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５日（日）河川パトロール
２２日（水）にこにこ弁当
２７日（月）交通安全街頭指導

西大芦地区の敬老会に、ぜひご参加ください。
地区内の対象者には 7 月下旬に往復はがきで
案内状を送付いたします。
返信用はがきで出欠をご連絡ください。
◇と き ９月９日(日) 【雨天決行】
午前９時受付～午後１時頃予定
◇ところ 元西大芦小学校体育館
◇内 容 ・式典、アトラクション等
◇主 催：西大芦地区自治会協議会
※欠席される方には、季節
がらお弁当はお配りでき
ませんのでご了承ください。

交通安全協会西大芦支部では、ここ数年、
夏季の間、川遊びに来られる迷惑駐車の対策
として啓発のぼり旗を設置しています。
旗は、大芦川がにぎわうシーズン中、立て
られる予定ですので、旗が破損したり、無く
なっていたりしているところを見つけたとき
はお知らせください。
連絡先：交通安全協会西大芦支部事務局：
連絡先
西大芦コミュニティセンター☎63
6363-8316

主催：古峯ヶ原高原トレイルラン実行委員会
主催
古峯ヶ原観光協会・
天狗舞う修験者の道を走ってみませんか！
◇と
と き ９月 2２日（土）【小雨決行】
ミドルコース
午前 8:00 スタート
ショートコース 午前 9:00 スタート
※受付：午前
受付：午前 6:30～
6:30～7:30
◇集
集 合 古峯神社駐車場
◇申
申 込 ランネット（RANNET）から
お申込みください。
◇問合せ
問合せ 西大芦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ☎63-8316

西大芦地区では、
西大芦地区では、新盆やお彼岸の参拝、
見舞等のお返しの廃止を自治会協議会で
申し合わせとなっています
申し合わせとなっています。
います。ご理解ご協力
をお願いいたします。

４区曙会の
方々が、ｺﾐｭﾆ
ﾃｨｾﾝﾀｰの敷地
内をきれいに
清掃してくだ
さいました。
ありがとう
ございました。

♪ 皆さん 一緒に歌いましょう
一緒に歌いましょう ♪
◇と
と き ８月２６(日)午後２時
◇と
ところ 長昌寺本堂(下大久保) ☎74
7474-2118

平成３０年 7 月 1 日現在
※国勢調査を基に異動を加減した人口
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栃木県南部を中心に、特定外来生物クビアカツヤ
カマキリの発生が確認されています。幼虫は、ウメ、
モモ、サクラなど樹木に入り込み内部を食い荒らし
枯らしてしまします。被害拡大を防ぐため首の部分
が赤いカミキリ
ムシや写真のよ
うな根元に大量
のフラス（木く
ずとフンの混ざ
ったもの）を見
つけた場合には、
林政課にご連絡
ください。経済部林政課林政係
経済部林政課林政係 ☎６３2187

鹿沼の環境を基礎から学ぶコースです。家庭の省
エネ診断など、身近で役立つ情報も満載です。
【B コース】地球温暖化
コース】地球温暖化
～わたしたちにできること・しなきゃいけないこと
講座内容
とき・ところ
１限目
８月３１日（金）
わたしたちの暮らしと地球 PM7：00～8：30
温暖化
市民情報センター
（テキスト・クイズ学習)

２限目
９月 1４日（金）
ストップ温暖化～今、私
午後 7：00～8：30
たちにできること～
市民情報センター
（映像鑑賞・省エネ診断）
3 限目
9 月２８日（金）
午後 7：00～8：30
鹿沼市の地球温暖化対
市民情報センター
策と森林（テキスト学
習・映像学習）
【C コース）】生き物の観察と施設見学
】生き物の観察と施設見学
市では、ボランティアグループ「朗読グループい
講座内容
とき・ところ
ずみ」、「デイジーこだま」の協力により「広報かぬ
１限目
10 月初旬
生き物を見つけに出かけ
生きがいの森（栃窪）
ま」を音訳した CD（デイジー版）またはテープを毎
よう！（生き物観察会）
特別講師
月郵送で貸し出しています。視力に不安のある方、
鹿沼自然観察会
または皆さんの近くで声の広報を必要としている方
2 限目
10 月中旬
家庭から出た汚れた水を
下水道事務所
がいましたら、広報広聴係 ☎６３２１２８まで
どうやってきれいにして
いるの？
10 月下旬
エネルギーのむだ使いをしないための工夫やアイ 3 限目
ごみの行方を追おう！
環境クリーンセンター
ディアを、４コマ漫画にして応募してください。応
※詳細は、受講者都合を確認して決めます。
募された作品は、作品集にして各小学校や市施設に ※どちらか 1 コースでも可。
対 象:市内在住・在勤・在学者 参加費は無料です。
配置します。また、素晴らしい作品には記念品を進 ◇対
◇定
定 員：各コース 30 人前後、定員超えは抽選
呈します。
◇申
申 込：受講希望者は、B コース 8 月２９日（水）、
◇対 象：県内在住・在勤・在学者
C コース 9 月２７日（木）までに郵送、電話
FAX またはメールでお申込みください。
◇要 件：地球温暖化防止に係る内容であること。
環境課環境政策係 ☎６４３１９４
二次創作物でないこと。

◇応

募：応募用紙に必要事項を記入の上、持参ま
たは郵送、メールにて。

—

※応募用紙は、各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰにあるほか、
市 HP でダウンロードできます。
◇表
◇締

奮ってご応募ください！

人権が尊重される明るいまちづくりを目指し、啓発
標語を募集します。

彰：最優秀賞 １点

商品券５，０００円

■応募資格
応募資格 市内在住・在勤・在学者

優 秀 賞 ３点

商品券２，０００円

■応募方法
応募方法

切：平成３０年９月 30 日（日）必着

◇応募先：かぬま市民活動広場ふらっと

—

９月７日（金）までに応募用紙またはは

がきに、標語（オリジナル作品に限る）、住所、氏名、
年齢（学生は学校名・学年）、電話番号を記入し、人

☎６０2212

権推進係（市役所新館 2 階）または各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰへ

E-maiｌ：sapo＠Kanuma-flat．org

提出してください。郵送の場合は、人権推進係宛に

大募集

送付してください。
〒322-8601 鹿沼市今宮町 1688-1（複数応募可）

地域情報サイト「鹿沼市デジタル・コミュニティ推進協議会」ＨＰアドレス http://blog.goo.ne.jp/community_2018/

