コンポスト肥料をご利用ください

湯本浄化センターでは、下水を浄化するときに発生する汚泥を有効利用し、コンポスト肥料
「那須グリーンマニュア」を生産しています。１袋(10㎏)を１００円で販売しています。
■販売期間 毎月21日から月末までの平日(午後１時〜５時)
■予約期間 毎月１日から20日までの平日(午前９時〜午後５時)※販売は予約制です。
■予約・販売場所 湯本浄化センター(高久丙4361-5) ☎７６-３０３０
■問合せ 上下水道課 ☎７２-６９１９

ごみの収集ルートが
変更になります
各家庭から出される可燃ごみ

マイナンバーカード交付の
休日窓口のご案内
︵予約者限定︶

▼持ち物 身体障害者手帳︑療育

令和３年度 軽自動車税︵種別割︶
の
減免申請のご案内
▼対象となる車

次の日程で休日窓口を開設しま

は︑﹁クリーンステーション那
す︒平日にマイナンバーカードの

のみ︶︑戦傷病者手帳︑車検証︑

手帳︵Ａ︑Ａ１︑Ａ２のみ︶︑

須﹂に集められた後︑﹁広域ク

〇障がいのある方と生計を共にし

運転免許証︵対象車輌を運転す

精神障害者保健福祉手帳︵１級

リーンセンター大田原﹂︵大田
受け取りができない方は︑この機

ている人が所有する車など

る車

原市若草︶に運ばれ︑焼却処理

会をぜひご利用ください︒利用す

〇障がいのある方が所有し運転す

されています︒

す︒納税通知書が届いてからの申

納税通知書の発付日は５月 日で

る人のもの︶︑納税通知書

で︑普通自動車等の自動車税との

請をお願いします︒

※今年度の軽自動車税︵種別割︶
重複はできません︒

▼申請・問合せ 税務課庶務諸税

※減免を受けることができる車は︑

また︑予約がない場合は開設しま

※一定の要件を満たす場合に︑申

障がいのある方１人について１台

せん︒

請により︑軽自動車税︵種別割︶

なお︑当日予約はできません︒

れます︒可燃ごみをごみステー

▼日 時 ６月 日㈰︑ 日㈯

る場合は必ず予約をお願いします︒

ションから他市町のごみ焼却施

▼時 間 午前９時〜正午

この度︑焼却設備の老朽化に

設に直接運搬するため︑ごみス

伴い︑大規模改良工事が実施さ

テーションの収集順が変わる

が減免されます︒

６９３６

▼場 所 住民生活課
︵本庁１階︶

係 ☎

コースがあります︒

▼申請期間 ５月 日㈪まで
６９０８

▼問合せ 住民生活課戸籍住民係

年分︶
︑
令和３年度住民税決定証明

には︑マイナンバーカードが必要

のコンビニエンスストアでの申請

※所得証明書︑住民税決定証明書

らですのでご注意ください︒
５月は自動車税を納付する月で

書の役場本庁税務課︑各支所窓口
の納税通知書で納付期限の５月

です︒
マーケットやドラッグストアのほ

なお︑MMK設置のスーパー

ら特別徴収で納めている方

▼住民税を普通徴収または年金か

めている方 ５月 日㈮から

日までに納付してください︒

か︑令和３年１月から﹁Pay P

の所得証明書︑住民税決定証明書

☎

６９３６

▼問合せ 税務課庶務諸税係

※詳しくはお問い合わせください︒

▼住民税を給料から特別徴収で納

での発行開始日は次のとおりです︒

令和３年度所得証明書︵令和２

令和３年度 所得証明書
︵令和２年分︶および
住民税決定証明書の発行のお知らせ

10

す︒５月に届く自動車税︵種別割︶

自動車税
︵種別割︶
の
お知らせ

☎

※ごみは午前８時までにごみス
テーションへ出してください︒
E・Gコース

▼工事期間 令和３年６月〜 月
▼変更となるコース

※その他のコースについてもごみ
収集車の収集ルートが変更になる
ことがあります︒

○ごみ減量化のお願い
今までもご協力頂いていますが︑

また︑燃えるごみの中には︑紙

のでご利用ください︒

の発行開始日は︑役場本庁税務課

※なお︑コンビニエンスストアで
分別にご協力ください︒

▼問合せ 大田原県税事務所収税

ごみの減量をお願いします︒

ay﹂﹁LINEPay﹂でも県

６月 日㈫から
が大量に含まれています︒紙は分

税が納付できるようになりました
▼申込み・問合せ 環境課環境衛

72

大規模改良工事に伴い︑より一層

26

別すれば資源になります︒ごみの

15

タウントピックス

72

13

窓口発行日の翌日午前６時 分か
６９１６

30
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11

72

24

14

31

11

課☎０２８７︲２３︲４１７１

生係 ☎

72

①根ごと掘り取る。
②種がある場合は花をハサミ等で切り取り、種がこぼれな
いように袋等に入れる。
③その場に広げて2〜3日天日にさらして枯死させる。
④町指定のごみ袋（黄色）に入れて可燃ごみとして出す。

