利用できる主な施設等
教育標準時間認定
（1号認定）

満3歳以上で、教育
を希望する場合

認定こども園、幼稚園
保育認定
（2号認定）

満 3 歳 以 上で、保 育
を希望する場合

認定こども園、保育園
保育認定
（3号認定）

満 3 歳 未 満で、保 育
を希望する場合

認定こども園、保育園、
地域型保育

認定こども園那須幼稚園と那須
みふじ幼稚園では︑令和４年度の
新入園児を９月１日㈬から募集し

放課後児童クラブ
学童指導員募集

るいは介護などをしているけれど︑

ストレスがたまり虐待をしてしま

食中毒の予防のために

︵那須高原小学校隣接地︶

〇にじいろクラブ

また︑一人一人が食中毒予防の

齢者などは十分注意しましょう︒

アニサキス︑カンピロバクター

申し込みください︒
▼就業時間

暴力的行為などで︑身体に傷や

３原則を守ることで︑食中毒にか

による食中毒が多発しています︒

▼町内認定こども園・幼稚園

あざ︑痛みを与えたり︑外部と

からないよう対策をしましょう︒

う心配があるという方は︑ご連絡

○認定こども園那須幼稚園
・平 日 午後１時〜６時 分

の接触を意図的︑継続的に遮断

ください︒情報や秘密は守ります︒

︵１号・２号認定︶
・土曜日 午前８時〜午後５時

すること

ます︒ご希望の方は︑園へ直接お

○那須みふじ幼稚園︵１号認定︶

８時〜午後６時 分の間で５〜

・学校が長期休暇の場合は︑午前

○那須みふじ幼稚園

●身体的虐待

不衛生な取り扱いなどで食中毒が

発生しやすくなるので︑小児や高

調理器具は熱湯や塩素系漂白剤

▼問合せ

地域保健部生活衛生課食品衛生

ニワトリ︑牛︑豚などの腸にす

ると定めています︒早期に発見し

10

2021（R3）8月号

この時期は︑体力の低下や食品の

３歳以上
︵平成 年４

︿虐待の種類﹀

月２日生〜平成 年４月１日生︶

③菌をやっつける 食品や食材は

早めに低温保存する

②菌を増やさない 食品や食材は

① 菌をつけない 入念に手洗いする

脅しや侮辱等の言葉や態度︑無

●心理的虐待

※土曜日に勤務できる方︑経験者

視や嫌がらせ等によって精神的︑

６時間

翌日から入園できます︒

情緒的に苦痛を与えること

で消毒する

中心部までしっかりと加熱し︑

本人が嫌がる性的行為や裸で放

アニサキス幼虫が寄生している

置すること

生鮮魚介類を生で食べることで︑

︻アニサキス︼

本人の合意なしに財産や金銭を

アニサキス幼虫が胃壁や腸壁に刺

意図的であるか︑否かを問わず︑

む感染力の強い細菌で︑鶏肉の生

使用し︑本人が希望する金銭の

介護や生活の世話を行っている

食や加熱不十分な調理などが原因

使用を理由なく制限すること

●経済的虐待

●性的虐待

および有資格者を優先します︒勤

者の希望により︑午後６時まで

賃金等はお問い合わせください︒

務時間と日数は相談に応じます︒

実施しています︒また︑夏・春

▼ 申込み・問合せ にじいろクラブ
５２１６
みんなで考えよう
﹁高齢者虐待﹂

☎

︵午後２時〜６時︶

の長期休業中は︑午前８時〜午
後６時まで実施しています︒
▼２歳児預かり ２歳児は﹁預か
り保育﹂
として預かり︑
満３歳の
３〜５歳児は基本保育

誕生日をもって入園となります︒
▼保育料

高齢者に対して心身を傷つける

者が︑その提供を放棄または放

で食中毒を引き起こします︒

入して食中毒を引き起こします︒
ような言動や︑人権侵害をするこ

任し︑結果として高齢者の生活

▼問合せ 県北健康福祉センター

●介護の放棄・放任
︵ネグレクト︶

とを﹁高齢者虐待﹂といいます︒

環境や︑高齢者自身の身体・精

〜虐待を未然に防ぐために〜

給食の副食費や預かり保育料も

高齢者虐待防止法では︑生命ま

神的状態を悪化させること

１３５０

認定こども園
那須幼稚園

︻カンピロバクター︼

無償化される場合があります︒

たは身体に重大な危険がある虐待

▼問合せ

を発見した方は通報する義務があ

☎

０１８４

担当☎０２８７︲ ︲２３６４
６９１０

〇保健福祉課地域支援係

１１３８

〇町地域包括支援センター

☎

対応することで︑虐待の深刻化を
防ぐことができます︒
虐待を受けている方︑虐待して

☎

22

○認定こども園那須幼稚園
☎

那須みふじ幼稚園

子育て・ほけんだより

45

▼預かり保育 保育時間外に保護

45

▼入園資格
28

※年度途中でも満３歳の誕生日の

31

料が無償化︒
家庭の状況に応じて︑

73

いると思われる行為を見た方︑あ

72

71

62

72

９月１日から募集を開始します

対象となる子ども

令和４年度新入園児募集
支給認定区分

保健だより
事

午
: 前9時〜午後5時

医 療 機 関

て

■日 時 8月25日（水）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 ベビーマッサージインストラクター 髙松 真里さん
■対 象 乳幼児とその保護者
■持ち物 お子様のバスタオルと飲み物

2021（R3）8月号

保健センター ☎72-5858
時間及び対象者
（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、前立腺がん、子
宮 頸 が ん、乳 が ん、肝 炎 ウ イ ル
ス、骨粗しょう症（女性のみ）

大同集落 （受付時間）8：00 〜 10:30(※)
センター （健診項目）
特定健診、基本健診、胃がん、肺
がん、大腸がん、前立腺がん、肝
9/ 3（金） 夕狩公民館
炎ウイルス
9/ 2（木）

