
④第2号 令和4年5月24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 
(R4.5.1 現在推計) 

男 1,386 人(-1) 
女 1,395 人(-4) 
計 2,781 人(-5) 
世帯数 1,020世帯 

の行事予定 
     

８日(水) スポーツ協会南摩支部 総会 

12 日(日) 女性学級 

23 日(木) 自治会長会議 

28 日(火) 民協定例会  
 

 

 

 

高齢者世帯のお庭の草刈り 

 引き受けます    
なんまん草刈隊いいべえ 

「なんまん草刈隊いいべえ」では、南摩地区の 

住民が地元でいつまでも気持ちよく生活ができる 

お手伝いとして、草刈りが困難な高齢者世帯等の 

お庭の草刈りを低料金で提供しています。 

ご希望される方は、「地区の民生委員」にお問い

合わせください。 

なお、7 月中旬頃からお盆 

  の時期までは作業依頼が集中 

するため、ご希望の日に添え 

ない場合もあります。 

◆ 入会金 1 世帯 500 円 

◆ 作業料金  

作業員 1 人、1 時間当たり 1,000 円 

◆ 問い合わせ先  地区の民生委員 

 

 

 

       草刈隊は、この看板と腕章、 

ヘルメットが目印です 

クリーンセンターへの搬入ごみ 

有料化のお知らせ 
 

家庭ごみの排出量の増加や、それに伴う処理費の

増加、不正搬入への対策のため、 

令和 4年 10月 1日から、クリーンセンターに 
直接搬入される全ての家庭ごみを有料化します 

ごみステーション収集は変更ありません。 

分別などルールを守り、出来る限りごみステーション

をご利用ください。 

◆収集品目が10 月1日から一部変更となります。 

詳しくは、広報かぬまで数回に分けてお知らせ

します。 

 

    被害拡大中‼～鹿沼市内が狙われています 

市役所職員や金融機関職員を装った振り込め詐欺

が多発しています。 

  職員が「通帳やキャッシュカード 

を預かる」ことや「カードの暗証番号 

を聞く」ことはありません。 

自分だけで判断せず、家族や警察、 

消費生活センター等に相談し、被害 

に遭わないようにしましょう。 

◆ 鹿  沼  警  察  署   ☎ 62-0110 

◆ 鹿沼市消費生活センター ☎ 63-3313 

高齢者ふれあい教室が開講しました 

「ごみの分け方・出し方」 

４月 25 日(月)、公民館事業であ      

る高齢者ふれあい教室が開講しま        

した。第 1 回目の講座は「ごみの

分け方・出し方」です。 

講師は廃棄物対策課の職員 2 名です。 

  講座では、分別の種類や間違えやすいポイントな

どを説明。特にごみ削減のポイントとして、生ごみ

などの食品ロスについて、食べきり、使いきり、水 

きりの「３きり運動」について紹介がありました。 

  質疑応答の時間では、参加者から分別の判断が 

つかないようなごみに 

ついて、いくつも質問 

がありました。 

  この講座を通じて、 

ごみのリサイクル・ 

削減を進めてみてくだ 

さい。 

 
 

 

開催 
 

5 月 11 日(水)、南摩コミセン 

にて鹿沼警察署生活安全課による 

「青色防犯パトロール講習会」が開催されました。 

当日は、南摩中学校教職員の方々が

受講され、青パトに乗る心構えや、犯

罪を発見した際の対応などを教えてい

ただきました。 

南摩地区では10台の青パトが日々

パトロールを行っています。 

これからも南摩地区の防犯活動を 

よろしくお願いします。 

 

鹿沼警察署＆南摩地区防犯協会 

鹿沼警察 久郷係長 
 

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/ 

廃棄物対策課  ☎64-3241 

日本財団から贈呈 
された南摩の青パト 

 

mailto:nanmacc@city.kanuma


  