▼外来生物とは？

ル︑シカによる農作物等の被害を

町内には︑野生のイノシシやサ

野・那須︶の農業生産活動や多面

度は︑中山間地域等︵芦野・伊王

中山間地域等直接支払交付金制

中山間地域等
直接支払交付金の状況

この試験は︑全国瞬時警報システ

備え︑情報伝達試験を実施します︒

地震や武力攻撃などの発生時に

伝達試験を実施します

Ｊアラート全国一斉情報

防ぐために︑有害鳥獣捕獲用のわ

ム︵Ｊアラート︶を用いた試験で︑

もともとその地域に存在してお

外来生物の中でも生態系︑人の

的機能︵水源のかん養など︶の確

有害鳥獣捕獲わなに
注意しましょう

生命︑身体︑農林水産業へ被害を
なが設置されています︒

▼特定外来生物とは？

から持ち込まれた生物のことです︒

らず人間の活動によって他の地域

及ぼすもの︑または及ぼすおそれ

見つけにくくなっています︒農地

わな﹂などは︑地中に隠れており︑

が設置されていますが︑﹁くくり

わなの付近には目印となる標識

棄等の発生を防止するものです︒

農用地に交付金を支払い︑耕作放

保を目的に︑一定条件を満たした

▼Ｊアラートとは 地震や武力攻

メールで情報配信します︒

防災行政無線と那須町安全安心

芦

野

6

52

4,928,647円

那

須

9

92

21,521,170円

24

320

44,520,301円

６９１１

工衛星などを通じて瞬時に伝え

るシステムです︒

▼試験日時

５月 日㈬午前 時頃

▼放送内容

○防災行政無線

﹁これはＪアラートのテストで

す﹂︵３回︶

﹁こちらは︑ぼうさい那須町役場

です﹂︵１回︶

○那須町安全安心メール

６９０２

▼問合せ 総務課防災交通係

﹁これはＪアラートのテストです﹂

☎

消火競技会が開催されます

▼日 時 ６月８日㈫午前９時

分〜 時 分

▼実施期間 ６月６日㈰〜 日㈯

▼問合せ 那須地区消防本部予防

▼場 所 那珂川河畔運動公園

課☎０２８７︲２８︲５１０３

▼推進標語 ﹃事故ゼロへ トラ
イ重ねる ワンチーム﹄

12

2021（R3）5月号

タウントピックス

のあるものの中から指定されます︒
町内には特に﹁オオハンゴンソ

付近や山林に入る際は︑注意して︑

等が必要となる地域森林計画対象

18,070,484円

▼問合せ 農林振興課農政係

176

▼外来生物対策の必要性
ウ﹂﹁オオキンケイギク﹂が多く

見つけても近寄らないでください︒

民有林︵５条森林︶であるかの確

☎

撃などの緊急情報を︑国から人

生息しています︒この２種は強靭

▼問合せ 農林振興課畜産係
６９１1

な繁殖力で密集して生え︑大群落
☎

を形成するため︑在来種を駆逐し
てしまうおそれのある特定外来生
物です︒
▼防除の際の注意

地域森林計画対象民有林
︵５条森林︶の確認が

・繁殖力が非常に強いため根を引
き抜いた後あまり土を払わない

インターネットでできます！
森林の土地を取得または森林の

よう注意してください︒
・特定外来生物を生きたまま許可
無く運搬することは違法な行為
・特定外来生物はさまざまな場所

認が︑４月１日からインターネッ

立木を伐採する際に︑届出・許可

に生息しています︒土地所有者

トでできるようになりました︒

です︒

の許可を得ずに土地へ侵入した

▼方 法 県または町のホームペー

19

︵予備日 ６月 日㈭同時刻︶

30

交付金支払状況

６月の第２週は
﹁危険物安全週間﹂です

11

17

り︑無断での駆除作業はしない

６９１２

45

9

合 計

交 付 金
協定
参加者数
集落
協定数
地区名

72

72

11

伊 王 野

12

でください︒

ジから確 認 で き る ほ か ︑
﹁とち

☎

▼問合せ 農林振興課林務係

▼問合せ
７５１２

もりマップ﹂で検索できます︒
事務所 ☎

６９１６

72

令和 2 年度

72

〇環境省日光国立公園那須管理官
76

〇町環境課環境保全係
☎

72

特定外来生物の
防除・駆除に
ご協力ください！
■防除方法

園芸用パイプハウス整備費用を助成します
水稲から園芸作物への作付転換や園芸作物の作付拡大を図るため、園芸用パイプ
ハウスの整備を予定している農家の方を対象に整備費用の一部を助成します。
■対象者 アスパラ、うど、花卉などの園芸作物の生産に必要な60㎡（約18坪）
以上のパイプハウスを整備する農家・農業法人
■補助額 園芸用パイプハウス整備費用の３分の１（上限50万円）
■問合せ 農林振興課農政係 ☎７２-６９１１

とめて作成する計画です︒農地を

地の利用関係の調整結果を取りま

申請書等には︑受付の締切日があ

農業委員会の総会で審議される

化法の利用権設定等促進事業にお

※町農業委員会では︑管内の下限

効率的に利用する地域の担い手に︑

ります︒申請する方は申請書とそ

の合計面積が下限面積以上であ

面積を アールに定めています︒

農地の利用集積を進めることを目

農業委員会総会予定・

○申請農地の周辺の農地利用に影

的としています︒

いて︑町が基本構想に基づき︑農

響を与えないこと︵地域との調

ること︵下限面積要件︶

個人や法人が︑農地を耕作する
和要件︶

ことで︑農地法の許可を受けるこ

︵締切日 ５月 日㈪︶

・６月 日㈪

▼総会日程

農地法に関する申請締切日

目的で売買︑贈与︑貸借する場合

農地の売買・賃貸・
相続に関する制度

には︑農業委員会の許可を受ける
▼申請書添付書類

となく︑計画の定めるところによ

の内容を事前にご相談ください︒

方法︵農地法︶と︑町が定める
・土地の登記事項証明書

り利用権が設定・移転︑所有権が

・７月 日㈫

農用地利用集積計画を公告する

﹁農用地利用集積計画﹂により権

・公図の写しまたは土地の位置の

移転されます︒利用権設定等に係

特定ができる図面

利を設定・移転する方法︵農業経
営基盤強化促進法︵以下﹁基盤強

・位置図︵２万５千分の１程度︶

び相続人に対する特定遺贈を含

相続︵遺産分割︑包括遺贈およ

○計画の内容が町の基本構想に適

▼一般要件

きます︒

︵締切日 ７月 日㈮︶

６９２５

▼問合せ 農業委員会事務局

☎

那須町農業委員会事務局 ☎72-6925
那須野農業協同組合
・那須支店
☎72-6111

化法﹂という︶︶があります︒

また︑農用地利用集積計画に

︵締切日 ６月 日㈬︶

よって設定された賃借権は︑その

る当事者間での契約締結行為は必

農の方︑後継者へ経営移譲する方︑

存続期間が満了すると自動的に終

・周辺見取図︵住宅地図等︶

農地所有適格法人が権利を取得す

了し︑農地は確実に返還されます︒

・８月 日㈮

る場合は︑右記のほかにも必要な

会の許可を受けて農地の賃貸借を

む︶により農地を取得した場合は︑

５５４５

30

30

農業委員会事務局・JAなすの各支店にお問い
合わせください。

農地法第３条許可
貸借する場合には︑次の許可基準

書類がありますので︑お問い合わ

要ありません︒

を満たし︑農業委員会の農地法第

※町外に住所がある方や︑新規就

３条許可を受ける必要があります︒

せください︒

行う場合は︑契約期限が到来して

農業委員会に﹁農地法第３条の

合すること

○利用権の設定を受ける者︵借り

手︶が︑農地の全てを効率的に

耕作し︑農作業に常時従事する
こと
☎

▼問合せ 那須町農業公社

タウントピックス

31

21

20

20

72

国が支える。安心が大きくなる。
老後の備えは「農業者年金」で安心！

耕作目的で農地を売買︑贈与︑

この許可を受けないで行った行為

も両者による解約の合意がない限

町が再度︑農用地利用集積計画を

引き続き賃貸借を希望する場合は︑

なお︑農地の貸し手と借り手が

は無効です︒

農地を相続したら

り︑原則賃貸借は解約されません︒

３﹂の規定に基づく届出をしてく

作成・公告することで再設定がで

︵法定更新︶

ださい︒

また︑農地法に基づき農業委員

▼許可基準

６９２５

農用地利用集積計画は︑基盤強

基盤強化法による
農用地利用集積計画

☎

▼問合せ 農業委員会事務局
は借入農地の全てを効率的に耕

○申請農地を含め︑所有農地また
作すること
︵全部効率利用要件︶
○申請者または世帯員等が農作業
に常時従事すること︵農作業常
時従事要件︶
○申請農地を含め︑耕作する農地