☎71-1137

10カ月児
健
診

8/12（木）

（受付時間）12:45 〜 13:15
Ｒ2.9.11. 〜 11.12生まれの方

ママと赤ちゃ
んのリフレッ
シ ュ 教 室

8/25（水）

（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

乳幼児相談

9/ 9（木）

1歳6カ月児
健
診

9/10（金）

2歳児歯科
検
診

9/15（水）

（受付時間）12:45 〜 13:15
Ｒ1.5.29 〜Ｒ1.8.21生まれの方

4カ月児健診

9/17（金）

（受付時間）12:45 〜 13:15
Ｒ3.3.31 〜Ｒ3.5.17生まれの方

ゆめプラザ・那須内

育

電話番号

8月21日（土）午前10時30分〜11時30分
プール遊びや水風船釣りをします！
乳幼児とその保護者

「リフレッシュ教室」（要予約8組限定）

11

場所

（受付時間）10:00 〜 10:30
要予約
（受付時間）12:45 〜 13:15
Ｒ1.12.3 〜Ｒ2.2.28生まれの方

地

「夏フェス」（要予約20組限定）

☎ 71-1137

8/23（月）
8/24（火）

子

所 在

■日 時 8月18日（水）午前10時30分〜11時30分
■内 容 プールで遊ぼう
■対 象 乳幼児とその保護者
※赤ちゃん用ベビーバスもあります！

子育て支援センター

生活習慣病
健
診

日

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。
３歳児健診は広報９月号でお知らせします。
※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。

「わんぱくれんじゃー」（要予約10組限定）

時
容
象

総 合 健 診

期

子育て支援センター

わくわくキッズルームのお知らせ

■日
■内
■対

業

ゆめプラザ・
那須内

子の 健
育康 て
成 人

︵昼間︶診療時間

日

３-５３５

０-０４０

65

期

那須塩原市大原間140 1-

-

０-００６

62

渡部医院

那須塩原市黒磯幸町6
27

８月８日︵日 ︶

中川医院

那須塩原市高林1206 8-

３-３３５

68

８月９日︵月 ︶

15

須田医院

那須塩原市本町２ ４64

８月 日︵日 ︶

22

米倉クリニック

67

８月 日︵日 ︶

19

０-０１１

６-６６２

47

那須塩原市沓掛2 - 1-

0287 5
- 663

74

29

なすこどもクリニック

那須塩原市沓掛3 8- -

25

８月 日︵日 ︶

ムラキクリニック

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

９月５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

子育て支援センターでは、お子さんとその保護者やご家
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に伴い、予約制とな
っています。

「親子にこにこたいむ」
（要予約10組限定・託児あり）
■日

時

■内
■講

容
師

■対 象
■持ち物

9月8日（水）
午前10時30分〜11時30分
和みのヨーガと癒しのコシチャイム
和みのヨーガインストラクター 星野 瑞季さん
マキノ式チャイム音響師
花山 理紗さん
乳幼児とその保護者
バスタオルと飲み物

「わんぱくれんじゃー」（要予約8組限定）
■日

時

■内
■対

容
象

9月15日（水）
午前10時30分〜11時30分
手形・足形をとろう！
乳幼児とその保護者

利用時間：9時〜17時
※11時30分〜13時30分、16時〜17時は消毒のため利用できません。
休 館 日：火曜日、祝祭日、年末年始

子育て・ほけんだより

那須町が目指す︑
未来の姿
﹁学校・家庭・地域が︑子どもの教
育に対する課題や目標を共有し︑一体

社会教育施設で行われる

6564︶

子どもたちの学び
︵公民館事業︶
○那須公民館︵問合せ☎

○高原公民館︵問合せ☎

那須高等学校との関わり

3764︶

町立公民館では︑那須高等学校の生

徒を受け入れています︒これは︑高校

の授業として実施されており︑生徒に︑

地域の方と知り合いになってほしいと

高原公民館では昨年度︑企画展のス

いう思いから始まったものです︒

一室に小学生からシニアの方々まで

タッフとして高校生を受け入れました︒

毎月最終木曜の夜︑文化センターの

﹁那須の夜会﹂
ボードゲーム交流会

き上げることで︑学校教育が充実し︑

次々と集まってきます︒その目的は︑

となって子どもたちを育てる体制を築
そこに関わる大人たちの成長が促され︑

があります︒そのために町は︑町民一

には︑このような豊かな未来を創る力

初対面同士でも︑ゲームで遊ぶうちに

ながら︑多世代交流を図っています︒

楽しめるよう職員がコーディネートし

は︑面識のない参加者同士でも一緒に

多彩な参加者が集まるこの交流会で

地域住民が交流することの効果を感じ

したりする様子が初々しく︑高校生と

ね﹂と話しかけられたり︑丁寧に案内

して公民館にいるの？﹂﹁えらいわ

者と交流しました︒来場者から﹁どう

当日は︑受付や会場案内を担い︑来場
﹁ボードゲーム交流会﹂︒

丸となった︑学校づくり︑地域づくり

ました︒

町が進めるコミュニティ・スクール

地域づくりの担い手を育成していく﹂︒

を進めていきます︒

すぐに打ち解けることができます︒

昨今の新型コロナウイルス感染症の

と協働しながらできることを進めてい

は感染症対策を講じ︑学校運営協議会

くい社会となっていますが︑各学校で

めにはどんなことが必要かなどを学ぶ

ションのとり方や人と楽しく過ごすた

回転させ楽しみながら︑コミュニケー

理・推測で頭をひねったり︑頭をフル

戦略を練り駆け引きを楽しんだり︑推

に学ぶ講座は︑あと３回予定していま

クスプレーを作りました︒高校生と共

の高校生が参加し︑自分に合ったマス

ロナ時代のセルフケア﹂講座には３名

高校生が参加しています︒６月の﹁コ

今年度は公民館講座の受講生として

ます︒皆さんのお住いの地域でも︑学

す︒皆さんも︑この機会にぜひ︑高校

全員で協力して勝利を目指したり︑

校と地域住民との協働活動が行われて

ことができます︒ぜひご参加ください︒

広がりにより︑人と人とが触れ合いに

いますので︑気軽に学校に足を運んで

詳しくは︑
生涯学習課にご確認ください︒

生と一緒に学んでみてはいかがですか︒
随時受付中です︒

12
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76

ください︒

自分に合った香りを選ぶ那須高生

○コミュニティ・スクールとは
学校運営協議会を設置している学校です︒
○学校運営協議会とは
学校のパートナーとして︑学校と地域
が協働し︑地域の子どもたちをどのよう
に育てていくか︑そのためにどうするか
を共に考え︑実践していく組織です︒学
校教職員︑保護者︑地域住民により構成
されています︒

