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年 度 別 活 動 報 告 

平成18年度（2006.7.14～2007.3.31） 

月.日 活動事業名 参加者数 場 所 備 考 

7.14 発足会 17名 松月（那須烏山市中央2）  

7.15 国見棚田コスモス植栽会 32名 国見地区内の棚田  

7.22 女子留学生「山あげ祭」体験 37名 市内の旧烏山町内  

8.18 研究班情報交換会 8名 
とちぎ産業創造プラザ316号室

（宇都宮市刈沼町） 
 

8.29 国見棚田紫陽花植栽会 24名 国見地区内の棚田  

8.30 第1回委員会 12名 烏山商工会館2階第1研修室  

9.15 第2回委員会 10名 
那須烏山市役所烏山庁舎2階 

第5会議室 
 

10.2 国見棚田彼岸花植栽会 22名 国見地区内の棚田  

10.15 
第1回 

からすやまフォトコンテスト 
26名 長峰ビジターセンター 33名93点 

10.20 

~22 
近代化遺産全国一斉公開 － 

どうくつ酒蔵、烏山和紙会館 

JR烏山駅舎 
 

10.30 第3回委員会 9名 
那須烏山市役所烏山庁舎2階  

第5会議室 
 

11.24 活動中間報告会 約90名 烏山公民館2階第2研修室  

12.10 
ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ「ざ☆ぱんち35」

オープニングセレモニー 
約70名 

烏山和紙会館前 

喫茶店「ざ☆ぱんち35」 
 

2.18 
ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ「ざ☆ぱんち35」

第1回朝市開催 
10名 こしくも書店前（旧ロンド）  

2.23 第4回委員会 11名 烏山商工会館2階第1研修室  

2.25 
ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ「ざ☆ぱんち35」

第2回朝市開催 
7名 こしくも書店前（旧ロンド）  

3.4 
ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ「ざ☆ぱんち35」

第3回朝市開催 
5名 こしくも書店前（旧ロンド）  

〃 国見棚田向日葵植栽準備作業 11名 国見地区内の棚田  

3.11 活動最終報告会 約80名 烏山公民館2階第2研修室  

 

 



Ⅳ-1 年度別活動報告  292 

平成19年度（2007.4.1～2008.3.31） 

月.日 活動事業名 参加者数 場 所 備 考 

4.13 国見棚田鯉のぼり事業打合せ 10名 国見公民館  

4.14 
生徒と足工大生による和紙鯉

のぼり製作 
約40名 桔梗寮（金井） 50匹 

4.21 鯉のぼり設置 15名 国見棚田 約100匹 

5. 5 
第1回鯉のぼりまつり 

オープニングセレモニー 
約100名 国見第2駐車場 

足工大附属高 

吹奏学部 

5.15 第1回委員会 25名 烏山商工会館2階第1研修室  

6. 1 鯉のぼり撤去 15名 国見地区  

7.12 棚田コスモス畑管理 10名 国見地区  

8.22 棚田清掃 10名 国見地区  

9.28 第2回委員会 24名 烏山商工会館2階第1研修室  

10.20 

~21 
近代化遺産全国一斉公開 18名 

どうくつ酒蔵、烏山和紙会館 

JR烏山駅舎、境橋 

21日 

コンサート開催 

11.16 
「境橋」選奨土木遺産認定書

授与式 
3名 宇都宮市「ニューイタヤ」  

2.1 

~8 

「那須烏山市の住みやすさに

ついて」市民意識調査 
－ 

市内全域においてアンケート

調査を実施 
 

2.18 

~3. 5 
近代化遺産説明板設置 － 

どうくつ酒蔵、烏山和紙会館 

JR烏山駅舎、境橋 
 

2.22 
第2回からすやまフォトコン

テスト作品審査会 
6名 

那須烏山市役所 烏山庁舎2階  

第2会議室 
59名136点 

〃 第3回委員会 22名 烏山商工会館2階第1研修室  

3. 2 活動報告会 60名 烏山公民館2階第2研修室  

3.19 
第2回鯉のぼりまつり自治会

打ち合わせ 
 国見公民館  

3.29 鯉のぼり設置 24名 国見棚田 60匹 
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平成20年度（2008.4.1～2009.3.1） 