73
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介護予防・日常生活支援総合
事業の単価が変わりました

令和３年度介護支援専門
員実務研修受講試験

薬物依存症者家族の集い

精神科医師︑保健師

▼対象者 こころの病を抱えてい

る本人またはその家族

▼場 所 県北健康福祉センター

県北健康福祉センターでは︑薬

物問題で不安や悩みを抱えている

県北健康福祉センター健康支援

▼問合せ

課☎０２８７︲22︲２２５９

ご家族が思いを分かち合うことが

できる家族の集いを開催していま

▼試験日時

す︒これまでひとりで抱え込んで

2,680円
16,550円

16,720円
週2回程度の利用(1月当たり)

33,930円

34,280円
週1回未満の利用(1回につき)

3,800円

3,840円

※自己負担は、所得に応じて、単価の1割〜3割です。

事前に説明された内容や契約内容

決するため︑利用者や家族等から

▼問合せ 栃木県運営適正化委員

☎０２８︲６２２︲２９４１

ちぎ福祉プラザ内︶

asu.sw@dream.ocn.ne.jp

14
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令和３年度介護報酬改定に伴い︑
▼試験会場

きた思いを話してみませんか︒

37,270円

月 日㈰午前 時〜正午

事業の単価が次のとおり改正され
・第１会場 宇都宮大学峰キャン

▼日 時 ５月 日㈭︑７月８日

４月１日から︑日常生活支援総合
ました︒
パス︵宇都宮市峰町３５０︶

㈭︑９月９日㈭︑ 月 日㈭︑

2,670円
週1回程度の利用(1月当たり)

▼問合せ 保健福祉課地域支援係

１月 日㈭︑3月 日㈭︑午後

23,490円
37,150円

福祉サービスに関する
苦情や相談について

都宮市駒生町３３３７︲１︶

・第２会場 とちぎ健康の森︵宇

23,420円
週2回を超える利用(1月当たり)

６９１０

テキストワーク︑
座談会

利用している福祉サービスが︑
▼内 容

りませんか︒栃木県運営適正化委
生活衛生課

の苦情や相談を受け︑事業所への

相談は電話や来所のほか︑文書

を行っています︒
秘密は厳守します︒

調査や話し合いによるあっせん等

☎０２８７︲２２︲２３６４

精神保健福祉クリニック
︵こころの相談︶のご案内

▼相談時間 午前９時から午後４

来所する際は事前にお電話ください︒

やメールでもお受けしています︒

ころの病を持つ方やそのご家族か

時
︵土日祝日・年末年始は除く︶

県北健康福祉センターでは︑こ

らのご相談を受け付けています︒

会︵宇都宮市若草１︲ ︲６と

月８日㈬︑１月 日㈭︑２月

０２８︲６２２︲２３１６

日㈭︑３月９日㈬ 午後１時

10

☎

１時 分〜３時 分

・配布期間 ６月１日㈫〜 日㈬

と違っていたり︑職員の言動に傷

▼場 所 県北健康福祉センター

員会は︑福祉サービスの苦情を解

つけられた等︑サービスの内容に
▼参加費 無料

木ダルク職員

▼スタッフ 薬剤師︑保健師︑栃

課︑県北健康福祉センター︑と

▼申込み 県北健康福祉センター

プラザ・那須︑栃木県高齢対策
ちぎ福祉プラザ︑栃木県シル

日当日消印有効︶

封筒で簡易書留にて送付︵６月

▼受験料 １３︐８００円

７月 日㈭︑８月 日㈭︑９月

▼日 時 ５月 日㈭︑
６月９日㈬︑

８日㈬︑ 月 日㈭︑ 月 日㈭︑

▼相談料 無料
とちぎ健康福祉協会生きがい健
康部生きがいづくり課

▼申込み・問合せ 社会福祉法人

※受付期間以外は受付できません︒

疑問や不満を感じていることはあ
バー大学校各校︑とちぎ健康の
森総合受付︵こちらのみ土・
日・祝日も配布︶など

▼受験申込書の受付
・受付期間 ６月 日㈮〜 日㈬
30

・受付方法 試験案内書に同封の

11

子育て・ほけんだより

10

▼試験案内書︵申込書︶の配布

30 13

15

▼相談担当者

fax

週2回程度の利用(1月当たり)

10

・配布場所 町保健福祉課︑ゆめ

30

11

25

11,760円

10 11

26

11

27

11,720円

13

30

27

28

30

週1回程度の利用(1月当たり)

コードから
ダウンロード

乳児・妊婦健
診や予防接種
の案内も配信
しています。
妊娠中から子育てまで全てのライフステージにあわせて町から子育てに関する
情報を受け取ることができ、子どもの成長記録や予防接種の管理ができます。ぜ
ひ母子健康手帳とあわせてご活用ください。
登録方法はアプリストアで「母子モ」と検索するか、お使いのスマートフォン
で右のコードを読み取り、ダウンロードしてください。プロフィール登録で住所
を「那須町」にすると利用できます。
■問合せ こども未来課こども政策係 ☎72-6959

10

30

☎０２８︲６５０︲５５８７

10

分〜３時 分︵完全予約制︶

30 24 12

週1回未満の利用(1回につき)

通所介護相当

改正後

72
改正前

訪問介護相当

価
単
事業内容

す

母子手帳アプリ『Hapi NASUダイアリー』のご案内

な
ぴ
は

保健だより
事

日

5月19日（水）、6月9日（水）
午前10時30分〜11時30分

容

和みのヨーガ

■講

師

星野

■対

象

乳幼児とその保護者

瑞季さん

「リフレッシュ教室」（要予約8組限定）
■日

時

総 合 健 診

5/21（金） ゆめプラザ・ （受付時間）8:00 〜 10:30(※)
（健診項目）
5/23（日） 那須内
特定健診、基本健診、胃がん、肺
がん、大腸がん、前立腺がん、子
6/ 7（月）
芦野基幹集落センター 宮 頸 が ん、乳 が ん、肝 炎 ウ イ ル
6/ 8（火）
ス、骨粗しょう症（女性のみ）