5 月 12 日(木)、南摩コミセンにて、 

自治会長、民生児童委員、婦人防火 

クラブ、消防団等を本部員とした 

南摩地区災害対策本部の「防災会議」 

が開催され、災害発生時の連絡体制、 

避難所の運営などについて確認を行い 

ました。 

会議ではオブザ-バ-として参加された赤坂防災士

より、自分や家族の助けである

「自助」、隣近所や地域の助け合

いである「共助」が重要といっ

た説明や、参加者の方々から地

区内の危険個所など具体的な情

報交換を行うことができました。 

 是非皆さんもご家庭で避難所

へのルートや防災グッズの確認

をしてみましょう。 

防災情報アプリに登録しましょう 
鹿沼市では、防災情報の配信サービスを行っています。 

下記のコードを読み取り、登録してください。 

 iPhone 用   android 用 

 

 
 

 

 

 鹿沼市災害情報メールの登録は 

 右のコード、もしくは下記アドレスに 

 空メールを送信してください。 

kanuma@entry.mail-dpt.jp 

図書館（粟野館）アルバイト募集 

粟野館 ☎85-2259 

学生の皆さん！夏休みのアルバイトに図書館はど

うですか？ 

◇採用期間：令和 4 年７月２１日（木）～ 

８月２６日（金） 

◇採用資格：高校生・専門学生・短大生・大学生 

※ 高校生は、保護者と学校の承諾が必要です。 

◇勤務時間：午前９時 30 分～午後６時 

◇勤務内容：図書の貸出、返却等の業務 

◇勤務日数：２０日以内 
◇採用人数：若干名 

◇報酬日額：6,732 円 

◇申込締切：６月 17 日（金）午後６時 

◇そ の 他：通知の上、面接試験を行います。 

履歴書は、市販のものをご使用ください。 

 

早苗ぶりまんじゅう教室 
美味しいおまんじゅうを作ってみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

◇と き：7 月 2 日(土) 13：30～(約 1.5 時間) 

◇ところ：南摩コミュニティセンター 調理室 

◇メニュー：おいしい黒糖＆ まんじゅう 

◇対象者：成人  ◇定 員：6 名 ※先着順 

◇参加費：1 人 500 円 ※当日お支払い 

◇持ち物：エプロン、頭おおい、飲み物、マスク 

◇申込先：南摩コミュニティセンター ☎63-8336 

◇受 付：６月 1日(水)から、電話で受け付け。 

※ 感染症の拡大状況によっては、中止となる 

 場合もございます。 

  袋堆肥特別販売 

 堆肥化センター ☎77－3711 

配達日限定！今年も袋堆肥の特別販売を行います。 

３袋（１袋 40ℓ）以上ご注文の方に限り、ご自宅

まで配達いたします。 

配達日：令和 4 年６月７日（火） 

※ 南摩地区限定です 

料 金：５２５円/袋 ※配達無料 

申込締切：令和 4 年６月 3 日（金） 

申込方法：堆肥化センターまで 

お電話で（☎77-3711） 

女性学級が開講しました 
 5 月 19 日(木)、公民館事業の女性学級が開講

しました。 

初回の講座は「健康 

体操」。講師は、お馴染 

みの鈴木加奈子先生です。 

今回は、自分の体力を 

把握するため体力測定を 

行いました。測定後には各項目が日常生活にどう

関連しているか説明があり、今後の健康維持の 

指針になったのではないでしょうか？ 

講座の最後には、つい猫背になりがちな姿勢を

きれいに整える運動を教えていただきました。 

今年の女性学級は、最終回も「健康体操」です。

鈴木先生に「皆さん姿勢が良くなりましたね～。」

と言われるよう、今回教わった体操をご家庭でも

続けてみてください。 

～ 自分たちの身は、自分たちで守ろう ～ 

赤坂防災士 
 

農村生活研究グループひばり会 さな 

コードが読み取れ 

ない方は、App Store 

又は GooglePlay で 

「info canal」と 

検索してください。 

熊倉本部長 
 