月.日 活動事業名 参加者数 場 所 備 考 

4.14 
清水川せせらぎ公園鯉のぼり

設置作業 
約10名 清水川せせらぎ公園Cゾーン 

ミニ鯉のぼり

（140匹） 

4.27 
第2回鯉のぼりまつり 

オープニングセレモニー 
約90名 清水川せせらぎ公園Cゾーン 

足工大附属高 

吹奏学部 

5.4 
第2回鯉のぼりまつり 

イベント 
約40名 国見第2駐車場  

5.7 鯉のぼり撤去作業 約20名 
国見棚田、清水川せせらぎ公園

Cゾーン 

 

6.10 第1回委員会 25名 那須烏山市役所第4会議室  

随時 棚田コスモス畑管理  国見地区  

9.17 第2回委員会  那須烏山市役所第4会議室  

10.25 

~26 
近代化遺産全国一斉公開  

どうくつ酒蔵、烏山和紙会館 

JR烏山駅舎、境橋、烏山防空

監視哨 

 

1.16 まちづくり研究会新春懇談会 9名 那須烏山市役所会議室 「さのとみ」 

1.16 

~1.23 

｢住みたいまち｣｢住みやすさ｣

関する意識調査 
－ 烏山高校･烏山女子高校  

2.16 
第3回からすやまフォトコン

テスト作品審査会 
6名 那須烏山市役所第2会議室 19名43点 

2.19 第3回委員会 20名 那須烏山市役所第2会議室  

3. 1 活動報告会 94名 那須烏山商工会館  
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平成21年度（2009.4.1～2010.3.7） 

月.日 活動事業名 参加者数 場 所 備 考 

4.9 
清水川せせらぎ公園鯉のぼり

設置作業 
10名 清水川せせらぎ公園Cゾーン 

ミニ鯉のぼり 

（300匹） 

4.11 鯉のぼり設置作業 25名 国見棚田  

4.24 棚田コスモス畑管理 7名 国見地区  

4.28 鯉のぼり修繕作業 25名 国見棚田  

5.2 
第3回鯉のぼりまつり 

イベント 
約100名 清水川せせらぎ公園Cゾーン 

・あんだんて 

・国際医療福祉大

ダンス部 

5.11 鯉のぼり撤去作業 20名 
国見棚田 

清水川せせらぎ公園Cゾーン 

 

5.26 棚田コスモス畑管理 4名 国見地区  

6.9 第1回委員会 26名 那須烏山市役所第4会議室  

7.16 棚田コスモス畑管理 5名 国見地区  

8.20 
小木須地域の歴史・風土等調査

（足利工業大学） 
20名 木須の郷交流館  

8.21 

～22 

近代化遺産に関するアンケー

ト調査（足利工業大学） 
12名 いかんべ祭会場  

9.15 棚田コスモス畑管理 ６名 国見地区  

10.16 第2回委員会 13名 那須烏山商工会館第3研修室  

10.17 

~18 
近代化遺産全国一斉公開 28名 

どうくつ酒蔵、烏山和紙会館 

JR烏山駅舎、境橋、烏山防空

監視哨、山あげ会館 

来場者303人 

11.8 
「協働」に関する市民アンケー

ト（国際医療福祉大学） 
4名 中央公園（健康福祉まつり）  

11.22 
「協働」に関する市民アンケー

ト（国際医療福祉大学） 
8名 

オオムラサキ公園 

（大木須そばまつり） 
 

11.28 
「協働」に関する市民アンケー

ト（国際医療福祉大学） 
4名 

市公民館 

（ふるさと新発見セミナー） 
 

11.28 
小木須地域の歴史・風土等調査に基

づくワークショップ（足利工業大学） 
13名 木須の郷交流館  

11月 
「協働」に関する市職員アンケ

ート（国際医療福祉大学） 
－   

12.18 棚田コスモス畑管理 5名 国見地区  

1.29 
成果報告会事前打合せ会 

まちづくり研究会新春懇談会 
11名 那須烏山市役所第4会議室 さのとみ 7名 

2.19 第3回委員会 8名 那須烏山市役所第2会議室  

 3. 7 研究成果報告会 82名 那須烏山商工会館 研修室  

6月～

3月 
活動報告書編集 －   
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平成22年度（2010.4.1～2011.3.31） 

月.日 活動事業名 参加者数 場 所 備 考 

4.8 
清水川せせらぎ公園鯉のぼり

設置作業 
 8名 清水川せせらぎ公園Cゾーン 

ミニ鯉のぼり252

匹 

鮎のぼり15匹 

4.10 鯉のぼり設置作業 20名 国見棚田 鯉のぼり62匹 

4.21 

～4.28 
和紙の鯉のぼり作成 － 

＊実施日及び参加者数 

（4.21）荒川学童クラブ 55名 

（4.22）江川学童クラブ 60名 

（4.23）烏山学童クラブ 80名 

（4.26）七合学童クラブ 20名 

（4.28）境学童クラブ  45名 

 