女性だけの
総 合 健 診

5/22（土） ゆめプラザ・
5/24（月） 那須内

（受付時間）8：00 〜 10:30(※)
（健診項目）
特定健診、基本健診、胃がん、肺が
ん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、
肝炎ウイルス、骨粗しょう症

☎71-1137

1歳6カ月児
健
診

5/ 7（金）

２歳児歯科検診

5/12（水）

（受付時間）12:45 〜 13：15
Ｈ31.3.1 〜 4.2生まれの方

乳幼児相談

5/13（木）

（受付時間）10:00 〜 10:30
要予約

ママと赤ちゃ
んのリフレッ
シ ュ 教 室

5/26（水）

4 カ 月 児
健
診

5/28（金）

乳幼児相談

6/ 3（金）

（受付時間）10:00 〜 10:30
要予約

３歳児健診

6/ 4（金）

（受付時間）12:45 〜 13：15
Ｈ30.4.4 〜 5.31生まれの方

10カ月児
健
診

6/10（木）

（受付時間）12:45 〜 13：15
Ｒ2.7.16 〜 9.10生まれの方

ゆめプラザ・那須内

（要予約10組限定・託児あり・ヨガマット貸出あり）

■内

保健センター ☎72-5858
時間及び対象者

て

「親子にこにこたいむ」
時

場所

（受付時間）
9:30 〜 9:45
（対象）
生後2 〜 3カ月の赤ち
ゃんとママ
要予約

（受付時間）12:45 〜 13：15
Ｒ2.12.17 〜Ｒ3.1.28生まれの方

２歳６カ月児歯科検診は新型コロナウイルス感染防止のため中止しました。
※健診は、新型コロナウイルス感染防止の観点から会場内の混雑を避けるた
め、時間を区切って入場していただきます。事前に送付する通知書に、受付
時間を記載しますのでご確認ください。指定の時間外に来場した場合は、車
内等でお待ちいただくことがあります。
また、日時等を変更する場合があります。

わくわくキッズルームのお知らせ

■日

日

育

電話番号

２-２０４

０-８０５

０-０４０

76

期

（受付時間）12:45 〜 13：15
Ｒ1.9.1 〜 10.22生まれの方

子

10

62

業

子育て支援センター

所 在 地

-

那須町大字湯本２１２

午
: 前9時〜午後5時

医 療 機 関

子の 健
育康 て
成 人

︵昼間︶診療時間

期

見川医院

16

那須塩原市弥生町１

那須塩原市黒磯幸町6 -

62

５月９日︵日︶

中川医院

０-００６

１-８６０

68

27

福島整形外科病院

23

５月 日︵日︶

５月 日︵日︶

那須塩原市高林1206 8-

-

0287 5
- 663

72

47

30

須田医院

那須町寺子丙1
14

５月 日︵日︶

塩田医院

大田原市中田原１０８１ ４
那須赤十字病院 本館１階内

午後６時 分〜
午後７時〜午後９時 分

那須地区
夜間急患診療所

30

６月６日︵日︶

日

30

＊変更になる場合がありますので事前に電話で確認してください︒

毎

◎ 病気にかかったなと思ったら︑昼間のうちに病院などに受診するよう心がけましょう︒
◎﹁かかりつけ医﹂︵日頃から相談している医師︶を持ちましょう︒

︵夜間︶受付時間
診療時間

休日当番医診療
のお知らせ

5月26日（水）

子育て支援センターでは、0歳から18歳までのお子さん
とその保護者や家庭を対象に、毎週水曜日に「わくわく
キッズルーム」を実施しています！保育士による催し物
や、講師による講座を開催する日もあります！
※新型コロナウイルス感染予防対策のため、予約制、那
須町・那須塩原市・大田原市在住者限定となっています。

わんぱくれんじゃー（要予約6組限定）
■日

時

6月2日（水）
午前10時30分〜11時30分

■内

容

親子で手形・足形をとろう！

■対

象

乳幼児とその保護者

※予約が多い場合は午後にも実施予定です。

午前10時15分〜11時45分
■内

容

ベビーマッサージ
お母さんのストレッチ

■講

師

髙松

■対

象

乳幼児とその保護者

■持ち物

15

真里さん

お子さんのバスタオルと飲み物

2021（R3）5月号

子育て・ほけんだより

子育て支援センター

☎ 71-1137
Fax 72-6887

■休 館 日 火曜日・祝日・年末年始
■利用時間 午前9時〜午後5時
※午前１１時３０分〜午後１時３０分、午後４時〜５時は消毒のため
利用できません。
土曜日・日曜日も開館していますので、お気軽に遊びにきてください。

３月 日︑町は特定非営利活動
法人みんなのコード︵東京都渋谷
区︶と﹁テクノロジー教育に関す
る連携協定﹂を締結しました︒
この協定は︑プログラミングな
どに取り組む町独自の教科﹁ＮＡ
ｉＳＵタイム﹂の充実や︑指導に