カードゲームを楽しむ参加者

生涯学習だより

72

夏 休みの学び
﹁サマース ク ー ル ﹂
児童生徒にとって︑２年ぶりに長い
夏休みが帰ってきました︒コロナ禍と
はいえ︑昆虫採集︑水遊び︑花火など︑
楽しみはたくさんあります︒また︑楽
しみとは逆に︑宿題が進まないのも夏
休みの風物詩の一つです︒
そんな夏休みの宿題を進めるために
﹁サマースクール﹂を開校している小
学校があります︒今年は︑東陽小学校︑
田代友愛小学校︑那須高原小学校で実
施しました︒サマースクールでは︑夏
休みのドリル︑絵画︑習字等︑夏の宿
題を進める講座があり︑地域の指導者
が中心となって︑児童の学びをサポー
トしています︒また︑児童の興味関心
が高いプログラミング︑川遊びなどを
体験できる講座も実施しており︑子ど
もたちが普段の学校教育では味わえな
いことを体験できるのもサマースクー
ルの醍醐味です︒
参加した児童からは︑﹁思ったとお
りにプログラミングができたときがう
れしかった︒もっとプログラミングを
学びたいです﹂﹁友達と一緒に勉強で
きるし︑大人の人に教えてもらえるか
ら宿題が進みます﹂といった感想が
返ってきました︒
長い夏休み︑計画的に宿題を進め︑
自分の趣味を広げたり深めたりしなが
ら︑有意義に過ごしましょう︒

生涯学習だより
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13

☎７２−６９２３

生涯学習係

生涯学習課

那須町教育委員会事務局

■問合せ

プログラミング（那須高原小）
ドリル学習（東陽小）
ペットボトルロケット作り（田代友愛小）

町民全員が関わる「那須町の子育て」を目指して

町では、子育てに関わる全ての大人が、子どもとより良い関係を築くことを目的に、家庭教育支援講演を実施し
ます。講師の高濱正伸氏は、「花まる学習会」という塾の代表として全国で家庭教育、体験活動の大切さを広め
ています。「親だからできること」について、楽しく、分かりやすく講演していただきますので、ぜひご参加く
ださい。

全国空手道選手権大会予選兼栃木県大会
上位入賞おめでとうございます!!