4.28 棚田コスモス畑管理  4名 国見地区  

4.28 鯉のぼり修繕作業 12名 国見棚田 
和紙鯉のぼり 

33匹 

5.1 
第4回鯉のぼりまつり 

イベント 
120名 

 

清水川せせらぎ公園Cゾーン 

 

・足工大附属高吹奏

楽部 

・あんだんて 

・国際医療福祉大ダ

ンス部 

＊来場者800人 

5.10 鯉のぼり撤去作業 15名 
国見棚田、清水川せせらぎ公園

Cゾーン 

 

5.10 棚田コスモス畑管理  4名 国見地区  

5.20 和紙の鯉のぼり設置  2名 こども館 6月10日まで 

6.24 第1回委員会 12名 那須烏山市役所第4会議室  

7.16 棚田コスモス畑管理 6名 国見地区  

9.17 棚田コスモス畑管理 5名 国見地区  

10.15 第2回委員会 19名 那須烏山市役所第4会議室  

10.23 

～24 
近代化遺産全国一斉公開 

20名 

（26） 

＊どうくつ酒蔵他 

（イベント参加者） 

23日70名 ／ 24日60名 

＊コンサート140名 

＊モニターツアー123名 

（ ）内は協力事業

所参加者を含む 

11.12 国際医療福祉大ヒアリング 9名 那須烏山市役所第1会議室  

12.8 足利工業大学ヒアリング 3名 市商工観光課  

2.2 第3回委員会 10名 那須烏山市役所第2会議室  

2.26 成果報告会 70名 那須烏山商工会館研修室  
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平成23年度（2011.4.1～2012.3.31） 

月.日 活動事業名 参加者数 場 所 備 考 

4.11 どうくつ酒蔵 強度試験 4名 島崎酒造どうくつ酒蔵  

4.22 
清水川せせらぎ公園・南那須庁

舎鯉のぼり設置作業 
 8名 

清水川せせらぎ公園Bゾーン 

南那須庁舎南側市民公園 

ミニ鯉のぼり 

鮎のぼり 

「がんばろう日

本」幟5本 

4.27 国見コスモス畑管理（草刈） 2名 国見棚田  

5.9 
清水川せせらぎ公園・南那須庁

舎鯉のぼり撤去作業 
8名 

清水川せせらぎ公園Bゾーン 

市役所南那須庁舎 
 

5.20～

6.30 
どうくつ酒蔵測量業務  島崎酒造どうくつ酒蔵  

7.1 第1回委員会 11名 那須烏山市役所第4会議室  

7.20 ワークショップ 13名 市民カフェ35番館  

8.3 棚田コスモス畑管理 7名 国見地区 地元2名 

8.8 近代化遺産全国一斉公開打合 4名 足利工業大学  

10.1 同上（イベント出演者） 3名 足利工業大学  

10.19 ワークショップ 11名 市民カフェ35番館  

10.21 近代化遺産全国一斉公開準備 13名 JR烏山駅 どうくつ酒蔵  

10.22 近代化遺産全国一斉公開 12名 
JR烏山駅 どうくつ酒蔵 

和紙会館 防空監視哨 境橋 

来場者数50名 

（どうくつ酒蔵） 

10.23 近代化遺産全国一斉公開 27名 

＊どうくつ酒蔵100名 

＊講演会･朗読会･ライブ80名 

＊モニターツアー25名 

来場者数は左に

記載 

11.16 ワークショップ 9名 市民カフェ35番館  

11.25 第2回委員会 19名 那須烏山市役所第4会議室  

1.20 棚田コスモス畑管理 2名 国見地区  

2.3 第3回委員会 21名 那須烏山市役所第4会議室  

 2.15 ワークショップ 13名 市民カフェ35番館  

3.3 成果報告会 70名 那須烏山商工会館 研修室  
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平成24年度（2012.4.1～2013.3.31）① 

月.日 活動事業名 参加者数 場 所 備 考 

4.12 
清水川せせらぎ公園鯉のぼり

設置作業 
11名 清水川せせらぎ公園Cゾーン  

4.14 鯉のぼり設置作業 15名 国見棚田  

4.18 

～4.26 
和紙の鯉のぼり製作体験  

＊実施日及び場所 

（4.18）境児童クラブ 

（4.19）江川児童クラブ 

（4.20）烏山児童クラブ 

（4.24）七合児童クラブ 

（4.26）荒川児童クラブ 

 