大会結果
高円宮賜杯第 回
全日本学童軟式野球大会
那須町予選会

グランドソフトボール︵身︶︑

ソフトボール︵知︶︑車いすバ

町民体育祭テニス大会︵硬式︶

▼日 時 ６月 日㈯︵予備日６

▼対象者 次の①②を満たす方

※一部競技は別日に開催予定

▼対 象 予備日も含めて参加で

▼場 所 町中央テニスコート

月 日㈰︶午前９時集合

スケットボール︵身︶

①令和３年４月１日現在で満 歳

19

以上の身体障害者︑知的障害者

きる方

は県内に所在する学校や施設等

②県内に現住所を有する方︑また

▼定 員

▼参加料 町民は無料

体戦︵ダブルス︶

▼試合方法 個人申込みによる団

央運動公園野球場︶

に通学︑入所︑通所している方

および精神障害者

力と資質の向上を目指し︑同法人
▼優 勝 那須東陽クラブ

▼締切り ５月 日㈭

人︵先着順︶

▼準優勝 那須高原クラブ

▼参加料 無料

▼定 員 ２︐０００人程度
▼申込方法
○在宅︑会社等勤務の方

町障がい者福祉係へ申し込み

▼申込み・問合せ 町体育協会テ

７５３１

ニス専門部事務局︵小倉︶

☎

r-h-o-92cha-ma@dream.jp

利根川裕太氏は︑﹁コンピュー

持・増進を図るとともに︑県民

害者が競技等を通じて健康の保

県民総スポーツを推進し︑障

者スポーツ大会︵いちご一会とち

※令和４年度の﹁第 回全国障害

▼教室内容 初級↓テニスの基礎︑

▼場 所 申込み後にお知らせ

那須町テニス教室
︵硬式︶

ターの性質や可能性を知り︑つき

の理解を深め︑障害者の自立と

５月 日㈬〜６月３日㈭

月 日㈰︶午前９時〜正午

▼講 師 日本スポーツ協会公認

▼参加費 ５００円
︵当日支払い︶

名︵先着順︶

▼締切り 5月 日

▼定 員

テニス専門部専属指導員

テニス指導員・那須町体育協会

大会に参加した者から選考します︒

特定非営利活

０２８︲６２４︲２７６１

☎０２８︲６２４︲２７６１

動法人栃木県障害者スポーツ協会

▼申込み・問合せ

の可能性があります︒

染状況により︑内容の変更や中止

※新型コロナウイルス感染症の感

22

▼日 時 ６月６日㈰︵予備日６

あい方を学び︑テクノロジーでど

社会参加を促進することを目的

陸上競技︵身・知︶︑

▼申込期間

のように豊かな暮らしをつくって

▼場 所 栃木県総合運動公園

分〜午後３時

▼日 時 ９月 日㈰午前８時

催します︒

いくのかを一緒に考えていきた

た子どもたちが︑身の回りのさまざ
まな場面で活用されるテクノロジー
の存在に気づき︑教養としてのプロ

技

︵宇都宮市西川田4︲1︲1︶
ほか

▼競

卓球︵身・知・精︶︹サウンド

12

kenspo@syospo-tochigi.org

☎

７５３１

ニス専門部事務局︵小倉︶

▼申込み・問合せ 町体育協会テ

20

グラミングをさらに楽しめるように

また︑教職員を対象とした﹁プ

テーブルテニス︵身︶を含む︺︑

なることが期待されます︒

ログラミング教育指導教員養成

アーチェリー︵身︶︑フライン
︵身・知︶︑ボッチャ︵身︶︑

塾﹂などの実施を予定しています︒
６９２２

グディスク︵身・知︶︑水泳
☎

24

今後︑プログラミング教育を受け

中級↓テニスの基礎〜ゲーム

第 回栃木県障害者
スポーツ大会

参加者募集

から無償で支援を受けるものです︒

締結式では平久井教育長が︑
﹁問題解決のためにプログラミン
グをどのように活用するのかを考
え進めていきたい﹂とあいさつし

20

ぎ大会︶
﹂
の選手は︑原則として本

所属先へ申し込み

○学校・施設等に所属する方

30

として障害者スポーツ大会を開

ました︒また︑同法人代表理事の

Fax
72

20

r-h-o-92cha-ma@dream.jp

Fax
72

Fax

30

16

2021（R3）5月号

27

期間は令和３年４月１日から２年

︵３月 日︑ 日︑４月３日 中

12

▼第３位 那須中央クラブ

あたる町内小中学校教職員の指導

41

間です︒

28

26

い﹂とあいさつしました︒

17

▼問合せ 学校教育課学校教育係

利根川裕太代表理事（左）と平久井教育長
（3/22 中会議室）

生涯学習だより

27

22

72

特定非営利活動法人みんなのコードと
「テクノロジー教育に関する連携協定」を締結

伊王野公民館 申込み・問合せ ☎75-0002
ストレッチ教室のお知らせ 楽しくリズムに乗って体を動かしてみませんか

那須公民館
6564

がらのリユース法を学びます︒
▼日 程 ７月５日㈪︑６日㈫︑
午後１時 分〜３時 分

日㈬︵全３回︶
▼時 間
▼場 所 高原公民館

申込み・問合せ ☎

●大人の寺子屋
人︵申込み多数の場

全て出席できる方
, ０００円程度
▼材料費 ３