３月 日㈰︑県総合運動公園武
道館︵ユウケイ武道館︶で開催さ
れた﹁第 回小学生・中学生全国
う

空手道選手権大会予選兼第 回栃
み

木県大会﹂で︑川井田美憂さん

大会結果
第 回那須町長杯争奪
壮年ソフトボール大会

︵６月 日︑スポーツセンター︶

▼準優勝 藤倉 拓真

▼第３位 三浦 雅也

︻団体の部︼

▼優 勝 ＭＡＸ

︵６月 日︑スポーツセンター︶

︻個人︵女子︶︼

▼優 勝 キュービーズ

▼優 勝 田代チーム

▼優 勝 中田 直美

▼準優勝 那須町役場

▼準優勝 池田チーム

▼準優勝 那須町役場

○弓道︵6月 日︑町弓道場︶

▼第３位 ＮＶＣ

︵５月 日〜６月５日 中央運動

︻個 人︼

○ゲートボール︵７月８日︑友愛

公園 他︶

▼優 勝 亀井 美智緒

○バレーボール︵女子︶

︵黒田原小６年生︶が形の部で準

︵黒田原小５年生︶
︑
横濱詩乃さん

伊王野下町ソフトクラブ

▼優 勝 クラウンズ

︻一 部︼

高久クラブ・大島クラブ

第 回那須町民ゴルフ
大会︵秋の大会︶

参加者募集

▼第３位 黒田原チーム

の森︶

優勝し︑瀬古龍生さん︵一般︶が
▼準優勝

の

形の部で第３位となりました︒団
▼第三位

し

体戦では︑川井田美憂さん︑横濱

▼第３位 岡村 英明
○テニス︵６月 日︶
▼優 勝 Ｄチーム

︵野村︑三森︑薄井︑田中︑笹

荘所有者︑町内ゴルフ場正会員

▼対 象 町内在住者︑
在勤者︑
別

月７日㈭雨天決行

▼申込方法 町内各ゴルフ場また

▼参加費 １︐０００円

○バドミントン

▼準優勝 佐藤 仁一

▼優 勝 石井 俊幸

︻シニアの部︼

お支払いください︒

の申込用紙を提出し︑参加費を

日㈭︵定員になり次第締切り︶

５９５９

務局︵スポーツセンター︶

▼問合せ 那須町民ゴルフ大会事

☎

14
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りゅう き

詩乃さん︑松本ななさん︵高久小

▼準優勝 平野 信明

沼井 美智雄︵伊王野下町ソフ

▼敢闘賞

松田 雅勝︵クラウンズ︶

▼最優秀選手賞

左から川井田美憂さん、横濱詩乃さん

５年生︶が準優勝しました︒
川井田美憂さん︑横濱詩乃さん
は︑９月 日㈯︑ 日㈰に高崎市
の高崎アリーナで開催される﹁第

トクラブ︶

沼︑後藤︶
▼準優勝 Ａチーム

▼期 日

▼優 勝 大森 宏幸

事付︑利用税込︑消費税込︶
▼準優勝 金澤 一成

は各ゴルフ練習場等にある専用

︻一般の部︼

浩
︵６月 日︑スポーツセンター︶

▼第３位 人見

︻一般の部︵ダブルス︶︼

▼第３位 人見 伊久雄

▼申込期間 ８月 日㈬〜９月
▼優 勝 高久優・小太刀かつ子

ンター格技場︶
︻個人︵男子︶︼
▼優 勝 菊地 春喜

11

回小学生・中学生全国空手道選

︻二 部︼
▼優 勝 モールディング

︵小池︑高島︑長尾︑高根沢︑

▼定 員 １２０人︵ 組︶

▼準優勝 大沢クラブ

▼プレー費 14︐０００円︵食

▼場 所 那須ゴルフ倶楽部
○クレー射撃

尾崎︑伊藤︶

︵６月 日︑那須国際射撃場︶

▼最優秀選手賞
若松 進一︵モールディング︶
▼敢闘賞
福山 智之︵大沢クラブ︶

10

27

27

○柔 道︵７月７日︑スポーツセ

回町民体育祭

64

72

▼第３位 芳賀直幸・大田航輔︑
深沢佳代子・深沢守
○バレーボール︵男子︶

9

48

27

27

27
▼準優勝 田島聡・田嶋宏丞

第

30

43

66

20

19

30

28

63

18

手権大会﹂に出場します︒

63

通信
〜Vol.10〜

いちご一会とちぎ国体
リハーサル大会開催に
伴う交通規制︵9月5
日㈰︶のお知らせ

手作り応援のぼり旗を作製しました

全国から訪れる選手・監督や大
会関係者を温かく迎えるため︑町
内の小中学生が手作り応援のぼり
旗を作製しました︒各小中学校で

ご一会とちぎ国体﹂の運営能力の

令和４年 月に開催する﹁いち
ジとともにアイディアの詰まった

調べ︑選手たちへの応援メッセー

キャラクター︑方言などについて

は︑作製する都道府県の特産品や

向上や国体開催の機運醸成を図る

原地内の公道︶で交通規制を行い

︵下川︑豊岡︑芦野︑富岡︑黒田

ンターを発着とする大会コース

てほしい﹂とエールを送りました︒

選手の方々には全身全霊で頑張っ

とのぼり旗作りは緊張しました︒

んは﹁大会会場に飾られると思う

黒田原小学校６年の平山紗菜さ

のぼり旗を完成させました︒

ます︒詳しくは︑町実行委員会

心を込めて作製した手作り応援

大会実施にあたり︑スポーツセ

ためリハーサル大会を開催します︒

ホームページまたは各戸配布のチ

ル大会当日︑表彰式会場等に飾ら

のぼり旗は︑９月５日のリハーサ

沿道や周辺の皆さまには大変な

みんなで踊ろう！いちご一会
ダンス〜アナザースクール事
業いちご一会ダンス講座〜

▼問合せ いちご一会とちぎ国体

那須町実行委員会事務局︵教育

５６７８

委員会生涯学習課国体推進室︶

☎

生涯学習だより

ラシをご覧ください︒

６月25日、黒田原小６年の岡本美月さんと
髙根澤葵さんが国体推進室で職場体験学習を行
いました。
2人は、とちぎ国体町民運動の１つ、花いっぱ
い運動に取り組みました。スポーツセンター玄関
前の花壇にベコニアを定植し、応援メッセージを
書いた花壇プレートを設置しました。また、ス
ポーツセンター玄関内にはポスターを飾り、国体
をＰＲするため華やかに装飾しました。その後、
これらの活動について、広報用の記事を作り、町
実行委員会ホームページやＳＮＳに掲載しまし
た。ホームページ等をぜひご覧ください。

れますので︑ぜひご覧ください︒

▼交通規制時間 午前８時から午
後２時頃まで
央中学校

▼駐車場 中央運動公園・那須中
※新型コロナウイルス感染状況に
より変更になる場合があります︒

職場体験学習レポート
職場体験学習レポート

ご不便とご迷惑をお掛けしますが︑
ご理解とご協力をお願いします︒
抗自転車競技大会
ス

▼大会名 第 回全国都道府県対
▼期 日 ９月５日㈰
ポーツセンター前

▼スタート／フィニッシュ
▼競技開始時間
女子スタート 午前９時
男子スタート 午前 時 分

30

とちまるくんときゅーびーの国
体クイズで盛り上がりました
（東陽小）

初めてのダンスでも息の合った
決めポーズで楽しく踊りました
（那須高原小）

ホームページ

2021（R3）8月号

15

みんなで歌いながらとてもかわ
いいダンスでした（黒田原小）

74

10

ご当地キャラクターを丁寧に描きまし
た（那須中）

タブレットで調べながら、方言で応援
メッセージを書きました（黒田原小）

10

56

高原公民館「日本産蝶類版画立体図鑑」展
廣田日出樹氏の鮮やかな木版画を具現化した、美しい標本箱を展示しています。
ぜひお越しください。
■会 期 ８月23日㈪まで（土日祝日を除く）
■場 所 高原公民館玄関ホール
■時 間 午前８時30分〜午後５時
■協 力 新部公亮氏
■問合せ 高原公民館 ☎７６-３７６４