4.20 第1回委員会 25名 那須烏山商工会館  

4.26 国見コスモス畑管理（草刈）  7名 国見棚田 地元2を含む 

4.26 鯉のぼり修繕作業 7名 国見棚田 地元2を含む 

4.27 鯉のぼりまつりイベント準備  13名 清水川せせらぎ公園Cゾーン  

4.28 
第5回鯉のぼりまつり 

イベント 
 33名 清水川せせらぎ公園Cゾーン ＊来場者500名 

5.7 鯉のぼり撤去 14名 
国見棚田 

清水川せせらぎ公園Cゾーン 
地元4を含む 

5.16 ワークショップ 10名 市民カフェ35番館  

6.7 カラコン打合せ 5名 国際医療福祉大学  

6.14 カラコン打合せ 12名 国際医療福祉大学  

6.20 ワークショップ 13名 市民カフェ35番館  

6.21 カラコン打合せ 12名 国際医療福祉大学  

6.27 国見コスモス畑管理（草刈）  4名 国見棚田  

6.28 カラコン打合せ 12名 国際医療福祉大学  

7.3 カラコン打合せ（広報担当） 5名 那須烏山市役所  

7.5～6 
全国近代化遺産活用連絡協議

会総会 
1名 京都府舞鶴市  

7.6 カラコン打合せ 13名 国際医療福祉大学  

7.9 CRT打合せ（カラコン告知） 3名 那須烏山市役所  

7.13 カラコン打合せ 16名 那須烏山商工会館 
ラジオCM収録

含む 

7.13 カラコン参加店舗募集説明会 18名 那須烏山商工会館  

7.18 ワークショップ 10名 市民カフェ35番館  

8.6 カラコン打合せ 16名 国際医療福祉大学  

8.23 カラコン打合せ 9名 国際医療福祉大学  

8.24 
近代化遺産全国一斉公開申込

にかかる打合せ 
3名 那須烏山市役所  

8.30 カラコン打合せ 17名 那須烏山市役所 
事業参加店舗 

含む 

9.5 カラコン打合せ 10名 国際医療福祉大学  
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平成24年度（2012.4.1～2013.3.31）② 

月.日 活動事業名 参加者数 場 所 備 考 

9.7 カラコン会場準備 11名 どうくつ酒蔵  

9.8 カラコン 43名 どうくつ酒蔵 
＊参加者100 

（スタッフ内数） 

9.19 近代化遺産全国一斉公開打合 3名 足利工業大学  

9.19 ワークショップ 11名 市民カフェ35番館  

10.9 近代化遺産全国一斉公開打合 4名 那須烏山市役所  

10.16 第2回委員会 36名 那須烏山市役所第2会議室  

11月 
近代化遺産一斉公開 

どうくつコンサート打合せ 
2名 島崎酒造  

11.12 近代化遺産烏山駅パネル展示 2名 ＪＲ烏山駅  

11.14 
近代化遺産一斉公開打合せ 

（福田観光協会長・島崎会長） 
4名 和紙会館・島崎酒造  

11月 
近代化遺産一斉公開 

絵画展協力依頼 
   

11.16 
土木の集い（選奨土木遺産認定

式） 
1名 ホテルニューイタヤ  

11.21 ワークショップ 9名 35番館  

11.22 近代化遺産一斉公開準備 8名 どうくつ酒蔵  

11.23 近代化遺産一斉公開 91名 どうくつ酒蔵 ほか ＊ライブ69人 

11.23 モニターツアー 20名   

1.22 第3回委員会 21名 那須烏山市役所第2会議室  

2.20 成果報告会ポスター事前掲示 3名 ﾍﾞｲｼｱｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ烏山店  

2.27 
成果報告会事前掲示ポスター

撤去 
3名 ﾍﾞｲｼｱｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ烏山店  

3.1 成果報告会準備 6名 那須烏山商工会館 研修室  

3.2 成果報告会 80名 那須烏山商工会館 研修室  

3.2 第4回委員会（臨時会） 18名 美喜寿司  
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4.4 
鯉のぼりまつり 烏山高校出