▼対 象 町内在住の方で︑３回

合は抽選となります︶

▼定 員

▼講 師 小口秀子氏

さまざまな観点から︑免疫力

︲免疫力をつけて抗コロナ︲
を高めて︑感染症に負けない身
体をつくりましょう︒
▼日程・内容・講師
▼締切り ６月３日㈭

①６月９日﹁知恵のちから﹂
講師 鈴木正徳氏︵菅間記念病

●コロナ時代のセルフケア1
きづくために〜

〜自分のちょっとした変化に

院名誉院長 臨床顧問︶
講師 蜂巣覚氏︵発酵食品ソム

②６月 日﹁発酵のちから﹂

人︵申込み多数の場

▼対 象 町内在住の方
▼定 員

合は抽選となります︶

▼参加費 ３回で７００円程度
▼締切り ５月 日㈬

学びの森で２時間ゆったり過ご

●那須平成の森でリフレッシュ

します︒清々しい新緑の森でリフ

験﹂講師 星野尚氏

③９月 日﹁中国茶を楽しむ﹂

講師 菅野優子氏

④ 月 日﹁藍染めに挑戦﹂

講師 渋井美幸氏

⑤ 月 日﹁ニュースポーツでリ

フレッシュ﹂

講師 町スポーツ推進委員

︵毎回水曜日・全５回︶

▼場 所

▼時 間 午後２時〜３時 分

レッシュ︑入れたての珈琲を楽し
みます︒

芦野基幹集落センター他

人︵申込み多数の場

▼締切り ５月 日㈬

, 5００円程度
▼参加費 ５回で１

合は抽選となります︶

▼定 員

▼日 程 ６月 日㈭
▼時 間 午前 時〜正午
▼場 所 那須平成の森
プリターの皆さん

▼講 師 那須平成の森インター

一緒に白いトウモロコシやスイカ

特設﹁芦公ファーム﹂で仲間と

●お野菜育て隊
合は抽選となります︶

人︵申込み多数の場
▼対 象 町内在住の方

などの夏野菜を育てます︒

▼定 員

▼参加費 500円

９月以降に開催予定です︒
▼日程・内容・講師︵全3回︶

講師 渋井幸氏
︵毎週水曜日 全３回︶

▼締切り 5月 日㈮

0002

※ 服装等は後日参加者に通知します︒

芦野公民館
申込み・問合せ ☎

めの﹁電柵﹂についても学びます︒

▼期 日 初回は６月 日㈮

午前 時〜 時 分

人︵申込み多数の場

▼集 合 芦野基幹集落センター

▼定 員

先ずはトビラをノックしよう！

の学びがあなたを待っています︒

催となります︒

合は抽選となります︶
, ０００円程度︵苗︑
▼参加費 １
善！〜
︹全身の縮図︺
とされる手

③8月４日㈬﹁指ヨガで血流改

▼日程・内容

▼締切り ５月 日㈮

日﹁プログラミング体

▼その他 ２回目以降は不定期開

▼講 師 大平和子氏

肥料代など︶
のケアだけで不調を改善します

所旧跡巡り〜﹂講師 案内ボラ

①６月９日﹁初夏の芦野散策〜名
ん 指ヨガセラピスト︶
▼時 間 午後２時〜３時 分

②７月

ンティア遊行会

〜﹂講師 高久由理氏︵めぐちゃ
書︶や布を張り︑柿渋を塗りオリ

▼場 所 高原公民館

18

で自分を知る＆マスクスプレー
作成﹂講師 郷たえ子氏︵嗅覚
反応分析士︶
当法〜番茶を使ったセルフケア

●まなびのトビラ

30

▼場 所 文化センター

人︵申込み多数の場

②６月 日㈬﹁自宅でできるお手
〜﹂講師 薄井史子氏︵﹁なす

28

トビラを開くと幅広いジャンル

74

また︑動物の被害に遭わないた

①６月９日㈬﹁簡単香りチェック

自分に合ったセルフケアの方法

30

▼時 間 午後２時〜３時 分

リエ︶

26

30

子育ちの会﹂主宰︶

10

▼対 象 町内在住の方
▼定 員

３７６４

合は抽選となります︶
▼参加費 無料

高原公民館
申込み・問合せ ☎
いっ かん ば

●一閑張り教室

30

30

竹製のザルやカゴに︑和紙︵古

76

を学びましょう︒第2シリーズを

29

27

10

72

③６月 日﹁運動のちから﹂

15

12

20

▼締切り ５月 日㈬
26

11

28

生涯学習だより

10

11

21

30

30

2021（R3）5月号

17

26

10 24

12

12

12

16

23

ジナルのバックを作ります︒昔な

14

一閑張り

教室・講座
受講生募集
6月9日、7月14日、9月29日、10月27日、11月10日（毎回水曜日・全5回）
午後２時３０分〜４時
■対 象 町内在住の方
スポーツセンター格技場
３０人（申込み多数の場合は抽選となります）
エアロビック協会等
■締切り ６月１日㈫
■参加費 無料
タオル、飲物、シューズ、運動しやすい服装
■日 程
■時 間
■場 所
■定 員
■講 師
■持ち物

那須歴史探訪館収蔵品整理ボランティア募集のお知らせ！
当館では歴史資料などを数多く収集・保管しています。保管するた
めには歴史資料１点１点の情報を記録し整理する必要があります。ご
協力いただける方は、お気軽にお問い合わせください。
■日 時 6月12日㈯午前10時〜正午
■申込み・問合せ 那須歴史探訪館 ☎７４ー７００７