教室・講座
受講生募集
高原公民館
申込み・問合せ ☎

３７６４

▼定 員

名︵申込み多数の場

合は抽選となります︶
▼参加費 １千円程度
︵３回合計︶
▼締切り ８月 日㈫

○パソコンの日
〜困りごと解決〜
パソコンの操作等で︑困ってい
講義後︑実践演習︑情報交換会を

ることを皆で解決する講座です︒
実施します︒

月

※④〜⑧回目のテーマは受講生で

改善〜﹂

▼場 所 高原公民館

▼時 間 午後６時 分〜８時

共

催

３７６４

６５６４

那須公民館・高原公民館
申込み・問合せ
・那須公民館 ☎
・高原公民館 ☎

○親子でトライ！Ⅲ
〜親子で茶臼岳登山〜

登山の専門家と那須ロープウェ

イ山頂駅から茶臼岳に登って︑噴

火のしくみや火山防災を学びます︒
︵約３時間歩行︶

▼日 時 ９月 日㈯午前８時〜
午後０時 分︵予定︶
麓駅構内

▼集合場所 那須ロープウェイ山

▼講 師 高山昭彦氏︵那須山岳
会会員︶
護者

▼対 象 町内在住の小学生と保

▼定 員 ６組︵申込み多数の場
合は抽選となります︶

▼参加費 無料︵ロープウェイ代

飲み物︑軽食︑雨具︑

は個人負担︶
▼持ち物
防寒具等
▼締切り ８月 日㈮

○那須岳の紅葉を知る

〜那須の隠れた紅葉スポット〜

マウントジーンズ那須のゴンド

ラに乗り︑紅葉の穴場スポット

︵中の大倉尾根︶を歩きながら︑

木々の特徴や紅葉する仕組みを学

びます︒︵約３時間 分歩行︶

会会員︶

人負担︶

▼持ち物

防寒具等

月５日㈫午前８時〜

マウントジーンズ那須

名︵申込み多数の場

令和２年９月開催の

▼締切り ９月 日㈮

加する方を優先します︒

編﹂と同じ内容です︒初めて参

﹁那須岳の自然を知る①紅葉

▼その他

飲み物︑軽食︑雨具︑

▼参加費 無料︵ゴンドラ代は個

合は抽選となります︶

▼定 員

いまでで登山する体力のある方︶

▼対 象

町内在住の方
︵ 歳くら

▼講 師 高山昭彦氏︵那須山岳

▼集合場所

午後０時 分︵予定︶

▼日 時

30

16
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○コロナ時代のセルフケア２
〜自分を整える〜

▼日程・内容
︵毎回火曜日︑月１回︶

冬に備え自分自身を整えるため
に︑セルフケアの方法を学びま
①８月 日㈫

日㈫︑⑤

﹁ロボットを動かそう﹂
月

日㈫︑

﹁なぜ遅くなる？パソコン﹂
②９月 日㈫
﹁効率的なネット検索﹂
③ 月 日㈫
※④

⑥１月 日㈫︑⑦２月 日㈫︑⑧

﹁セルフ指ヨガで体と心の不調

決めて実施します︒

講師 高久由理氏︵めぐちゃん

▼アドバイザー 福屋浩之氏︵町
地域おこし協力隊︶
の方

▼対 象 町内在住で中学生以上
▼定 員 ７名︵申込み多数の場
合は抽選となります︶
▼参加費 無料
▼持ち物 パソコン一式
▼締切り ８月 日㈬

75

しょう︒好評だった第１シリーズ
と同じ講師です︒
▼日程・内容・講師
①９月 日㈬
﹁秋から冬に活躍！れんこんを
使ったお手当と塩番茶活用法﹂
講師 薄井史子氏︵﹁なす子育
ちの会﹂主宰︶

３月 日㈫に開催予定です︒

を解消〜腰痛・肩こり・冷え性

② 月6日㈬

21

76 72

12

指ヨガマスターセラピスト︶
③ 月 日㈬
﹁簡単香りチェックで自分を知
る＆美肌アロマ作り﹂
講師 郷たえ子氏︵嗅覚反応分
析士トレーナー︶
▼場 所 高原公民館
▼対 象 町内在住の方

17

22 12

30

30 10

コードから

31

21

26

30

25

11

76

▼時 間 午後２時〜３時 分

30

12

申込みできます

10

11

22

29

10

30

コードから

31

25

27

申込みできます

10

11

町ＰＴＡ連絡協議会三行詩コンクール審査結果のお知らせ
（公社）日本ＰＴＡ全国協議会が主催となり、家族の会話やコミュニケーションから育まれるきずなや家庭の
ルールなどをテーマに三行詩（短文）の募集が行われ、町内では１４７点の応募がありました。６月25日、那須中
央中学校で、町PTA連絡協議会が厳正に審査し、町内作品における各部門の優秀作品を選定しました。
優秀作品は県ＰＴＡ連合会三行詩コンクールに出品され、その後、全国の優秀作品等が選定されます。

優秀作品一覧
【小学生の部】
行ってらっしゃい気をつけて

おしごと中もわたしたちの声がひびいているといいな
ま ゆ
（東陽小４年 片岡 茉優さん）
洗たく物の山が毎日どんどんふえていく。「たたもうか」と聞いてみた。母は笑った。うれしかった。 かぐ や
（学びの森小５年 高井 輝姫さん）
おじいちゃんはいつも休みの日になにかをつくる。ぼくもすき。おじいちゃんのとなりは、ぼくのよやくせき。
はる ひ
（高久小３年 後藤 陽飛さん）
たまごやき 母の味に近づいて みんなおかわりうれしいな
（高久小５年 松本 ななさん）
いろんなできごとおこるけど かぞくではなすと わらいばなしになっていく
な な み
（田代友愛小１年 関山 奈那海さん）
【中学生の部】
大きくなったね そう言われると嬉しくなる だけどその分甘えられなくなる
甘えていいんだよ そんな魔法がかかると甘えちゃうんだ 成長するって悪いことじゃない
（那須中央中１年 大金 あみさん）
【一 般 の 部】
あなたを起こす30分前 今日も良い一日になりますようにと想いを込めて作る朝ごはん
たくさん食べて行ってらっしゃい
（東陽小 菊地 美香さん）
川の字寝 けられて乗られて狭いけど 寝息も寝言も心地よい
（東陽小 吉田 真由美さん）
ピッピッピッ 体温計で平熱チェック ギューッギュ 朝のハグで心温チェック 今日も合格！いってらっしゃい！！
（高久小 根本 美帆子さん）
「いってらっしゃい！！」今日も笑顔でおくり出し 「ただいまぁ〜」と元気にひびく声 これが我が家の日課だね
（田代友愛小 平山 みどりさん）
「おはよう」の声のトーンは体温計より正確な健康のバロメーター
（田代友愛小 土屋 友香さん）
■問合せ

