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永野コミュニティセンター
（永野出張所・永野地区公民館）
令和４年６月 2５日発行
永野地区人口と世帯（令和４年６月１日現在）
男：5３２人 女：5２０人 計：1,0５２人 世帯数：３９６
戸

機器の老朽化と電波法関連法令改正に伴い、粟野地域
防災行政無線が令和 4 年 11 月 30 日に廃局になりま
す。※一日４回（朝７時・正午・午後３時３０分・午後
５時）のチャイムと放送が鳴らなくなります。
つきましては、防災行政無線に代わる新たな防災情報
や地域の情報収集手段として、スマートフォン防災情報
アプリ「＠infoCanal」の登録をお願いいたします。
●スマートフォン（防災情報アプリ）登録用コード
Ａpp Store 用
GooglePlay 用

・Ａpp Store・ GooglePlay で『infocanal』と
検索しても登録できます。
・防災情報アプリは各自で登録が必要です。
※個別受信機をお持ちの方は、
11 月 30 日以降にコードを
切って、燃やさないごみの日
に、ゴミステーションに出し
てください。
.

〒328-0211

鹿沼市上永野 770 番地
TEL：63-8376 / FAX：84-0771

８月は道路ふれあい月間となっており、全国的に
道路愛護作業（道路の除草・ごみ空き缶等の回収）
が行われます。
永野地区においても支部単位で実施いたします
ので、趣旨をご理解いただき、ご協力ください。
※雨天の場合も実施します。
※荒天（台風等）の場合は、各支部長又は班長まで
お問合せください。
詳しくは同時配布の回覧をご確認ください。
★道路ふれあい月間とは、道路の役割及び重要性を
再認識してもらい、さらには道路をいつくしむと
いう道路愛護思想の普及及び道路の正しい使用
の啓発を図るための月間。
９月第３日曜日は【環境美化の日】です。

７月の市民課日曜窓口は第１・４日曜日に
開設します。
〇開設日、時間
７月３日・２４日
午前 8 時 30 分～12 時
〇休止日
７月 10 日・17 日・31 日
≪市民課市民サービス係 ☎63-2121≫

◆2022 年（今年の）１０月１日から『持込みごみの有料化』が始まります！◆
本市では、ごみの排出量の増加に伴い、処理費用も年々増加しています。
ごみ減量や費用負担の公平化等のため、
『持込ごみの有料化』を導入します。
その他にも、10 月１日から、ごみステーションでの分別や市民利用の日の持ち込みなど、
一部の利用方法が変わりますので、ご注意ください。
ごみ減量とリサイクルに、
皆様のご理解、
ご協力をお願いいたします。
《環境部廃棄物対策課 ☎64-3241》

① これまでの、年４回のハッピーマンデーに収集する方式を変更し、月曜日から
金曜日までは、全ての祝日（土日、年末年始を除く）でごみステーション収集を行います。
祝日も平日と同様に、午前８時３０分までにステーションにお出しください。
② 市民利用の日（日曜日のごみ持込）は、『月の第３日曜日のみ』となります。
第３日曜日は、鹿沼市内全域の方がお持ち込み可能になります。
午前中、８時３０分～１２時３０分までに搬入を終えてください。
※平日は、今までどおり、お住いの地域で曜日指定があります。
黒川東側地域 ⇒火曜日、金曜日
黒川西側・粟野地域 ⇒月曜日、木曜日
【午前】８時３０分～１１時５０分 【午後】１時～４時２０分
※事業系のごみはお持ち込みできません。

回

月 日

内 容

１

7 月 21 日（木)

精神疾患の特徴や治療の
基礎知識について

２

8 月 25 日(木)※

家族の対応方法について

３

9 月 15 日(木)

ピアサポーター（当事者）の
体験談

４

10 月 20 日(木)

障害福祉サービスについて

５

11 月 17 日(木)

家族会について

講 師

申込み締切日

精神保健福祉センター

7 月7 日(木)

マロニエ医療福祉
専門学校
障害者相談支援センター
せいわ
鹿沼市障がい児者基幹
相談支援センター
栃木県精神保健福祉会
（やしお会）

8 月12 日
(金)
9 月1 日(木)
10 月6 日
(木)
11 月4 日
(金)

★保健師が事前にお話
を伺った上でご案内
します。 （要予約）
★感染予防対策を実施
の上で開催します。
★新型コロナウイルス
感染拡大防止のた
め、中止・延期とな
る場合もありますの
で、参加される場合
には必ずお申込みく
ださい。

〇と き 原則毎月第３木曜日 13:30～15:00
〇定 員 １５名程度
※第２回は異なるためご注意ください。
〇参加料 無料
〇ところ 県西健康福祉センター（鹿沼市今宮町 1664-1） 〇申 込
○対 象 鹿沼市にお住まいで精神疾患の治療をされている
申込み締切日までに県西健康福祉センター
方のご家族等（精神保健福祉関係者も含む）
健康支援課あて ☎62-6224（要予約）

花壇コンクールは、環境美化に取り組んでいる団
体・学校・個人等の花壇を対象に、日ごろの活動の成
果を発表する場として行っております。
７月 23 日（土）午前 11 時～11 時 50 分
人形劇『王様と魔法のこな』ほか
出演 まざあぐうす

７月 28 日（木）午前 10 時 30 分～11 時 10 分
紙しばい『へんな ABC』
布絵本『ポポちゃんのミックスジュース』ほか
出演 らっこくらぶ

木の実や木片を使って、自由に作品を作ります。
８月 3（水）午後２時～4 時
対象 小学生 ＊１・２年生は保護者同伴

花 くだもの 野菜などをえがき、短い文を添えて
絵手紙を作ります。
８月 5 日（金）午後 2 時～3 時 30 分
講師 川村 洋子先生
対象 小学生 ＊１・２年生は保護者同伴
持ち物 絵の具
※各事業とも、粟野館２階視聴覚室
定員２０名・参加費無料です。
※７月１日（金）から７月 14 日（木）までに
直接または電話で図書館粟野館へお申込みくだ
さい。定員を超えた場合は、抽選になります。

◇対 象 市内で環境美化に取り組む団体、学校、
個人等の花壇（プランターや鉢を含む）
◇申 込 ７月 15 日（金）
（必着）までに、応募用
紙と植付け・除草・開花時期などがわかる
記録写真（L 版）を添えて、郵送または直
接、環境保全係までお申込みください。
※応募用紙は環境保全係（環境クリーンセンター２階）
及び市ホームページにて配布しています。
≪環境課環境保全係 ☎65-1064≫

〇と き 令和 4 年７月２９日（金）午後２時
〇ところ 市役所 行政棟４階 ４－３会議室
〇不動産所在 千渡（市街化）
・畑
145 ㎡（１筆）
・宅 地
318.19 ㎡（３筆）
・雑種地
344 ㎡（２筆）
・居 宅
１階 約 165 ㎡
２階 約 52 ㎡
・見積価格 5,358 千円
※農地を購入する際は、事前に農業委員会の許可が必要
です。詳細は市ホームページ、公売公告をご覧くださ
い。また、公売が中止となる場合もあります。
希望者は事前に電話等で確認してください。
≪納税課納税推進係 ☎63-2114≫

（８月１日）
固定資産税・都市計画税・・・・・・２期
国民健康保険税・・・・・・・・・・１期・全期
介護保険料・・・・・・・・・・・・１期・全期
後期高齢者医療保険料・・・・・・・１期・全期

