ウイングヴィーナス入居者募集中！

町営住宅の入居者を募集します

町が運営する新婚・子育て世帯向けの賃貸住宅
「ウイングヴィーナス」の入居者を募集しています。
■募集期間 ８月３１日（火）まで
■要 件 次の要件を全て満たす方
①入居しようとする世帯全員の合計所得月額が１５
万８千円から４８万７千円以内であること。
②同居する親族がある方で次のいずれかに該当すること。
・子育て世帯（同居者に１８歳未満の方がいる世帯
または妊娠している方がいる世帯）
・新婚世帯（婚姻の届出をして５年以内の方または
婚姻予定の方）
■家 賃 5万7千円（別途共益費、駐車場代が必要）
※入居条件を満たすことで減額となった後の家賃です。
■間取り 3ＬＤＫ（69.６㎡） ■募集戸数 21戸
■入居可能日 令和４年１月
■申込み （株）東陽宅建 ☎0287-64-1221
■問合せ ふるさと定住課住宅政策係 ☎72-6955

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 6月7日(月)〜18日(金)※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】

お知らせ

高校生の保護者のための

県内企業への就職に興味がある

説明会を開催します︒

５００円︵町外在住の場合 小

学生５︐５００円〜︑大人１１︐

０００円︶

▼締切り ７月２日㈮午後５時ま

で︵郵送・電子メール・ファク

シミリは当日必着︶

○那須疎水探検ツアー
︵一泊二日︶

那須疎水から︑那須野ヶ原地域

18

の自然や歴史について学びます︒

17

▼日 時 ７月３日㈯午後１時〜

▼日 程 ８月 日㈫〜 日㈬

▼場 所 なす高原自然の家

組︵申込み多数の場

▼対 象 県内外の家族・成人

▼定 員

合は抽選となります︶

▼負担金 幼児３︐７００円〜︑
大

10

3DK

３時

15

2DK

▼場 所 ベルヴィ宇都宮︵宇都

宮市宿郷５丁目 ︲ ︶

▼対 象 高校生の保護者

レゼンテーション︑個別説明会

▼内 容 ミニセミナー︑企業プ

21

3DK

単身入居
不可
不可
可
不可

合同企業説明会︵栃木県主催︶

3DK

戸数
1戸
1戸
1戸
1戸
高校生の保護者を対象に合同企業

湯本団地(H5)
上の原第3団地(S49)
黒田団地(S46)
前原団地(H2)

人６︐９００円

17

間取り

︵事前予約

７月 日㈪午後５時︵郵送・電

▼申込み ６月 日㈭午前９時〜

12

団地名※（ ）内は建設年度

▼申込み・問合せ

制︶株式会社ワークエントリー

子メール・ファクシミリは当日

必着︶

那須まちづくり広場

３４３４

年間の歴

☎０２８︲６１２︲８６４３

６２４０

76

なす高原自然の家

○ふれあい登山教室 那須連峰

in

問合せ・申込み☎

○アートギャラリー

問合せ・申込み☎

74

﹁親子でチャレンジ！茶臼岳登山﹂

家族で一緒に︑日本百名山のひ

ワーカーズコープ

40

︵一泊二日︶

とつである茶臼岳の登頂に挑戦！

史・資料を展示します︒

午前９時〜午後５時
︵火曜定休︶

▼日 時 ６月 日㈬まで

30

ガイド付きで初心者も安心です︒

▼日 程 ８月７日㈯〜８日㈰

○書道教室

月９日㈮午後１時〜２時 分

▼日 時 ６月 日㈮〜 日㈮︑
７

25

▼場 所 なす高原自然の家

人︵申込み多数の場

▼参加費 １︐０００円︵道具は

持参してください︶

30

11

▼対 象 小学生以上を持つ家族

合は抽選となります︶

▼定 員

▼負担金

・小学生５︐０００円〜︑大人８︐

35

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

※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。

タウンinformation

2021（R3）6月号

20

令和3年度労働保険年度更新の申告・納付期間は7月12日までです
労働保険料の算定方法は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの賃金総
額に保険料率を乗じて得た額となります。詳しくはお問い合わせください。
■問合せ
〇栃木県労働局労働保険徴収室 ☎０２８-６３４-９１１３
〇大田原労働基準監督署
☎０２８７‐２２-２２７９
〇黒磯公共職業安定所
☎０２８７‐６２-０１４４