戸村）☎７２-００５９

那須歴史探訪館からのお知らせ︵問合せ ☎
74

７００７︶

未経験者大歓迎です︒興味の

10

ある方はご連絡ください︒

▼日 時 ８月 日㈯ 時〜正午

21

○パネル展
﹁七橋八坊三家老﹂

芦野の歴史を表す言葉として

▼場 所 那須歴史探訪館

那須歴史探訪館では︑町内の古

﹁七橋八坊三家老﹂があります︒

文書の調査・目録作成を行ってお

芦野には奈良川・菖蒲川が流れ多

展しました︒﹁七橋八坊三家老﹂

○戦時中の歴史資料がご自宅
に眠っていませんか？

をキーワードに芦野の歴史を紹介

り︑
戦時中の資料・学童疎開・戦後

くの橋が存在し︑また芦野氏の城

します︒

開拓に関する資料を探しています︒

戦後 年が経過し︑戦時中の資

料や戦後開拓に関する資料が散逸

76

下町・奥州道中の宿場町として発

▼会 期 ８月 日㈰まで

以下無料︶

▼入館料 大人２００円︵中学生

発生し︑
問題となっています︒
たっ

しつつあります︒廃棄前に取り扱

た１回﹁自画撮り﹂画像を送った

29

!!
いにお悩みの方はご相談ください︒

７月１日付けで栃木県青少年健

○歴史資料を後世に残そう
ボランティアを募集します

全育成条例が改正されました︒青

だけでも︑その画像がインター

生涯学習だより

歴史資料等の写真撮影や整理を

少年に裸の画像などを要求する行

ネット上に流出すると︑全てを削

相手が誰であっても︑﹁自画撮

2021（R3）8月号

行うボランティアを募集します︒

為が禁止され︑特に悪質な要求行

除することは不可能です︒

30

栃木県青少年健全育成条例が改正されました

為には 万円以下の罰金が科され

ます︒

栃木県県民生活部人

り﹂画像を送るのは絶対にやめま

しょう︒

青少年のインターネット利用で

▼問合せ

権・青少年男女参画課

は︑ＳＮＳなどを通じて知り合っ

を撮影して送信してしまう︑いわ

☎０２８︲６２３︲３０７５

た人に要求され︑自分の裸の画像

ゆる﹁自画撮り﹂被害が全国的に

17

町ＰＴＡ連絡協議会事務局（那須中央中学校教頭

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

No.285

システム更新・蔵書点検に
伴う休館のお知らせ

す︒詳しくは図書館までお問い合
わせください︒

イベント情報

﹁赤ちゃんタイム﹂
実施しています！

飢渇の人 エドワード・ケアリー

▼児童書

川端 誠

せんろをまもる！ドクターイエロー

おばけの猛暑日

できる時間です︒この機会をぜひ

連れの方が気兼ねなく当館を利用

オイモはときどきいなくなる

もしものくに

鎌田 歩

ご利用ください︒また︑﹁育児

街どろぼう

赤ちゃんタイムは︑乳幼児をお

図書館スタッフと読み聞かせボ

書﹂を手に取りやすいように﹁育

コレットとわがまま王女

８月 日㈪〜９月８日㈬

ランティアによる楽しい絵本の読

児コーナー﹂を設置しています︒

各公民館に出向き︑図書の貸し

田中 哲弥

ｊｕｎａｉｄａ

ルイス・スロボドキン

こどもサピエンス史

ベングト エ
=リック・エングホルム

ほりかわ あやこ

たいせつなぎゅうにゅう

水族館

キッチンミノル

ＤＫ社

▼ＹＡ︵ヤングアダルト︶

夏休みルーム はやみね かおる

うえたに夫婦

※図書館ホームページから資料の

18
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▼期 間
が︑５年に１度の更新時期を迎え
み聞かせ会を行います︒お子様と

▼日 程 ８月７日㈯・ 日㈯

馬場 のぼる

ます︒また︑年に１度の蔵書点検
一緒に気軽にご参加ください︒

○図書館おはなし会

を合わせて行うため︑通常より長
▼日 時 ８月 日㈯

図書館で使用しているシステム

い休館となります︒ご迷惑をおか
午前 時 分〜

▼時 間 午前９時〜正午

出しをしています︒あおぞら図書

博物館のバックヤードを探検しよ

※停止期間前の貸し出しは︑返却

う!

予定日が休館期間と重ならないよ

館８月の予定日は︑
次のとおりです︒

あなたにオススメの 本谷有希子

▼一般書

うにあらかじめ貸出期間を延長し

○伊王野公民館
︵毎月第２木曜日︶

児美川 孝一郎

自分のミライの見つけ方

Ｆができない

伊岡 瞬

京極 夏彦

波木 銅

ます︒返却の際は︑ブックポスト

遠巷説百物語

滝口 悠生

教科書の外で出会う︑ぼくらの身

仮面
午前 時〜 時 分

▼日 時 ８月 日㈭

長い一日

窪 美澄

西條 奈加

※紙面の都合上︑新着資料の紹介

検索ができます︒貸出中の資料に

は一部のみとなっています︒

莫 言

佐伯 泰英

ついては︑予約サービスをご利用

下さい︒

チョ ナムジュ

阿川 佐和子

升井 純子

○千振公民館︵毎月第３水曜日︶

婿どの相逢席

一夜の夢
遅咲きの男
サハマンション

アンドルス・キヴィラフク

蛇の言葉を話した男

Ｐ．Ｇ．ウッドハウス

ボドキン家の強運

のまわりの理科

朔が満ちる
午前９時 分〜９時 分

○高原公民館︵毎月第４火曜日︶
▼日 時 ８月 日㈫
午前９時 分〜 時 分

アガワ流生きるピント

▼日 時 ８月 日㈬
45

00

利用者情報更新・長 期 間

18

24

10

利用のない利用者情 報 の
無効処理を行います
システム更新に伴い︑利用者情
報の再確認︑また 年以上利用の
ない利用者情報の無効処理を行い
ます︒貸出・返却時に利用者情報
の変更がないか確認させていただ
きますので︑ご協力をお願いしま

