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 南摩地区の人口 
(R4.3.1現在推計) 

男 1,386 人(-4) 
女 1,403 人(-3) 
計 2,792 人(-7) 
世帯数 1,016世帯 

月の行事予定 
7日(木) 狂犬病予防注射 ※詳細は裏面へ 

８日(金) 小中学校始業式 

11日(月) 中学校入学式 

12日(火) 小学校入学式 

12日(火) 南摩地区自治会協議会 総会 

13日(水) ふれあい農園 総会 

14日(木) 自治会長会議 

15日(金) 遺族会 総会 

20日(水) スマイル会議 

26日(火) 民児協＆みまもり隊 総会 

【中止】 安協南摩支部 総会 

【中止】 消防団第９分団 歓送迎会 
 

 

 

地域のチカラ協働事業 
 令和４年度から始まる、地域のチカラ協働事業に、 

なんまスマイル会議からの提案として、『地域連携 

「なんまん」作戦』を申請いたしました。 

 この作戦の意図は、皆様ご存じの「なんまん」を単

に地域のオリジナルキャラクターとして扱うのではなく、

地域活動のシンボルに位置付けて、地域住民の協働と

団結を図ろうとする南摩住民による基本計画です。 

具体的には、南摩フェスティバルなどの代表的な地域

事業や日常的な地域活動を実施する際に、地域住民 

スタッフがなんまんデザインの腕章を身に着けて活動

することになります。 

今後、地域内の様々な団体組織に呼びかけを行い、

参加してもらう予定です。事業内容は異なっていても、

地域を良くしたいという理念を共有しながら、協力し

合える地域体制をつくることが「なんまん作戦」の 

目標です。 

今年の夏頃から地域連携の証としてのなんまん印の

腕章を地域に広げていきたいと考えていますので、 

地域の皆様の応援をお願いいたします。 

  

民生委員・児童委員功労者表彰を授与 

 長年にわたる民生委員・児童委員としての活動が 

評価され、南摩地区民生委員児童委員協議会会長であ

る髙野徹雄さんが、全国民生委員児童委員連合会より

功労者表彰を授与されました。大変おめでとうござい

ます。 

髙野さんは民生委員・児童委員の他、南摩コミュニティ 

推進協議会副会長、なんまん 

草刈隊いいべえ隊長など多く 

の地域活動にご尽力されて 

おります。 

これからもご活躍をご期待 

申し上げます。 

 

素敵な作品をご紹介します 
今回ご紹介する作品は、下南摩町 

民生委員・児童委員の羽山さんが 

作った「折り紙」です。 

 コロナ禍で、暇を持て余していた 

時に、ふと思い立ち本や動画を見な 

がら少しずつ折っていったそうです。 

 どれも難しそうですが、大きい 

作品や、折り紙を 2枚使った作品 

だと、少し簡単に折れるそうです。 

数多くの作品を見せていただきましたが、紙面の関係 

上、一部の作品しかご紹介できないのが残念です。  

 皆さんも外出が出来ない時は「折り紙」を折って 

過ごすのはいかがでしょう？ 

 

 

 

 

 

 

 

２月～５月は『春のあんしんネット 

・新学期一斉行動』期間です！ 
生涯学習課青少年係 ☎：６３－８３２３ 

春の卒業・入学シーズンに合わせて、初めてスマホを手

にするお子さまが、トラブルに巻き込まれてしまうことも！                    

そんな危険から子供たちを守るためには、保護者の理

解と見守りが大切です。                   

〇積極的にフィルタリングを 

活用しましょう！              

〇家庭でのルールづくりをし 

ましょう！                 

スマホデビューする前の今！ 

親子で話し合ってみませんか？       

 

 

                  

  廃棄物対策課 ☎：６４－３２４１  

ゴールデンウイーク中のごみ収集は、以下のとおりです。 

  コロナウイルスの影響により、変更となる場合もございます 

ので、最新情報は市HPでご確認ください。 
           

 

 

 

 

 29金 30土 1 日 ２月 ３火 ４水 ５木 ６金 

ごみ収集 × × × ペット × 可燃 × 可燃 

ごみ持込 × × × 〇 × × × ○ 

事業持込 × × × 〇 × × × ○ 

し尿収集 × × × 〇 × × × ○ 

お家時間の過ごし方 

 