試

験

第１回消防設備士試験

税務職員採用試験

問合せ 人事院人材局試験課

☎０３︲３５８１︲５３１１
︵内線２３３３︶

シャリスト﹂として勤務する職員

︵内線２０９７︶

☎０４８︲６００︲３１１１

局人事第二課試験係

○その他の問合せ 関東信越国税

︵国家公務員︶を募集します︒

国税局や税務署で︑﹁税のスペ

▼受験資格

▼試験の種類
甲種︵特類・第１類〜５類︶
①令和３年４月１日において︑高
等学校または中等教育学校を卒
業した日の翌日から起算して３
年を経過していない方および令
和４年３月までに高等学校また
は中等教育学校卒業見込みの方

調理師および製菓衛生師の試験
を次のとおり実施します︒

なお︑新型コロナウイルス感染

▼申込み方法等 ６月 日㈪午前

しますのでご確認ください︒

ます︒県ホームページでお知らせ

り︑延期や中止になる場合があり

症や台風などの荒天等の影響によ

９時から６月 日㈬の期間中に

▼日 時 ８月４日㈬午前９時

インターネットから申込み

と認める方

②人事院が①に掲げる者に準ずる

調理師試験および
製菓衛生師試験

乙種︵第１類〜第７類︶
▼日 時 ９月 日㈰午前９時
分〜
等学校︵宇都宮市雀宮町 ︶

▼会 場 栃木県立宇都宮工業高
▼試験手数料
甲種 ５︐７００円
乙種 ３︐８００円
午前９時 〜 午 後 ５ 時︵ 土

▼書面申請期間 ７月５日㈪〜
日㈮
日・祝日を除く︶
▼願書配布場所
那須地区消防本部予防課・大田

※インターネット申込みができな

等学校︵宇都宮市睦町１︲ ︶

▼会 場 宇都宮短期大学附属高

分〜正午
い場合は︑第一次試験地を所轄す

http://www.jinji-shiken.go.jp/ju
ken.html

る国税局にお問い合わせください︒

原消防署・黒磯消防署・西那須
▼願書受付場所 ︵一財︶消防試

▼試験日

▼受付期間 ６月 日㈬〜 日㈮

35

18

︵午前８時 分〜午後５時 分︶

16

15

☎０２８７︲２２︲２３６４

▼問合せ 県北健康福祉センター

・製菓衛生師試験 ９︐４００円

・調理師試験 ６︐１００円

▼受験手数料

※郵送では受け付けません︒

30

野消防署・那須消防署
験研究センター栃木県支部︵宇

・第一次試験 ９月５日㈰
月 日㈬〜 日
で指定する日時
▼合格発表日
・第一次試験合格者

月 日㈫
︵土日祝日を除く︶

▼問合せ 午前９時〜午後５時

・最終合格者

月７日㈭

㈮のうち第一次試験合格通知書

・第二次試験

都宮市昭和１丁目２番 号栃木

30

県自治会館１階︶に郵送または
直接持参
▼電子申請 インターネットで申
請ができます︒詳細は︵一財︶
消防試験研究センターのホーム
ページ︵
https://www.shoubo︶をご覧ください︒
shiken.or.jp/