30

12

10

15

30

ブックポスト返却は不可︶

をご利用ください︒︵ＣＤ・ＤＶ

万事快調︵オール・グリーンズ︶

▼場 所 １階児童開架室

21

新着資料のご案内

︵毎月第１・第３㈯︶

けしますが︑ご理解とご協力をお
願いします︒
なお︑休館期間は︑貸出︑閲覧︑
検索機使用︑予約︑ホームページ
の利用ができないのでご注意くだ

21

あおぞら図書館

30

Ｄ・他の図書館から借りた資料の

さい︒

10

10

図書館だより

30

20

▼募集期間 ８月 日㈫まで
戸

町営住宅の入居者募集
︵土日を除く︶

▼募集期間 8月5日㈭〜 日㈭

3434

那須まちづくり広場
問合せ・申込み☎

〜女性たちを映像で勇気づけた

○アートギャラリー展
い〜

▼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

▼日 時 ８月 日㈬〜 日㈪午

方︵町民税等の滞納がないこと︑

▼構 造 ２ＬＤＫ・鉄筋５階建

▼募集期間 随時

あたごハイツの入居者募集

︵単身入居不可︶

・前原団地︵３ＤＫ︶ ２戸

︵単身入居可︶

・黒田団地︵２ＤＫ︶ １戸

︵単身入居不可︶

・上の原第３団地︵３ＤＫ︶２戸

︵単身入居不可︶

・湯本団地︵３ＤＫ︶ １戸

▼入居募集の町営住宅

暴力団員でないこと等が条件︶

▼所在地 寺子乙３９３８番地

０円以内であること︒

歳未満の方がい

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
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
５７︐０００円︵別途共益費︑

方または婚姻予定の方︶
賃

駐車場代が必要︶

▼家

※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︵ .６㎡︶

▼入居可能日 令和４年１月〜

▼敷 金 家賃の２カ月分

︵エレベーター無し︶
▼駐車場使用料 月額２千円／台

▼申込み ㈱東陽宅建

※必要書類を郵送または持参により申込み

前９時〜午後４時

上映＆トーク
︵主催あかね工房︶

○アートギャラリー展
▼内容・日程

①﹁ 代から輝いて生きる﹂
８月 日㈰

60

８月 日㈬

イバーからのメッセージ〜﹂

②﹁自分をとりもどす〜ＤＶサバ

15

▼時 間 午後２時〜３時 分
▼参加費 無料
○特別講演
き看取り﹂

﹁終活を考える③ 良い介護とよ

▼日 時 ８月 日㈯午後１時〜
２時 分

▼講 師 山田譲・斎藤洋子︵リ
ハビリデザイン研究所︶
○健康相談

▼参加費 無料

▼日 時 ８月 日㈬午後２時〜

▼参加費 無料︵完全予約制︶

熊田診療所所長︶

▼担 当 有我直宏︵那須烏山市

４時

▼家 賃
養者あり ２万４千円︶

・１〜３階 ３万円︵ 歳以下扶

２週間程度かかります︒

▼その他 申し込みから入居まで

できます︒︵申込書等は町ホームページか

らダウンロードできます︶
６９５５
◀ＰＲ動画

30

30

18

11

28

11

69

18

30

額が１５８︐０００円から４８７︐００

▼要 件 次の要件を全て満たす方

▼募集戸数

74

連帯保証人が付けられること︑

40

①入居しようとする世帯全員の合計所得月

31

ホームページ
◀㈱東陽宅建

扶養者あり ２万円︶

・４ 階 ２万６千円︵ 歳以下
・５ 階 ２万４千円︵ 歳以下

※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。

19

扶養者あり １万８千円︶

広 告

21

▼問合せ ふるさと定住課住宅政策係
☎

◀町ホームページ

72
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19

新婚・子育て世帯向け住宅
ウイングヴィーナス入居者を募集します

締切り
間近

18

18

18

11月
完成予定

知っていますか？建退共制度

建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目
的として設立された退職金制度です。申込み方法等、詳しくはお問い合わせください。
■加入できる事業主 建設業を営む方 ■対象となる労働者 建設業の現場で働く方
■掛け金 日額３１０円（令和３年１０月より日額３２０円になります）
■問合せ ○建退共栃木支部 ☎０２８‐６３９‐２６１１
○(独法)勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部事業推進課 ☎０３‐６７３１‐２８６７

