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北犬飼地区の人口と世帯数（１月１日現在） 

人口：９，２２９人 世帯数：３，６３７世帯 

 

 

 

  

  

3 日（金）  健康体操教室 

５日（日）  芝焼き 

２７日（月）  市県民税申告受付 

２８日（火）  （北犬飼地区）裏面参照 
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芝焼きの実施について
 

 

  

12 月 2６日（月）に「子どもクッキング」を開催

しました。小学生 15 人が参加し、おにぎりと鶏肉

や野菜のお惣菜を入れたお弁当を作りました。 

久し振りの料理教室で、子ども達は一生懸命野菜を

切ったり、肉を炒めたり、楽しそうに調理していま

した。 
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交通安全協会北犬飼支部では、年末の交通安全県民 

総ぐるみ運動期間中の２日間と、1月 10 日の３学 

期始業式に合わせ、交通安全街頭活動を実施しまし

た。極寒の早朝、ハンドプレート持って、登校する

子ども達や通行中のドライバーに交通安全・安全運

転を呼びかけました。 

役員の皆さん大変おつかれ様でした。 

「おはなし会」を開催 
 

 

「子どもクッキング」を開催 

 

★お弁当メニュー★ 

おにぎり、鶏の照り焼き、さつまいもとりんごの重ね煮、 

野菜のナムル、ミニトマト 

1月の白桑田げんき会 
１月 11 日のほっとサロン「白桑田げんき会」は 

プリティけいこさんの腹話術で笑い、サックスと 

ギターの演奏 

で懐かしい  

歌を合唱し、 

楽しい時間を 

過ごしました。 

１２月２７日（火）におはなし会を開催しました。

幼児・小学生が参加し、カリブとカリブジュニアの

皆さんがパネルシアタ 

ーやエプロンシアター、 

紙芝居等の読み聞かせ 

をしてくれました。 

子ども達は興味を 

持って楽しそう 

にお話を聞いて 

いました。 

生活課 交通政策係 ☎６３－２１６３ 

  変更となる点   
①基本運賃 

②割引運賃の対象者と金額 

③定期券の種類と割引率 

④高齢者運転免許自主返納支援事業の支援内容 
 

※詳しくは 広報かぬま 2 月号 や 市 HP を  

ご確認ください。ご不明な点がありましたら、

交通政策係 にお電話ください。 

予約バスの運賃が変わります 
令和５年４月から リーバス・ 
  

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

受付日 対象地区 受付時間 

2 月 2７日 

（月） 

上石川・下石川・ 

池ノ森 
午前 9 時～11 時 30 分 

午後 1 時～ 3 時 00 分 

（午後の方が比較的空いています）  
2 月 2８日

（火） 

茂呂・白桑田・ 

深津・松原 

 

 

3 月 8 日(水)に子育てサロンを実施 

します。子育ての悩みや不安なこと

を、おしゃべりで解消しましょう！ 

身長・体重を測定しますので、母子 

手帳をご持参の上、直接おいでくだ 

さい（事前申込不要）。 

【日時】3月 8 日(水)10 時～11 時 

【場所】北犬飼コミュニティセンター 

  和室（上石川 1465 番地 4） 

【対象】０歳児～就学前まで 

【主催】北犬飼子育て応援隊 

※状況により中止の場合が 

あります。 

 

第 43 回大会は「リアル大会」と「オンライン大会」を開催 

します。リアル大会は、3 年ぶりに全国からの参加者を募集し、 

盛大に開催！！オンライン大会は、鹿沼の特産品を中心とした 

5 種類の選べる参加賞を用意しました。 

【リアル大会】 

と き 令和 5 年 5 月 14 日（日） 

ところ まちの駅 新・鹿沼宿（スタート） 

～御殿山公園野球場（ゴール） 

【オンライン大会】 

と き 令和 5 年 5 月 1 日（月）～5 月 14 日（日） 

種 目 走行距離ランキング（期間内に累計で 

どれだけ走行できるかを競います） 

【共通事項】 

申 込 インターネット（RUNNET）のみ 

1 月 16 日（月）～２月 28 日（火） 

定員になり次第締切 

🍓詳細は、鹿沼さつきマラソン大会ＨＰをご覧ください。

https://kanumasatsuki-marathon.com 

鹿沼さつきマラソン大会実行委員会事務局 ☎６３－２２９０ 

水道加入のご案内 
企業経営課水道経営係  ☎６５－３１４２ 

シニア向けスマホ講習会 
NPO 法人かぬま市民活動サポーターズ 

☎６0－２２１２ 

初心者でも安心してスマホの使い方を学べる講習会

です 

基礎編：インターネットや LINE などの使い方 他 

応用編：マイナポイントの申し込み方法 

※その他、皆さんの質問にもお答えします 

※感染症拡大状況により中止となる場合もあります 

【と き】基礎編 2月 7 日（火） 13：00-15：00 

応用編 2月 10 日（金）13：00-14：30 

【ところ】北犬飼コミュニティセンター 会議室１ 

【対  象】スマホの使い方を知りたい・学びたい方 

【定  員】10 名 

【参加料】無料 

【持ち物】お持ちの方はスマホ 

（当日の貸出可（限定 2 台）） 

【申 込】2 月 2 日(木)１０時から受付開始 

【申込先】０２８９－６０－２２１２ 

 

２月２８日納期限 
国民健康保険税    ８期 

介護保険料      ８期 

後期高齢者医療保険料 ８期 

市では、安心・安全な水を地域の皆様へお届け 

いたしますので、ぜひ水道にご加入ください。 

また、加入時にかかる工事費用等に無利息の 

貸付制度もありますので、ご活用ください。 

●加入金 

口径１３㎜(蛇口７個まで)   6６,000円 

口径２０㎜(蛇口14個まで) 14８,５00円 

●水道料金 

・基本料金 

  口径１３㎜ ５㎥まで  935 円 

  口径２０㎜ ５㎥まで 1,364 円 

・従量料金 

  ６㎥～１０㎥まで １㎥につき 66 円 

 １１㎥～２０㎥まで １㎥につき 121 円 

※以降の従量料金はホームページをご覧くだ 
さい。 

※上記の金額は、消費税込みの料金です。 
令和 5年度分（令和 4年中の所得） 

市民税申告 受付日程について 

【問合せ】 税務課 市民税係 ☎ 63－2112 

 

鹿沼市制 75 周年記念 

第 43 回 鹿沼さつきマラソン大会参加者募集 
からのお知らせ 

◆申告会場◆ 上石川 1465－1 

  北犬飼コミュニティセンター    
☆日程の都合がつかない方は該当地区 

以外の申告会場にお出かけください。 

※詳細は 広報かぬまや鹿沼市ホーム 

ページでご確認ください。 

 

 