22
○インターネット申込みに関する

※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。

30
16

▼問合せ ︵一財︶消防試験研究

センター栃木県支部

13

10

16
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52

16

☎０２８︲６２４︲１０２２

10

11
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30

12

栃木県

︻おいしい食べ方︼

ます︒また︑じゃがいもの風味を

とりしてよりおいしく召し上がれ

一歩動き出してみませんか︒

会や生活が変わった今︑再就職へ

新型コロナウイルス感染症で社

とちぎ再就職フェア開催

生かし︑バターやチーズをトッピ

▼日 時 ６月 日㈬午後１時〜

レンジで温めるとふっくらしっ

まんじゅうの中身はじゃがい
ングして︑トーストするのもおス

西郷村の隠れた名物、
教えちゃいます！
も！？﹁ポテトまんじゅう﹂

牛乳やバターで作った︑蒸しパン

村特産のじゃがいも︑新鮮な高原

﹁ポテトまんじゅう﹂は︑西郷

︻販売店︼

しください

しみ方がありますので︑ぜひお試

味唐辛子︑塩など︑いろいろな楽

スメ︒その他にもマヨネーズや七

▼対象者 栃木県内での就職を希

︵宇都宮市上大曽町492︲1︶

▼場 所 ホテル東日本宇都宮

４時 分

ふわふわもちもち食感の皮の中

望している方
︵新規学卒者を除く︶

たっぷり︒甘さを抑えた素朴な味

▼場 所 福島県西白河郡西郷村

☎０２４８︲25︲５００７

るごと西郷館﹂

※コードから応募または町観光商

☎０２８︲６１２︲８６４３

局 ㈱ワークエントリー︶

▼申込み・問合せ 栃木県︵事務

▼内 容 合同企業説明会︵とち

わいで︑甘いものが苦手な方も大

大字熊倉字折口原１４６番地

工課窓口の応募用紙でも申込みで

▼名 称 西郷村農産物産館﹁ま

丈夫︒味もプレーン︑かぼちゃ︑

▼営業時間 午前９時〜午後６時

ぎの優良企業 社参加予定︶

よもぎの３種類から選べます︒

▼定休日 毎月第３火曜日

きます︒

このお饅頭は︑じゃがいもの生
産地である西郷村川谷地区のお母

▼駐車場 普通車 台︑バス７台

には︑じゃがいもを使った餡が

のような口当たりのお饅頭です︒

30

那須地域協議会 様

遠藤 和男 様

大森 兼義 様

草野 勇三 様

ご寄付・善意
ありがとうございました
湯 本
逃 室
連合栃木

サッポロビール株式会社

那須工場 様

通学防犯パトロール隊 様
社会医療法人 博愛会

菅間記念病院 様

22
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30

さんたちが中心となって作ってお
り︑﹁料理コンクール福島県知事
賞﹂などさまざまな賞を受賞して
いる逸品︒ぜひ西郷村にお越しい
ただきご賞味ください︒

56

福島県

西郷村
那須町

70

︵５/ 現在︶
15

わくわくドキドキはすぐそこにある

福島県西郷村との広報紙コラボ企画が始まりました！
那須町は西郷村の魅力や話題を、
西郷村は那須町の魅力や話題を互いの広報紙で紹介します！
（偶数月号掲載）

広 告

※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。

あたたかいお気持ちありがとうございます

この日、子育て支援センター
に遊びに来ていた皆さん。
「絵本をどうもありがとう！」
（5／20 ゆめプラザ・那須）

連合栃木那須地域協議会様（写真左）から町こど
も未来課へ、絵本と図鑑約100冊をいただきまし
た。この絵本と図鑑は、同協議会が5月に開催した
那須地区メーデーで参加者から集めたもの。今
後、子育て支援センターと保育園、放課後児童ク
ラブで活用します。

自転車に正しく乗ろう！！

思いを込めた体育祭は一生の思い出です

5月25日、澄み渡る青空の中、那須中央中学校の体育祭が開
催されました。これまで、生徒会執行部と体育祭実行委員会
が企画し、生徒主体で準備してきました。
体育祭実行委員長の大島彩愛さん（写真右）は、「コロナ禍
であっても内容を工夫し思いを込めて準備した。バタバタす
ることもあったが、思い出に残る体育祭になった」と、嬉し
そうに話してくれました。

花と緑でまちをきれいに

ゆっくり、ゆったり、癒されました

芦野寿会の皆さん︒美しい花壇になりま
した

5月20日、東陽小学校の3〜6年生を対象に交通安全教室が行
われました。児童は、自転車プロロードレースチーム「那須
ブラーゼン」の選手から、正しいブレーキの使い方や安全な
曲がり方を学びました。
選手との約束（左側通行・歩道は歩行者優先・ヘルメットの
着用など）を守り、楽しく自転車に乗ろう！

5月19日、子育て支援センターで和みのヨーガ教室を開催し
ました。9組の親子が参加し、自身の心と体に向き合う時間と
なりました。毎月さまざまな催し物を開催しているので、ぜ
ひご参加ください。託児付きのイベントもあります。

5月18日、芦野寿会の皆さんによって、地域の方々が集う芦
野支所の花壇がきれいに整備されました。さらに、今年はＣ
Ｏ2削減対策として、日光を遮るグリーンカーテンも設置して
いただきました。