那須歴史探訪館
新館長あいさつ

▼会 期 ６月 日㈰まで
▼入館料 大人２００円︵中学生
以下無料︶
▼休館日 毎週月曜日︵祝日の場
合は翌日︑５月６日は休館︶
﹁学校資料から見る那須の歴史﹂

○関連講座のご案内
▼日 時 ５月 日㈯午後１時
分〜３時

人
︵先着順・要申込み︶

▼講 師 当館学芸員
▼定 員

４月から那須歴史探訪館の館長
になりました︒生まれも育ちも那

▼場 所 芦野公民館
７００７

須町で︑那須連山の姿と町の自然
館☎

とちぎウーマン応援塾２０２１

▼場 所 高原公民館

▼指導者 青木澄子氏

▼受講料 無料
▼締切り ５月 日㈪

▼問合せ 児玉 ☎

▼月会費 有
６９２３

町教育委員会

５７２０

るとち２０２１﹂は︑新型コロナ

定していたサイクルイベント﹁ぐ

援・保護者との協働〜子育ての合言

﹁気になる子どもの保護者への支

令和３年度は特別支援教育セミ

ナーを年２回開催します︒

保護者とのよりよい関係づくりに

の子どもたちへの支援や︑家庭・

第１回目は︑教育・保育現場で

▼募集開始日 ７月上旬︵予定︶

ついて︑臨床発達心理士の立場か

らの見解を学ぶことができる貴重

な機会となる講演です︒

教育テレビの﹁すくすく子育て﹂

ホームページ︵ https://gurutochi
︶をご覧ください︒
-cycling.com/
とちぎ男女共同参画センター主

日祝日を除く︶

にも臨床発達心理士として度々登

コーラスマスクを着用し︑感

那須高原コーラス
団員を募集します
参画する意欲のある女性で︑受

染症対策を徹底しています︒初

７時 分

▼日 時 ６月３日㈭午後６時〜

ください︒

される方は学校教育課までご連絡

※会場準備の都合上︑参加を希望

お待ちしています︒

で登壇します︒皆さんのご参加を

場しています︒当日はオンライン

講師の久保山茂樹氏は︑ＮＨＫ

今後︑学芸員と事務職員の３人

催の講座︵全７回︶がパルティと

☎０７０︲４０２０︲９４９８

を目的とした講座です︒詳細は︑
お気軽にお問合せください︒

講後︑栃木県男女共同参画地域

心者の方︑見学のみの方も大歓

▼対 象 地域活動や社会活動に

務局 午前 時〜午後５時︵土

で︑企画展や常設展示を充実させ

講義やグループワークを通して︑
女性リーダーとして必要とされる

ちぎ︵宇都宮市︶で開催されます︒

お待ちしています︒

置が完了し︑多くの歴史ある学校
廃校に所蔵されていた写真や美術

推進員会那須支部の会員として

午後１時 分〜３時

▼日 時 毎月２回
︵土曜日︶

迎です︒
活動できる方
は面談し︑町で１人を推薦︶

▼定 員 １人︵応募多数の場合

品の中から︑郷土にゆかり深い益

介します︒

などの︑選りすぐりの作品をご紹

子重雄氏や五十嵐豊氏の書や布絵

が廃校となりました︒本展では︑

同士のネットワークを広げること

知識やスキルを身に付け︑参加者

平成 年度に町では学校適正配

﹁廃校の美術品﹂開催中！

那須歴史探訪館企画展

てまいりますので︑ぜひお越しく

▼問合せ ぐるとち実行委員会事

※詳細については︑ぐるとち公式

︵月・祝︶

▼延期後日程 ９月 日㈰〜 日

により︑開催を延期します︒

葉は それでいいよ だいじょうぶ〜﹂

特別支援教育セミナー

74

ウイルス感染症の感染拡大の影響

５月 日㈯〜 日㈰に開催を予

﹁ぐるとち﹂
延期のお知らせ

涯学習係 ☎

▼申込み・問合せ 生涯学習課生

31

72

ださい︒皆さまのご来館を心より

〜女性の声で地域を変
えよう〜受講生募集

20

30

▼申込み・問合せ 那須歴史探訪

きな那須町を皆さまに紹介するた
め︑一生懸命取り組み︑歴史と魅
力あふれる那須町を感じていただ
けるように︑歴史探訪館から発信

19

▼場 所 文化センター小ホール︑

各保育園等

▼講 師 久保山茂樹氏

６９２２

▼問合せ 学校教育課

☎

18

2021（R3）5月号

生涯学習だより

22

13

29

をこよなく愛する一人です︒すて

30

那須歴史探訪館
館長 澤正二さん

info@gurutochi-cycling.com

します︒

74

23

10

30

30

72

30

申込み・問合せは図書館へ
☎７２-５８４０
http://www.library.nasu.tochigi.jp

No.282

広報４月号の26ページでお知らせした、「ス
ポレクＪＯＹ那須」のバウンドテニス開催曜日に
誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
誤：「毎週水曜日」
正：「毎週木曜日」

イベント情報
○農業支援講座﹁野菜づく
りのコツと裏ワザ﹂
▼日 時 ６月 日㈯午後２時〜

デジタル郷土資料

﹁ADEAC
︵アデアック︶
﹂

新着資料のご案内

▼一般書

東野 圭吾

○ 絵本と自然を楽しむ会

白鳥とコウモリ

佐伯 泰英

町の歴史や文化を次世代へと伝

初詣

４時

新謎解きはディナーのあとで

﹁新緑の那須高原で絵本を学ぼ

えていくため︑図書館で所蔵して

ＤＶＤやデータベース

デアック︶に公開しました︒

葉書をデジタル化し︑デジタル

アウシュヴィッツで君を想う

ドキュメント

泳ぐ者

湊 かなえ

青山 文平

オンラインデータベース

エリザベス・ハンド

いとう みく

ねずみくんのピッピッピクニック

手鞠 るい

うさぎタウンのおむすびやさん

す!

あおぞらこども食堂はじまりま

▼児童書

過ぎにし夏︑マーズ・ヒルで

エディ・デ・ウィンド

アーカイブサイトADEAC︵ア

東川 篤哉

いる﹁那須地域の年表﹂や那須歴

▼定 員
容

を 見 な が ら ︑野 菜 作 り に 役 立 つ

▼内

境があれば︑どなたでも閲覧する

インターネットに接続できる環

▼参加費 無料

ことができます︒学習と研究の機
会にぜひご活用ください︒

詳しくは図書館ホームページを

連れの方が気兼ねなく当館を利用

ご覧ください︒

﹁読み聞かせを始めよう！﹂を

をご利用ください

斉藤 倫

さいごのゆうれい

なかえ よしを

◯下野新聞データベースｐｌｕｓ

できる時間です︒この機会をぜひ
また︑﹁育児書﹂を手に取りや
すいように﹁育児コーナー﹂を設

きたきつねとはるのいのち

テーマに読み聞かせの心構えから
を学ぶ講座を開催します︒
これからご家庭で読み聞かせを

手島 圭三郎

地震はなぜ起きる？ 鎌田 浩毅

みつばちと少年

▼YA︵ヤングアダルト︶
◯ＴＫＣローライブラリー

※紙面の都合上︑新着資料の紹介

◯ルーラル電子図書館︵農文協

◯ナクソス・ミュージック・ライ

は一部のみとなっています︒

データベース︶

ブラリー

置しています︒

※暮らしや趣味︑調べ物等に役立

※図書館ホームページから資料の

予約サービスをご利用ください︒

村上 しいこ

つデータベースです︒ぜひご利用

▼日 時 毎月第１・第３土曜日
午前９時〜正午

タブレット端末
利用できます
館内でのインターネットやデー
タベース閲覧等にご利用下さい︒

検索ができます︒貸出中の資料は︑

始めたいとお考えの方︑学校や施
気軽にご参加ください︒
▼日 時 ６月 日㈯午後２時〜
４時

▼講 師 大橋悦子氏
人︵要申込み︶

▼場 所 ２階学習室
▼定 員

利用方法や規約等は受付の際に
ご確認下さい︒

ください︒

設で読み聞かせをしている方など︑

日経テレコン

ご利用ください︒

赤ちゃんタイムは︑乳幼児をお

﹁赤ちゃんタイム﹂実施中

▼持ち物 筆記用具

コツや裏ワザなどを学ぶ講座です︒

史探訪館で所蔵している貴重な絵

▼場 所 ２階学習室

人︵要申込み︶

化協会︶

▼講 師 鈴木稔氏︵農山漁村文

▼定 員
※
﹁季節にあったお気に入りの本﹂
をご紹介ください︒
※当日は現地集合・現地解散とな
りますのでご注意ください︒

人︵要申込み︶

う﹂をテーマに楽しく学べる読み

19

絵本の読み方︑絵本の選び方まで

○読み聞かせ入門講座

10

聞かせの講座を開催します︒
▼日 時 ５月 日㈫午前 時〜
正午

10

▼場 所 ビジターセンター

▼講 師 山元寿美子氏

18

12

図書館だより

2021（R3）5月号

19

10

10

図書館だより
お詫びと訂正

那須町「暮らしの便利帳2021」広告募集

町営住宅の入居者を募集します

町の窓口業務や手続き、子育て、福祉、健康、防
災などの行政情報や施設の案内のほか、地域の情報
を掲載した冊子「暮らしの便利帳」を、民間事業者
「株式会社サイネックス」と協働で発行します。
■発行予定 令和３年９月頃
■配
布 町内全世帯：ポスティング
転入者：住民生活課または各支所の窓口
■広告募集 ６月末まで「暮らしの便利帳」に掲載
する広告を募集します。掲載広告を募るため、株
式会社サイネックスが事業所（企業や商店など）
を訪問しますので、「暮らしの便利帳」にぜひご
参画ください。
■問合せ
〇発行に関すること
総務課広報広聴係 ☎72-6901
〇広告に関すること
株式会社サイネックス ☎028-632-9711

ください。なお、申込み多数の場合は抽選となります。

■募集期間 5月7日(金)〜20日(木)※土日を除く
■申込資格
所得が基準の範囲にある方で現在住宅に困っている
方（町民税等の滞納がないこと、連帯保証人が付け
られること、暴力団員でないこと等が条件）。
■申込み・問合せ ふるさと定住課住宅政策係
☎７２−６９５５

