,403人（-14）

今 は 木 々 に 覆 わ れ て い ま す が ︑ はないでしょうか︒
大正

見を与えてくれる場所であり続け

調査結果から︑いくつか読み取

変化し︑昆虫や小動物の生きて

グを続けていきます︒

るように︑これからもモニタリン

年︑自然が手つか

れることがあります︒ツキノワグ

いく環境が変わってしまうので

世帯数

中・大型哺乳類調査では、センサーカ
メラで動物の種類や数を調べます

は︑在来種の農耕馬︵那須駒︶が

それから約

がっていたようです︒

森が育ってきました︒そこにどん
な動植物がいるの？人が利用する
ことによって︑どんな影響がある
の？それを知る手がかりとして︑
那須平成の森では︑モニタリング

マ︑ウサギ︑ヤマネなど︑たくさ

調査項目は︑植物︑中・大型哺

調査を実施しています︒

んの生き物のすみかとなっている

6人 ( - 3)
37人 (+ 5)
136人 (+63)
147人 ( +76)
4人

●

直樹さん
恵里さん
母

(大日向)

幸良 朱 莉

ち
ゃ
ん

父
り

あか

出生
死亡
転入
転出
その他

男 12,276人（-30）

23

ずの状態になったことで︑豊かな

90

赤ちゃん
ちは
に
こん

5

10

放牧されており︑ススキ草地が広
チョウ・ハムシ調査の様子

11
15
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