23

サッポロビール株式会社那須工場様から町社会福祉
協議会へ、新型コロナ感染者などへの偏見や差別を
防ぐシンボル、「シトラスリボン」300個をいただ
きました。このシトラスリボンは、同社の従業員の
有志10人が約2週間かけて作製したもので、リー
ダーの佐々木崇さん（写真右）は「差別や偏見を無
くしたいと思った。要望があれば続けていきたい」
と話しました。（4／26 ゆめプラザ・那須）

2021（R3）6月号

カメラスケッチ

６月の「わくわくキッズルーム」の催しは14ページをご覧ください

緒に乗れるアトラクションも多数

北関東最大級の遊園地﹁那須ハイ
さらに︑フクロウ・うさぎ・カ

クカフェなども完備しています︒

揃え︑屋内外のドックランやドッ

那須高原の大自然に囲まれた︑
ランドパーク﹂︒近づくにつれて︑
ワウソなどの動物と触れ合えるエ

数々のジェットコースターやひと

ら子どもも楽しめるものまで全8

新型コロナウィルス感染防止対策

日を過ごしてみませんか︒

めぐ
り

那須 のおいしい

麺麺

きわ目立つ大観覧車がお出迎えし

い特長です︒

があるのも那須ならではのうれし

リアや魚釣りができる渓流エリア

コースターは大人気のぶら下が

てくれます︒
り式コースター﹁Ｆ２︵エフ・

種類︒モーションシートを使用し

・従業員のマスク・手袋の着用

家族やペットとワンダフルな一

た日本初の３Ｄシューティングア

・入園時の検温や手の消毒

ツー︶﹂をはじめとする絶叫系か

トラクション﹁ＸＤダークライ

・３歳以上の方へのマスク着用の
お願い

ド﹂などの屋内施設も充実してい

・屋内外のソーシャルディスタン

ます︒これら約 種類のアトラク
ションのうち︑なんと半数以上が

ス︵１ｍ以上︶確保を徹底

24
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みんなの広場

No.05

59

左から高久三津枝さん、
店主の吉田誠一さん、
妻の幸子さん

至黒羽

大塚菓子店

コメリハード＆
グリーン伊王野店

・屋内施設の換気を実施

正慶寺

も連れでも楽しむことができます︒

住所 東岩崎199-1
☎0287-75-0541
営業時間 11：00〜14：00
16：30〜19：30
定休日
月曜日

３歳未満でも利用でき︑
小さな子ど

菊地製菓直販店

当時大勢で会合を開ける宴会場が無
くてね︒妻の父からの勧めもあり︑
宴会場のある店を建てた﹂と誠一さ
ん︒以来︑﹁これで良しは無し﹂と︑
今でもレシピを見直していると言い
ます︒
今年で 年目を迎え息子さんも加
わった桃園には︑常連客が足しげく
通います︒一緒に店を切り盛りする
妻の幸子さんは︑﹁あの人は広東メ
ン︑あの人はタンメンってね︑お客
さんの顔を見れば注文を聞かなくて
も分かるの﹂と目を細めます︒
アットホームな雰囲気に︑おなか
も心も満たされました︒

37

桃園

中華料理

那須町立東陽小

那須町森林組合

・３密になる可能性がある場合は
人数制限を実施 など

18

「広東メン」

桃園

店イチ押しで一番人気の麺メ
ニューは﹁広東メン﹂︒コクがあり︑
さっぱりとしたしょうゆ味のスープ
は︑店主の吉田誠一さんが火加減に
気を配り丁寧にとる鶏のダシが決め
手︒麺は︑誠一さんが手もみする細
麺のちぢれ麺︒あんの具材は白菜︑
ニンジン︑青菜︑たけのこ︑ハム︑
豚肉︑うずらの卵で︑香ばしく炒め
た具材のうまみを︑とろみで閉じ込
めます︒
誠一さんは︑ 歳から東京の中華
料理店で修業後︑昭和 年︑ 歳の
とき妻の幸子さんと桃園を始めまし
た︒﹁生まれ育った伊王野地区には︑