【入居募集の町営住宅】
間取り

湯本団地(H5)
上の原第3団地(S49)
黒田団地(S45)
前原団地(H2)

3DK

戸数
1戸
1戸
1戸
1戸

3DK
2DK
3DK

単身入居
不可
不可
可
不可

市町教育委員会等に配布

※詳しくはホームページ︵ http://
︶をご
www.tochiiku.sakura.ne.jp

確認ください︒

▼問合せ 栃木県育英会事務局

20

家内労働者の方・
家内労働を委託する方

栃木県電気機械器具製造業最低

☎０２８︲６２３︲３４５９

電話による相続・遺言

工賃が︑４月 日から改正されま

▼対象者 栃木県の区域内で電気

無料相談を実施します

した︒

機械器具製造業に係る業務に従

相続︑遺言に関する相談を受け

付けています︒なお︑相談には︑

事する家内労働者およびこれら

▼最低工賃額

予約が必要です︒

の業務を委託する委託者

・品目 コネクター

※７月まで
︵７月は第２・５土曜日︶

▼日 程 毎月第２・４土曜日

付けられた端子をコネクターに

10

・工程 差し︵電線の端末に取り

▼相談時間 午前 時〜午後３時

の間で 分程度

▼相談方法 予約をした相談者に︑

30

団地名※（ ）内は建設年度

差し込むことをいう︶

リード線について行うもの

46

・規格

司法書士から所定の時間に電話

・金額 １ピンにつき 銭

※詳しくは︑栃木労働局労働基準

会☎０２８︲６１４︲１１２２

▼予約・問合せ 栃木県司法書士

をします︒

１０９︶または最寄りの労働基準

部賃金室︵☎０２８︲６３４︲９

監督署へお問い合わせください︒

お詫びと訂正

訂正いたします︒

広報４月号６ページの掲載記事

誤﹁ＢＭＩ１３０以上﹂

栃木県育英会奨学生を
募集します

月に高等学校または修業年限２年

に誤りがありました︒お詫びして

以上の専修学校高等課程に在学し

正﹁ＢＭＩ３０以上﹂

栃木県育英会では︑令和３年４

ている方を対象に奨学生を募集し

ます︒

17

▼募集期間

５月 日㈪〜６月 日㈭

▼願書等配布先 県内高等学校︑

17

入居希望者は、町役場２階のふるさと定住課にご相談

広 告

令和３年４月１日〜
（通常当院PET‐CT検査 ベーシックコース：104,500円(消費税込)）
※2021年4月より最新型デジタルPET−CT装置による検診が受けられます。

令和４年３月31日

※自主財源の確保と地元企業等のイメージアップや地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。
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20

栃木県政世論調査にご協力ください

暮らしや栃木県政への要望などについて、県民の皆さんが日頃感じていることをお伺いし、「人が育ち、地域が活
きる 未来に誇れる元気な とちぎ 」を皆さんと共に築き上げる基礎資料として実施するものです。
■対
象 県内に在住する１８歳以上の方から２，０００人を無作為抽出
■期
間 ５月２４日（月）から６月１５日（火）まで
■実施方法 調査票を郵送します。（個人の情報は厳守します）
■問 合 せ 栃木県広報課 ☎０２８−６２３−２１５８

お知らせ
栃木県立美術館

那須まちづくり広場
①アートギャラリー 自然に沿った

⑤那須広場塾〜地域発のエネル
ギーを考える︵その6︶〜
分〜 時 分

▼日 時 ５月 日㈫午前９時
▼参加費 無料

２時 分

▼日 時 ５月 日㈫午後１時〜

⑥第２回那須地域交通検討会

☎０９０︲６１１４︲３５２５

鏑木孝昭

暮らし〜日々の養生法あれこれ〜

３４３４

〜大人にこそ絵本を〜

▼参加費 無料

▼参加費 １︐０００円

▼時 間 午後１時〜２時 分

▼申込み・問合せ 那須まちづく

逃 室

湯 本

仲町中

遠藤 和男 様

大森 兼義 様

草野 勇三 様

渡邉 享勇 様

ご寄付・善意
ありがとうございました

☎０９０︲６１１４︲３５２５

鏑木孝昭

▼講師・申込み・問合せ

６月 日㈮

▼日 程 ５月 日㈮︑ 日㈮︑

③書道教室

☎０８０︲５５７３︲３７７８

大塚尚美

▼講師・申込み・問合せ

０００円︵飲み物とお菓子付︶

とお菓子・ランチ付︶または１︐

▼参加費 １︐５００円︵飲み物

時 分

▼日 時 ５月 日㈬午前 時〜

②あなたと絵本とおしゃべりと

☎

▼問合せ 那須まちづくり広場

︵火曜定休︶

㈪午前９時〜午後４時

○岩田色ガラスの世界

た︑岩田藤七氏の美しい作品の
数々を紹介します︒
㈰午前９時 分〜午後５時
︵休館 月曜日︶

▼観覧料 中学生以下無料
・一般の方 ９００円
︵８００円︶
・大学︑高校生 ６００円︵５０
０円︶
※カッコ内は 人以上の団体料金
※６月 日㈯︑ 日㈰︑ 日㈫は
県民の日のため無料です︒
▼問合せ 栃木県立美術館
☎０２８︲６２１︲３５６６

栃木県立博物館
○県博デー
▼期 日 ５月 日㈰

那須町民生委員
④おしゃれな色鉛筆教室〜色鉛筆

那須野ケ原ライオンズクラブ 様

３４３４
で花を誰でも描けます〜

児童委員協議会 様
クイズにチャレンジ︑博物館コ

３４３４

︵４/ 現在︶

菅間記念病院 様

社会医療法人 博愛会

通学防犯パトロール隊 様

ンサート︵ストロベリージュー

▼講 師 阿部素尚

正午

公益社団法人 大田原法人会 様
▼問合せ 栃木県立博物館教育広

学芸員とっておき講座

▼日 時 ５月 日㈰午前 時〜

り広場☎

30

クボックス︶︑キッズツアー︑

▼内 容 百人一首読み札ぬり絵︑

18

ガラス工芸を芸術の域まで高め

▼講師・申込み・問合せ

18

▼日 時 ５月７日㈮〜５月 日

30

︲岩田藤七・久利・糸子︲

11

30

▼日 時 ４月 日㈯〜６月 日
27

31

10

28

30

10

タウンinformation

12

14

16

▼問合せ 那須まちづくり広場
☎

15

報課
☎０２８︲６３４︲１３１2

※自主財源の確保と地元企業等のイメージアップや地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。
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