鹿沼市環境クリーンセンター 

mailto:nanmacc@city.kanuma


なんまんお祭りプロジェクト 
 

地 域 の 夢 実 現 事 業 
 

   なんまんに思いを込めて 

  今年度の地域の夢実現事業で製作した、ランチマット 
となんまん焼きを、南摩中学校の３年生を送る会、南摩 

小学校の 6 年生を送る会、上南摩小学校の卒業おめでと 

う会に合わせて地域の方からプレゼントしました。 

このランチマットは、子供たちがなんまんを通して 

南摩をより身近に感じてほしいという思いを込めて作成

されたものです。また、ランチマットのなんまんの挿絵は、

南摩小学校と上南摩小学校児童による合作です。自分 

たちのデザインが作品となることで、より愛着を持って 

使ってもらえることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

続いて、今回のなんまん焼きは、多くの方から餡を入

れてほしい！と言う要望に応えるため、今年度作成した

新作です。コロナ禍と言うことも 

あり、なかなかお披露目の機会が 

無かったところですが、子供たち 

にぜひ食べてほしい。と言うこと 

で、南摩フェスティバルを企画運営 

していたフェスチーム改め「なんまん 

本舗」のメンバーが焼いてお届け 

しました。 

今回の取り組みが南摩での楽し 

い思い出の一つになってくれていれば幸いです。 

このなんまん焼きは、今後地域のイベントなどに 

出店予定なので、是非食べに来てください。 

 

里山百手プロジェクト 
  3 月 10 日（木）夢やさいチームが生産した無農薬人参

の中から、給食に使えないＢ品を使ったドレッシングが

数量限定で発売され即日完売しました。パッケージの

デザインは中学３年生が考案し、ドレッシングの製造

は深程の近江屋さんに行ってもらいました。 

今回の取り組みは、中学３年生がドレッシング作

りの体験を通じて、Ｂ品野菜でも手間と工夫により

商品価値を高められることを学び、パッケージの 

デザインを考案するというものでした。 

中学生は今回の取り組みを通じ 

ていろいろな気づきがあったのでは 

ないでしょうか？ 

これからも、南摩中学校×なんま 

夢やさいチームの取り組みにご注目 

ください。 

令和 年度 ゴルフ大会 のお知らせ 

南摩地区ゴルフ大会実行委員会 

例年５月初旬に開催しております「南摩地区ゴルフ大

会」ですが、コロナウイルスによる感染症の影響を鑑み、

令和４年度につきましても、開催しないこととなりまし

た。次回の大会は、40回目であり、 

記念すべき特別な大会となります。 

皆さまが楽しくプレーできるよう 

万全を期して開催したいと思って 

おりますので、ご理解とご協力を 

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 

狂犬病予防接種 と 犬の登録
環境課 ☎:６５－１０６４ 

 

 
10:40～10:55 上南摩町自治会館 

11:20～11:30 旭が丘運動公園（野球場入口） 

13:00～13:10 西沢町１区公民館 

13:15～13:25 西沢町２区公民館 

13:35～13:45 南摩コミュニティセンター 

 持ち物：狂犬病予防集合注射案内はがき 

（新規登録の方は特になし） 
 

 
 

 

 

 

 

家庭用低炭素化促進設備の導入支援 
環境課 ☎：６４-３１９４ 

地球温暖化防止のため、自宅に下記の設備を設置し 

た方に報奨金（商品券）を支給します。令和４年度から、 

の報奨金は以下の通りです。詳しくは申請の手引きを 

ご確認ください。 

 

   

 

 

 

※ZEH(ｾﾞｯﾁ)(ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ)とは、年間の 

エネルギー消費を実質±0にする 

住宅のことです。 

    ※申請書・申請の手引きは、環境課 

又は市ホームページで入手できます。 

 

の交通安全県民総ぐるみ運動 

    歩行者に注意！“ゆとり”と“思いやり” 

をもった運転を心がけましょう！ 

期間：令和４年４月６日(水)～４月１５日(金) 

 

対象設備 対象住宅 報奨金 

太陽光発電 既築住宅 一律３万円 

蓄電池 既築住宅 一律４万円  

ＺＥＨ 新築住宅 一律１５万円 

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 NEO」ＨＰアドレス https://blog.goo.ne.jp/community_2018/ 

  4/ ( 木 )  南摩地区のスケジュール   

南摩小学校でのランチマット、

なんまん焼きの贈呈式 
ランチマットの挿絵 

【料金】 

予防注射 3,300円 

新規登録 3,000円 
札 

「リード」を 
つけましょう！ 

「犬鑑札」の装着 

南摩中 × なんま夢やさいチーム 

New 

餡入りのなんまん焼き 