至白河

また︑﹁日本一ペットフレンド

びしょ濡れ確実！？これからの季節に最高のアトラクション
も多数あります

中華料理

28

広東メン

40

リーな遊園地﹂を目指し︑犬と一

広いスペースを備えるドックカフェ。ペットと一緒にゆった
りとくつろげます

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

わんダフルな一日を!!
家族・ペットにも優しい遊園地

場

で 楽 しむ
近
vol.5
那須ハイランドパーク

マイクロツーリズム
表紙シリーズ

今月の

て︑町長が委嘱する町医を務める

どの保健事業を担当する医師とし

陽は西へ傾きをりぬ麦の秋

麦秋やかつて荷車通る道

早苗田や那須の大地の水豊か

菖蒲入れ長湯楽しむ一人かな

菖蒲湯の香り立ちこめ日の暮れぬ

次の世を託すつもりや鯉のぼり

青空に家族の期待鯉のぼり

菖蒲湯や幼き頃の傷の跡

那須岳へ凛々しく向ふ鯉のぼり

鯉のぼり谷間を泳ぎ里おこし

のぼり旗柿渋染めのお洒落着に

大空へ闘志を燃やしこいのぼり

菖蒲刈る朝澄みし香の一雫

若葉風青春の日にこころ馳せ

久びさの友と刻得し新茶汲む

柏餅食べるどの子が農を継ぐ

濃く淡く燃ゆる若葉の里暮らし

岡部

七海

長島

小森

鮎沢

伊藤

大場

深沢

高崎

中島

松浦

鮎瀬

啓子

静江

勝子

和子

栄子

芦山

千郷

五月女加代子

渡辺

英音

益子美都里

杉浦

慶子

須藤さよ子

松本

照代

公子

愛子

和子

慶子

秀文

汀

町が行う予防接種や健康診査な

急事態宣言が発令されるまでに拡

麦秋やペダル漕ぎゆく中学生

齋藤

ています︒
２０２０年１月 日︑日

歴史は感染症との戦いと言われ

︱新型コロナ︑１年を振り返って

塚原純雄先生にお話を伺いました︒

大しました︒私たちは３密を避け

日の匂ひ風の匂ふや麦の秋

本人初の新型コロナ感染者が確認
され︑その後︑４月には全国に緊

るため自粛するようになりました︒
︱ワクチンの集団接種が始まりま
した
今年になりワクチンが開発され︑
那須町においても５月 日から高
齢者の接種が始まりました︒多く
の町民にできるだけ早期に接種す
るため︑河島団長を中心とした那
須町医師団︵河島︑立花︑塩田︑
田崎︑見川医院︑あしのメディカ
ルクリニック︑那須高原病院︶の
方々︑そして訪問看護ステーショ
ンの方々などのご協力を得て集団
接種を行っています︒
︱町民の皆さんへ
まだコロナ禍は続くと思われま
すので︑一人一人が今まで通りの
感染予防に努めて頂きたいと思い
ます︒各医院では日頃の診察時間
をコロナワクチン接種に当ててお
り︑患者様にも多大なご迷惑をお
かけしておりますが︑ご理解の程︑

守屋はるみ

田中恵美子

◎今月号の遊行柳の投句は該当作品がありませんでした

かつて無き自粛長引く日々なれど
自然はめぐりて緑の季節に
空の色映す青田のかたはらに
白鷺一羽脚あげて立つ

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 ６月１８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

16

10

よろしくお願いいたします︒

みんなの広場

2021（R3）6月号

25

純雄さん
塚原

句
俳

短 歌

地域のために活動する人や
団体を紹介します

町医

人
No.6

無料相談会

行

政

相

談

人

権

相

談

日 時
6月18日(金)
7月 2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

7月26日(月)

9:30〜12:00

ゆめプラザ・那須

心配ごと相談

6月21日(月)

10:00〜15:00

ゆめプラザ・那須

子 育 て 相 談

6月19日(土)
7月17日(土)

9:00〜17:00

こころの健康
相
談
日

7月30日(金)

10:00〜15:00

働く人のメンタ
ルヘルス相談

6月16日(水)
13:30〜16:30
7月 1日(木）

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

6月23日(水)
7月14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

6月23日(水)