演依頼 
3名 烏山高校  

4.8 鯉のぼりまつり打合せ会 25名 那須烏山市役所  

4.10 鯉のぼりまつりCM収録 4名 那須烏山市役所  

4.11 
清水川せせらぎ公園鯉のぼり

設置作業 
11名 清水川せせらぎ公園Bゾーン  

4.13 鯉のぼり設置作業 20名 国見棚田 地元6を含む 

4.17 ワークショップ 11名 市民カフェ35番館  

4.22 

～4.26 
和紙の鯉のぼり製作体験  

＊実施日及び場所 

（4.22）烏山児童クラブ 

（4.23）境児童クラブ 

（4.24）七合児童クラブ 

（4.25）江川児童クラブ 

（4.26）荒川児童クラブ 

 

4.24 鯉のぼりまつり打合せ 2名 烏山高校  

4.25 鯉のぼり修繕作業 10名 国見棚田 地元2を含む 

4.26 宇都宮共和大学大型看板設置  宇都宮共和大学 鯉のぼり祭告知 

5.2 鯉のぼりまつりイベント準備 35名 清水川せせらぎ公園Cゾーン  

5.3 
第6回鯉のぼりまつり 

イベント 
45名 清水川せせらぎ公園Cゾーン ＊来場者450名 

5.7 鯉のぼり撤去 17名 
国見棚田  

清水川せせらぎ公園Bゾーン 
地元4を含む 

5.20 第1回委員会 25名 那須烏山市役所南那須庁舎  

6.11 鯉のぼりまつり反省会 21名 市民カフェ35番館  

6.11 
近代化遺産全国一斉公開打合

（事業内容打合せ） 
5名 那須烏山市役所烏山庁舎  

6.14 
近代化遺産全国一斉公開打合

（事業内容打合せ） 
3名 足利工業大学  

6.26 国見コスモス畑管理（草刈） 4名 国見棚田  

7.9 
心のバリアフリー学習プログ

ラムの開発打合せ 
  中田ゼミ 

7.17 ワークショップ 12名 市民カフェ35番館  

7.24 
近代化遺産全国一斉公開打合

（ポスター作成打合せ） 
1名 烏山高校  

8.8 
近代化遺産全国一斉公開打合

（事業案決定） 
3名 那須烏山市役所烏山庁舎  

8.12 国見コスモス畑管理（草刈） 3名 国見棚田  

8.19 
心のバリアフリー学習プログ

ラムの開発 

50名 

国際医療福祉大学 

那須烏山市学童クラブ7箇所 

 

＊参加者内訳 

（スタッフ20、学生30) 

中田ゼミ 

学童250名参加 

＊市社会福祉協

議会6名も参加 

8.20 
心のバリアフリー学習プログ

ラムの開発 

8.22 
心のバリアフリー学習プログ

ラムの開発 
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8.20 
烏山高校とのまちづくり共同

研究打合せ 
22名 

烏山高校 

＊参加者内訳 

(高校生5、大学生15、教員2) 

中田ゼミ 

9.5 
烏山高校とのまちづくり共同

研究 
  中田ゼミ 

9.5 
第2回委員会（兼近代化遺産全

国一斉公開実行委員会） 
42名 那須烏山市役所烏山庁舎  

9.17～ 

10.22 
宇都宮共和大学大型看板設置  宇都宮共和大学 

近代化遺産一斉

公開告知 

9.18 ワークショップ 11名 市民カフェ35番館  

9.24 
烏山高校とのまちづくり共同

研究 
  中田ゼミ 

11.5 
烏山高校とのまちづくり共同

研究 
  中田ゼミ 

11.10 近代化遺産全国一斉公開  49名 

（ﾊﾞｽﾂｱｰ）宇都宮市～日光市～

那須烏山市 

（ｺﾝｻｰﾄ）どうくつ酒蔵 

＊ﾊﾞｽﾂｱｰ  46名 

＊ｺﾝｻｰﾄ 150名 

11.20 ワークショップ 10名 市民カフェ35番館  

11.26 
心のバリアフリー学習プログ

ラムの開発事後学習 
 
国際医療福祉大学 

那須烏山市学童クラブ 
中田ゼミ 

11.28 
近代化遺産全国一斉公開反省

会 
14名 那須烏山市南那須公民館  

 12.3 
烏山高校とのまちづくり共同

研究 
  中田ゼミ 

12.19 ワークショップ 9名 市民カフェ35番館  

12.25 第3回委員会 14名 那須烏山市役所烏山庁舎  

1.14 
烏山高校とのまちづくり共同

研究 
  中田ゼミ 

1.22 ワークショップ 7名 市民カフェ35番館  

2.20 成果報告会ポスター事前掲示 3名 ﾍﾞｲｼｱｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ烏山店  

