
④第1号 令和4年4月25日 
南摩コミュニティセンター 

(南摩出張所・南摩地区公民館) 
鹿沼市油田町 924‐5 

TEL(63)8336 FAX(73)1000 
E-mail：nanmacc@city.kanuma.lg.jp  

 南摩地区の人口 
(R4.4.1 現在推計) 

男 1,387 人(-2) 
女 1,399 人(-4) 
計 2,786 人(-6) 
世帯数 1,022世帯 

の行事予定 
     

６日(金) 合同監査 

11 日(水) 青パト講習会 

12 日(木) 自治会長会議 

12 日(木) 防災会議 

13 日(金) 合同総会【コミュ協・防犯】 
※青少年・福推協の総会は、書面決議で行います。 

15 日(日) 環境美化の日 

19 日(木) 女性学級①（開講式） 

28 日(土) ふれあい農園 田植え 

【中止】 南摩地区ゴルフ大会 
 

 

市民課の日曜窓口 
市民課 ☎：63-2121 

5 月の市民課日曜窓口は、第 3・5 日曜日
に開設します。 

5 月 開設の有無 時間 

1 日 ×  

8 日 ×  

15 日 ○ 8：30～12：00 

22 日 ×  

29 日 ○ ８：30～12：00 
 

は環境美化の日です 
 環境課 ☎：65-1064 

 ５月の第３日曜日は、“環境美化の日”です。 

 自治会や地域の皆さんと清掃活動などの環境美化

活動を行いましょう！ 

 【活動時のお願い】 

  ・燃やすごみは、原則「ボランティア袋（緑色）」

に入れ、団体名などを記入してごみステーショ

ンに出してください。 

  ・粗大ごみや多量の燃やすごみは、以下の時間に

環境クリーンセンターへお持ち込みください。 

 5/15（日）8：30～11：00  
※ ポイ捨てのごみや刈草等のボランティア

活動で集めたごみが対象です。 

 

コミセン職員異動のお知らせ 

     ♦お世話になりました。 

 山形 弘行 生活課生活係へ 

中島 千景 加蘇コミセンへ 

♦これからよろしくお願いいたします。 

古澤  治 整備課用地係から 

自治会長のご紹介 

南摩地区のためにご尽力いただいた自治会長の皆さん

の２年の任期が終了し、４月から新たに下記の方々が 

自治会長に就任されました。どうぞよろしくお願いいた

します。 （※ 戸数・班数は令和４年度自治会加入数です。） 

佐目町 
(35 戸 2 班) 

斎藤 晴彦 会長 

油田町 
(77 戸 6 班) 菅野谷 悟  会長  

下南摩町 
(110 戸 11 班) 阿久津 精一 会長 

西沢町１区 
(226 戸 14 班) 熊倉  操   会長 

西沢町２区 
(156 戸 6 班) 大嶋 三夫  会長 

上南摩町 
(159 戸 12 班) 駒場  俊雄  会長 

旭が丘 
(164 戸 18 班) 阿部 守    会長 

消防団の団員紹介 

   長年分団長を務められた羽鳥さんがご勇退され、 

４月から分団長・副分団長が交代となりました。

これから、どうぞよろしくお願いいたします。 

分団長 嶋田 拓未 さん（西沢町） 

副分団長 鈴木 康規 さん（上南摩町） 

 

田植えのお知らせ 
  毎年５月末に実施している「田植え」は、コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止の観点から、農園委員と南摩 

中学校の生徒のみで規模を縮小して実施することとなり

ました。参加を予定されていた方には申し訳ございませ 

んが、ご理解とご協力を

お願いいたします。 

*収穫したもち米は、 

今年も数量限定で販売

予定です。 

お楽しみに！ 

/ 

南摩地区自治会協議会 

南摩ふれあい農園 

鹿沼市消防団第９分団 

佐藤  博 西大芦コミセンから 

mailto:nanmacc@city.kanuma


南摩で  
春といえば“桜”を思い浮かべる方も多いのではない

でしょうか？今回は、南摩地区内のオススメ桜スポッ

トをご紹介します。今シーズンは過ぎてしまいました

が、来年のお花見にはぜひ足をお運びください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、桜が散ってしまった後には“芝桜”が見頃を 

迎えます🌸 皆さんも南摩で春を見つけてみてくださ

いね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネエアコンを定額で利用しませんか？ 

環境課 ☎：64-3194 

熱中症による死亡者ゼロを目指し、環境省の補助を 

活用した省エネエアコン定額利用制度の利用者を募集

します。標準工事以外の工事費や電気料金は自己負担

になりますが、最新ハイグレードモデルのエアコンが

非常に安価に利用することができます。設置には条件

もございますので、まずは担当までお問い合わせくさ

さい！ 

🔶 利用料（５年契約） 

 6 畳用：1,800 円/月額（税込） 

10 畳用：1,900 円/月額（税込） 
※契約期間終了後は、無料でお使いいただけます。 

🔶 対象者 ※以下のいずれかに該当する世帯 

 ・65 歳以上の方がいる世帯 ※別居親族による契約可 

・18 歳以下の方がいる世帯 

🔶 申込締切 

令和 4 年5 月 17 日（火）必着 
 

今年度もデジコミ更新します 

リアルタイムな地域の情報をカラー写真と 

 ともにお届け！ぜひご確認くださいね♪ 

 

新年度の税関係証明書 
税務課市民税係 ☎：63-2112 

 令和４年度（最新の内容）での証明書発行開始日は、

下記の日程からとなります。 

証明書名 特別徴収 左記以外 

所得証明書 

5/13 
（金） 

6/13 
（月） 

課税証明書 

非課税証明書 

住民税決定証明書 

所在/営業証明書 すぐに発行できます 

 

春の交通安全運動 

４月８日(金)、小中学校の始業式にあわせて西沢交差点 

・堀の内丁字路の２カ所で街頭啓発を行いました。 

新年度に胸を躍らせた元気いっぱいの子どもたちを、 

今回も無事に見送ることができました。ご協力いただいた

地区役員の皆さん、ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 
南摩地区公民館 ☎：63-8336 

今年度は下記のとおり全５回コースで実施します。

皆さんも学級生として楽しく学びませんか？ 

詳しくは、各地区の運営委員または南摩コミセンへ!! 

  第  回 健康体操 
  介護予防に役立つ体操を教えてもらい 

  ます。体力測定も行いますよ！ 

     講師：鈴木加奈子 先生 

 第  回“なんまん焼き”を焼こう 
  餡子やクリーム入りの新型なんまん焼き！ 

  自分の手で作ると格段に美味しくなるはず♪ 

講師：なんまん本舗 

第  回 南摩の防犯と交通事故
  南摩地区の事件・事故などの近況や、 

特殊詐欺などのすぐそばにある危機について

お教えいただきます。 

講師：西沢駐在所 相澤克昭巡査部長 

 第  回 議場見学
   新しくなった議場を実際に見学

しながら議会の仕組みについて

勉強します。 

 第  回 健康体操 
   寒くなる前に身体をほぐして

ケガを予防しましょう！ 

交通安全協会南摩支部 

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/ 

 