13:30〜15:30

不動産会館県北支部

広
法

7月 8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

（児童家庭相談員 ほか）

心身の不調、
人間関係の悩み

保健センター

予約・問合せ

（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：7月1日(木)〜7日(水)の期間に電話で予約。

消費の豆知識

狙 わ れ る⁉

18

歳・

19

歳
﹁金
誘など問題のある販売方法や手口

も目立ちます︒

うまい話はうのみにせず︑きっ

ぱり断りましょう︒また︑クーリ

ング・オフなど消費者の味方にな

るルールを身につけましょう︒ト

2021（R3）6月号

︵か ね︶﹂と﹁美︵び︶﹂
の消費

ラブルに遭ったと感じた場合は︑

早めに消費生活センター等にご相

無料相談会・消費の豆知識

者トラブルに気をつけて！

18

談ください︒

困ったときは一人で悩まず相談し

20

民法改正により︑令和４年４月

歳に引き下げられます︒未成年者

ましょう︒

１日から︑成年年齢が 歳から

が親の同意を得ずに契約した場合

▼問合せ

６９３７

には︑民法で定められた未成年者

☎

○那須町消費生活センター

72

取消権によってその契約を取り消

○栃木県消費生活センター

☎０２８︲６２５︲２２２７

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）

すことができますが︑成年になっ

24

て結んだ契約は未成年者取消権の

20

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

「消費者ホットライン」
3桁の電話番号１８８番へ

また︑ 代前半︵ 〜 歳︶で

20

行使ができなくなります︒

19

多く見られる儲け話や美容関連の

18

消費者トラブルに︑成年になった

ばかりの 歳・ 歳も巻き込まれ

20

る恐れがあります︒

︿ 歳〜 歳代前半の消費生活相

談の傾向﹀

ダイエットサプリメント︑除毛

剤などの詐欺的な定期購入商法︑

洋服などの詐欺や模倣品サイト︑

アダルトサイトといったインター

ネット通販トラブルが多くみられ

ます︒きっかけとしてはインター

ネット広告︑ＳＮＳで知り合った

人や友人から誘われるケースがあ

ります︒虚偽説明および長時間勧

18

26

令和3年6月・7月のカレンダー
6月

10
11
12

木
金
土

6月10日〜7月9日

25

金

26

土

27

日

休日当番医診療 黒磯病院（☎62-0961）

13

日

休日当番医診療 滝田メディカルクリニック（☎62-0392）

28

月

休館（図書館、スポセン、文セン、探訪館、ドーム）

14

月

休館（図書館、スポセン、文セン、探訪館、ドーム）

29

火

休館（ゆめプラザ・那須）

15

火

休館（ゆめプラザ・那須）、探訪館臨時休館

30

水

休館（りぼーる）

16

水

働く人のメンタルヘルス相談
（大田原労政事務所 午後1時30分〜午後4時30分）
休館（りぼーる）、探訪館臨時休館

木

17

1

働く人のメンタルヘルス相談
（大田原労政事務所 午後1時30分〜午後4時30分）

木

探訪館臨時休館

18

行政相談（ゆめプラザ・那須

行政相談（ゆめプラザ・那須

2

金

金

19

子育て相談（子育て支援センター 午前9時〜午後5時）
探訪館臨時休館

3

土

土

4

日

休日当番医診療 大島内科小児科医院（☎62-0106）

20

日

5

月

広報那須７月号発行
休館（図書館、スポセン、文セン、探訪館、ドーム）

21

月

心配ごと相談（ゆめプラザ・那須 午前10時〜午後3時）
休館（図書館、スポセン、文セン、探訪館、ドーム）

火

休館（ゆめプラザ・那須）

22

6

火

休館（ゆめプラザ・那須）

7

水

休館（りぼーる）

23

水

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

8

木

広域無料法律相談
（トコトコ大田原

24

木

9

金

午前9時〜正午）

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 立花医院（☎72-0311）

※休館案内

7月

午前9時〜正午）

午後1時30分〜4時30分）

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。
※検診等は子育て・保健だより(14ページ)をご覧ください。
※内容等は変更になる場合があります。

6月の納税

広報那須7月号 ７月５日(月)発行

納期限6月30日（水）

・町県民税１期
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）6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

設置後は︑私が所属している

活動や子ども向けプログラムを通

か︑ＣＳＲ︵企業の社会的責任︶

回 ﹁アニマルパスウェイって何？﹂

会を保護することができます︒

に転落しての死︶を防ぎ︑繁殖機

「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（6月１日現在・住民基本台帳）

イスｔｏフェイスの交流﹂をす
ることは︑今はまだ叶いません
が︑今後の交流に希望を感じま
した︒▼２日後の５月 日には︑
ゆめプラザ・那須で︑高齢者の
新型コロナウイルスワクチンの
集団接種が始まりました︒続い
て︑伊王野基幹集落センターと
高原公民館でも始まりました︒
▼すべての希望者が接種を終え︑
那須町︑葉山町の両町民が互い
に行き来し︑交流できる日を楽
しみにしています︒