防衛大学校・防衛医科大
学校採用試験のご案内
○防衛大学校学生
▼受付期間
・推薦︑総合選抜 ９月５日㈰〜
日㈮
７月１日㈭〜 月 日㈬

合があります︒
▼問合せ 自衛隊栃木地方協力本
部大田原地域事務所
☎０２８７︲ ︲２９４０

栃木県立盲学校体験学習
視覚に障がいのある幼児・児
童・生徒とその保護者の方︑視覚
に障がいのある成人の方を対象に︑

求職者のための巡回
︵地域︶
セミナー・巡回相談会

○働き方改革︵テレワークと生産

性向上︶

※講師 栃木働き方改革推進支援

センター専門家等

人︵先着順︶

▼対 象 経営者︑人事労務責任

者等

就職氷河期世代を対象とした就

▼定 員

午前 時 分〜正午
︵定員 人︶

午前９時 分〜正午

月 日㈭

☎０２８７︲ ︲４１５８

▼問合せ 大田原労政事務所

職セミナー・相談会です︒年齢制
月 日㈫

限等はなく︑誰でも参加できます︒
▼日 程

▼場 所 那須塩原市役所２０１
会議室
▼内 容

○相談会﹁就職活動へのアドバイ

午前 時〜 時 分

○高等部︵普通科︶ 月 日㈪
○高等部︵保健理療科・専攻科︶
月 日㈫
午前９時 分〜正午
○幼稚部

午前 時〜 時 分

※高等部保健理療科・専攻科では︑
あん摩マッサージ指圧師︑はり師︑
きゅう師を養成し︑視覚に障がい

20

０２８７︲ ︲５１０３

otawara-roj@pref.tochigi.lg.jp

那須地域就農相談会
を開催します

ス︑適職診断︑履歴書の書き方︑

方を対象に︑農業経営開始までの

ン・新規参入など︶を考えている

会議では︑那須町で就農︵Ｕター

那須地域就農支援ネットワーク

とちぎジョブモール

師

○午前の部 午前 時〜正午

▼時 間

▼日 程 ８月 日㈰

制度に関する相談会を開催します︒

プロセスや作目の選定︑就農支援

面接の受け方﹂午後１時〜４時
▼講

キャリアカウンセラー

▼申込み・問合せ 大田原労政事

務所 ☎０２８７︲ ︲４１５８

※前日の午後３時までに要予約

働き方改革実践セミナー
の受講者を募集します

▼日 時 ９月 日㈪午後１時

▼場 所 黒磯公民館多目的ホー

分〜３時
でに電話またはファクシミリで

︵受付 午前９時 分〜 時︶

○午後の部 午後１時〜３時

︵受付 午後０時 分〜２時︶

▼場 所 那須農業振興事務所

︵大田原市本町１︲３︲１︶

▼締切り ８月 日㈬

▼申込み・問合せ 那須農業振興

︵土日祝日を除く午前８時 分

事務所経営普及部経営指導担当
○ハラスメント対策

☎０２８７︲ ︲２８２６

〜午後５時まで︶
等室職員

※講師 栃木労働局雇用環境・均

▼内 容

ル︵那須塩原市桜町１番地５︶
する学校に申し込んでください︶
▼ 申込み・問合せ 栃木県立盲学校
☎０２８︲６５２︲２３３１

Fax

・一 般
▼試験日
体験学習を実施します︒

○セミナー﹁就職氷河期世代の求

午前 時〜 時 分

職活動サポート講座﹂

○中学部 ９月 日㈬

○小学部 ９月 日㈫

▼日 時

・推 薦 ９月 日㈯︑ 日㈰
・総合選抜

月７日㈫〜 日㈯

月６日㈯︑７日㈰

月 日㈯︑ 日㈰

１ 次 ９月 日㈯
２ 次
・一 般
１ 次
２ 次
○防衛医科大学校医学科学生

月 日㈯

▼受付期間 ７月１日㈭〜 月
日㈬
▼試験日
・１ 次

月 日㈬〜 日㈮

11

のある方の職業自立を支援します︒

15

22 22

29

10

30

申し込み可能︒
︵小中学生は通学

30

30
30

11

▼申込方法 実施日の２週間前ま

22

10

０２８︲６５２︲４６０２

11

・２ 次

︵自衛官候補看護学生︶

○防衛医科大学校看護学科学生

歳以上 歳未満

月 日㈯︑ 日㈰

月 日㈯

▼受付期間 ７月１日㈭〜 月６
日㈬
▼試験日
・１ 次
・２ 次
○共通事項
▼応募資格

※新型コロナウイルス感染症の影
響により試験日等が変更になる場

30

タウンinformation
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30 10

30

25
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21

10

22

28

11

22

11

30

11 30

11

10

10

26

10

26

31

11

17

28

30

27

25

21

10

10

30 25

15 23
27 16

10

10
12 11

12 10

11 10

18

10

Fax

13

10

福島県

阿武隈川の清流を
全身で感じよう
〜西郷村の遊歩道〜
西郷村には︑阿武隈川をはじめ
支流を含む７本の河川が流れてお

たくさん浴びて︑日々の疲れをリ
フレッシュしてみませんか？
なお︑この遊歩道入り口すぐ近
くには︑今年５月に開通した新雪
割橋がありますので︑一緒に新た
㎞

な名所も観光してみてください︒
▼コース概要 全長
所要時間 約２時間
▼スタート場所
︵西郷村鶴生由井ヶ原４９９︶

り︑川沿いの緑豊かな遊歩道がた
村内にある﹁西の郷遊歩道﹂や

※旧雪割橋を国道２８９号線側か

○旧雪割橋側案内板

﹁新甲子遊歩道﹂などのさまざま

ら渡ったところにあります︒案内

くさんあります︒

な遊歩道は︑観光客や地元の人た

板の前に駐車場があります︒
西郷村の広報紙では︑那須町の

今回︑その中でも滝や渓谷を楽

ちの憩いの場になっています︒
しむことができる
﹁西の郷遊歩道﹂

﹁一万歩の森 森林浴コース﹂を
紹介しています︒

草野 勇三 様

ご寄付・善意
ありがとうございました
湯 本

大森 兼義 様

し の ぶ や 様

遠藤 和男 様

逃 室
有 限 会 社

株式会社 シージーエム福島 様

通学防犯パトロール隊 様

菅間記念病院 様

社会医療法人 博愛会

︵７/ 現在︶
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2021（R3）8月号

タウンinformation

令和４年３月31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。

3.6

をご紹介します︒

○西の郷遊歩道
阿武隈川沿いに整備された西の
郷遊歩道には︑阿武隈川源流が織
り成す変化に富んださまざまな滝
が点在しています︒瀞の大滝︵人
口せき滝︶や熊が滑れるくらい大
きな一枚岩の上を流れる滝である

ホームページを
ご覧ください
熊のすべり台

西郷村
那須町

栃木県

ことから名がついた﹁熊のすべり
台﹂があります︒その他にも﹁一
休みの滝﹂や﹁夫婦滝﹂などもあ
ります︒
たくさんの滝から上がる水しぶ
きは︑夏の暑いときにはとても気
持ちよく︑自然を感じさせる滝の
水音は心を癒してくれます︒
西郷村の滝のマイナスイオンを
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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

令和３年４月１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。