2.24 
烏山高校とのまちづくり共同

研究 
  中田ゼミ 

2.27 
成果報告会事前掲示ポスター

撤去 
4名 ﾍﾞｲｼｱｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ烏山店  

2.28 成果報告会準備 3名 那須烏山商工会館 研修室  

3.1 成果報告会 90名 那須烏山商工会館 研修室  

3.4 

～3.19 
ラッピングバス市役所展示 3名 市役所烏山庁舎玄関ロビー 

宇都宮共和大

学・ﾜｰｸｼｮｯﾌ  ゚

3.18 
第4回委員会（兼こいのぼりま

つり実行委員会） 
23名 那須烏山市役所烏山庁舎  

3.19 ワークショップ 8名 市民カフェ35番館  

3.31 活動成果報告書 編集委員会 3名 烏山城ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞﾎﾃﾙ  
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4.25 
国見棚田・清水川せせらぎ公園

鯉のぼり設置作業 
24名 

国見棚田・清水川せせらぎ公園

Bゾーン 

学生5・地元4を

含む 

5.8 
第1回委員会（鯉のぼりまつり

打合せ） 
20名 那須烏山市役所第4会議室  

5.12 

～19 
宇都宮共和大学大型看板設置  宇都宮共和大学 

鯉のぼりまつり

告知 

5.16 鯉のぼりまつりイベント準備 3名 大桶運動公園  

5.17 

～18 

第7回鯉のぼりまつり 

イベント 
68名 大桶運動公園 

参加者数 

＊制作体験130

組 

＊紙芝居70人 

5.20 鯉のぼり撤去 15名 
国見棚田・清水川せせらぎ公園

Bゾーン 
地元3を含む 

5.21 ワークショップ 10名 市民カフェ35番館  

6.18 ワークショップ 8名 市民カフェ35番館  

6.19 鯉のぼりまつり反省会 13名 那須烏山市役所第4会議室  

6.19 
次年度以降の会のあり方検討

会第1回会議 
10名 那須烏山市役所第4会議室  

7.14 
どうくつコンサート出演者打

合せ 
3名 那須烏山市役所・どうつく酒蔵  

7.17 

市長あて提案書提出「那須烏山

市内循環バスに対するラッピ

ング計画」について 

4名 那須烏山市役所市長室 
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・宇都宮

共和大学 

7.31 
近代化遺産ｲﾍﾞﾝﾄﾎﾟｽﾀｰ作成に

係る烏山高校美術部打合せ 
1名 烏山高校  

8.8 
「烏寶線鉄道唱歌」に係るヒア

リング 
3名 那須烏山市役所  

8.20 

～8.22 

「烏寶線鉄道唱歌」に係る烏山

高校との共同研究 
8名 烏山線沿線 足利工業大学 

9.2 近代化遺産バスツアー打合せ 3名 
大田原土木事務所・那須塩原市

文化財保護審議会会長訪問 
 

9.10 ワークショップ 6名 市民カフェ35番館  

9.11 
会のあり方検討会WG第1回

会議 
7名 那須烏山市役所市民室  

10.2 
第2回委員会（兼近代化遺産全

国一斉公開実行委員会） 
12名 那須烏山市役所第4会議室  

10.9 近代化遺産バスツアー打合せ 2名 烏山土木事務所  

随時 国見コスモス畑管理（草刈） 名 国見棚田  

11.14 近代化遺産全国一斉公開準備 7名 どうくつ酒蔵  

11.16 近代化遺産全国一斉公開 45名 

（ﾊﾞｽﾂｱｰ）那須塩原市～ 

那須烏山市 

（ｺﾝｻｰﾄ）どうくつ酒蔵 

＊ﾊﾞｽﾂｱｰ  36名 

＊ｺﾝｻｰﾄ 150名 
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12.26 

足利工業大学・烏山高校共同研

究チームによる「学生＆企業研

究発表会」受賞報告会 

8名 那須烏山市役所第2会議室 

市長・市議会議

員・市職員向け報

告会 

1.29 
会のあり方検討会WG第2回

会議 
9名 那須烏山市役所第4会議室  

2.3 第3回委員会 19名 那須烏山市役所第4会議室  

2.28 成果報告会 90名 那須烏山商工会館  

3.2 

～20 
成果報告会パネル展示 － 

那須烏山市役所南那須庁舎ロ

ビー 
 

3.23 第4回委員会 10名 那須烏山市役所第4会議室  

4月～

3月 
活動成果報告書編集 －   

 