(-5)

皆さんは︑那須平成の森の前の

24,674人

県道２９０号線を福島方面に向か
うと︑頭上に橋のような構造物が

人口

だより

﹁アニマルパスウェイと野生生

●

〜自分だけの自然に出会う〜

物の会﹂がモニタリング調査を

調査は今後も継続していきます
が︑これらは生物多様性保全やＳ
ＤＧｓの具体的な活動としても重
要だと考えています︒

令和２年３月２８日生

すばしっこくて力持ちな男の子です。いち
ごが大好きです。

寧くんは …

い︒私も潮風に吹かれてみた
い﹂と応えました︒▼同日︑那
須岳山頂では︑本格的な登山
シーズンの到来を告げる開山祭
が行われました︒家族や仲間と
新緑を満喫し︑登山や散策を楽
しみたい季節を迎えました︒葉
山町でも︑ふりそそぐ太陽の光
をたっぷり浴びながらのマリン
スポーツや海のレジャーが活発
になる頃でしょう︒▼両町の豊
かな自然などを生かし︑山梨葉
山町長の言葉を借りれば﹁フェ

10,483世帯 (+25)

第

月に環境省
のセンサーカメラを設置し︑撮

㎝︑ 行 っ て い ま す ︒ 橋 の 両 端 に ２ 台

月に

して︑
役割や意義を発信しています︒

あるのを見たことがありますか？
これは︑２０１１年
ｍ︑橋床幅

２０１７年の５月から

影した動画を解析します︒

月ま

かけて行った調査の結果では︑

那須平成の森フィールドセンター

ニホンヤマネは５月から

インタープリター

かっこう

若林千賀子

でにアニマルパスウェイを１４
月中旬まで利用す

５回利用しました︒８月が最多
で︑その後

る様子が撮影できました︒この
月中旬が冬眠時期

ことにより︑那須地域のニホン
ヤマネは︑

ニホンヤマネ以外でも森林依

であることが推測できます︒
存の高いヒメネズミの利用が確
須での利用が国内初確認でした︒

５月８日︑町役場正庁で行わ
れた神奈川県葉山町との友好都
市協定締結式を取材しました︒
▼記者会見の中で葉山町の山梨
町長は︑﹁那須には広大な山々︑
温泉︑スキー場などがある︒今
日もさわやかな空気を感じ︑長
く滞在してみたいと思った﹂と
笑顔を見せ︑平山町長は︑﹁那
須の町民は海へのあこがれが強

女 12,400人（-3）

ｍの﹁アニマルパスウェ

動物︵アニマル︶と通り道︵パス

ウォーク中の解説に活用するほ

これらの調査結果は︑ガイド

ことも分かりました︒

ロードキル抑止に役立っている

用など︑ほふく性の昆虫などの

ミムシ︑シャクガ科の幼虫の利

ウ エ イ ︶ を 組 み 合 わ せ た 造 語 で ︑ 昆虫ではザトウムシ︑コブハサ
ニホンヤマネやニホンリスのよう
な樹上性小動物が︑道路等で分断
された森を安全に移動することを
目的に設置した﹁通り道﹂のこと
です︒この通り道があることに
よ っ て ︑ ロ ー ド キ ル︵ 轢 死 や 側 溝

世帯数

航太さん
唯さん
母

(湯本)
ん

人見

寧

く

父
ねい

6人 ( 0)
20人 (-17)
119人 (-17)
108人 (-39)
4人

男 12,274人（-2）

が設置した全長
25
分断された森をつなぐアニマルパスウェイ

10

﹁ ア ニ マ ル パ ス ウ ェ イ ﹂ と は ︑ 認でき︑また︑モモンガは︑那

イ﹂です︒

地上高

14

出生
死亡
転入
転出
その他

●

10

11

10

赤ちゃん
ちは

5

アニマルパスウェイを利用する二ホンヤマネ

10

10

に
こん

12
5.6
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