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申告が必要な方 
●市・県民税（市役所受付）
　申告が必要と思われる方には、あらかじめ市税務課か
ら「市・県民税の申告書」を郵送します。申告書が届か
ない方でも、今年１月１日現在、市内に住所があり、次
に当てはまる方は申告が必要です。
平成 29 年中に
 ・「営業」「農業」「不動産」などの所得があった方
 ・給与所得者で「給与支払報告書」を市役所に提出して
　いない方
 ・給与所得者や公的年金所得者で、給与や年金以外に、
　「営業」「農業」「不動産」などの所得があった方
●所得税（原則、氏家税務署受付）
　氏家税務署から申告書、またはお知らせのはがきなど
が届かない方でも、次の①～③に当てはまり、さらに★
に当てはまる方は申告が必要です。
①給与所得者で次の場合
平成 29 年中に
 ・給与所得以外の所得が 20 万円を超える方
 ・2カ所以上の事業所から給与を受けている方
 ・給与の収入金額が 2,000 万円を超える方
 ・年の途中で退職し、その後就職しなかった方や、1年
　の内に何度か職を変え、年末調整が済んでいない方

②公的年金受給者で、年金収入が 400 万円を超える方、
　公的年金所得以外の所得が 20 万円を超える方
③そのほかの所得者で、次の場合
 ・事業所得（農業、商業、工業など）がある方
 ・不動産所得（地代、家賃など）がある方
 ・譲渡所得（土地、家屋の売却など）がある方
★次の計算式をもとに算出した税額が、配当控除額など
　を超える方

平成 29年分の
所得金額の合計

所得控除の合計
（基礎控除、配偶者 
   控除、扶養控除など）

出した金額を基に
算出した税額＞配
当控除などの場合

※①②のような簡易な所得税の申告は市役所でもできます
　所得税の確定申告場所は通常であれば氏家税務署となりますが、簡易な
ものは市役所でも申告できます。詳しくはお問い合わせください 。

ー　　　　　　　　　⇨

【市・県民税】地区別申告受付日程表 　市・県民税、所得税の申告時期が近づいてきました。
市税務課では左記の日程で申告を受け付けます。
　申告期間中、各会場では大変混雑が予想されますので、
申告に必要な帳簿・書類などは事前によく整理し、日程
表にあわせて申告してください。 

【留意事項】
　下記のことについて、あらかじめご了承ください。
 ・申告相談の結果、氏家税務署での申告が必要となる
　場合があります。
 ・午前中の受付状況によっては、午後の受付になる場
　合があります。
 ・医療費の集計、事業所得の収支計算がお済みでない
　場合、申告手続きが受付順と前後したり、受付でき
　ない場合があります。
 ・申告相談の内容により、受付順が前後する場合があ
　ります。

問い合わせ／
　●所得税の申告・税務署からのお知らせに関すること
　　〒 329-1393　さくら市氏家 2431-1
　　氏家税務署　☎０２８（６８２）３３１１
　●市・県民税の申告
　　市税務課　☎（４３）１１１５

午前
（8：30～11：00）

午後
（13：00～15：30） 場所

2/16（金） 泉・田野原 上太田・東泉

泉公民館　19（月） 長井 平野

　20（火） 立足・下伊佐野山田 上伊佐野

　21（水） 石関 大槻

片岡公民館
　22（木） 乙畑・玉田 乙畑・山苗代
　23（金） 片岡
　26（月） 安沢 越畑
　27（火） 扇町 1丁目 鹿島町

市役所 2階 
本館会議室

　28（水） 扇町 2丁目
 3/1（木） 上町
　  2（金） 本町・早川町 矢板・富田
　  5（月） 末広町
　  6（火） 東町
　  7（水） 木幡

　  8（木） 倉掛・片俣
塩田

川崎反町・境林
館ノ川・高塩

　  9（金） 幸岡・下太田 針生・土屋
　12（月） 荒井
　13（火） 中
　14（水） 沢・豊田 成田
　15（木） 地区指定なし
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準備のポイント 
●「自書申告」で提出を
　申告書はできるだけご自分で作成してください。昨年
の申告控えなどを参考に、ご自分で申告書を作成すれば、
税務署などで申告する時間が短縮できます。
●領収書などの確認
 ・集計
　医療費などの領収書は、各人ごとに、病院（薬局）、月
別にまとめ、支払額を集計しておきましょう。その際、
社会保険や生命保険などで戻ってきた金額も明確にして
おきましょう。
　医療費の控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」を
税務署に提出することになりますので、必ず事前の作成
をお願いします。
 ・日付のチェック
　申告に使う領収書をまとめたら、もう一度日付のチェ
ックをしましょう。平成 29 年分の申告なら平成 29 年
の日付のものに限ります。

●白色事業所得者は収支金額を明確に
　すべての事業所得者（農業・営業・不動産）について、
記帳・帳簿の保存が義務化されています。収入、支出の
分かる明細・領収書等を整理し、必ず事前に収支の内訳
を計算しておいてください。
　また、農業の方は次の項目も明確に分かるようにして
おいてください。
 ・田畑の作付面積
 ・田畑を貸した内容（面積、小作料相手方など）
●障害者控除
　障害者手帳または、市高齢対策課で発行する「控除認
定書」をお持ちください。

＜税務署からのお知らせ＞
●確定申告会場の設置について
　所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します。
日時／ 2 月 16 日（金）～ 3月 15 日（木）
　　　※土・日、祝日を除く
　　　受付  8：30 ～　相談  9：00 ～ 17：00
場所／氏家税務署  2 階会議室

●ホームページの利用について
　国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」を
ご利用いただくと、自宅等で確定申告書が作成できますの
で、書面で印刷し税務署に送付いただくか、e-TAX で送信
（事前準備が必要）いただくと便利です。
●納付期限と振替納税の利用について
　確定申告による所得税の納付期限は平成 30 年 3 月 15
日（木）です。申告書提出後に納付書等の送付はありません。

納付には便利な振替納税をおすすめします。
　3月 15 日（木）までに口座振替依頼書を提出していた
だければ、振替日（4月 20 日）に指定金融機関から引き
落としを行います。なお、転居等により所管税務署が変わっ
た場合には、新たに依頼書の提出が必要となります。
●公的年金受給者の確定申告不要制度について
　公的年金等の収入金額の合計額が 400 万円以下で、公
的年金以外の所得金額が 20 万円以下であるときは、所得
税の確定申告は必要ありません。なお、還付を受ける場合
や、純損失や雑損失の繰越控除の適用を受ける場合、申告
が必要となります。また、平成 27 年分以後、外国の制度
に基づき、国外において支払われる年金など源泉徴収の対
象とならない公的年金等を受給されている方は、この制度
は適用されないこととなりました。

※申告書の作成には時間を要しますので、15：00頃までにお越しください。
　なお、会場の混雑状況により、受け付けを早めに締め切ることがあります。

※「営業」「農業」「不動産」などのある方は市・県民税の申告が必要です。
　また、各種控除（扶養控除、保険料控除、医療費控除等）の申告を
　することにより、住民税が変更になる場合があります。

申告に必要なもの 
●本人確認書類
　マイナンバー（個人番号）カードの提示、または写し
の添付が必要です。（※マイナンバーカードをお持ちでな
い方は、通知カード＋運転免許証などの本人確認書類）
※平成 28 年分以降の所得税、および復興特別所得税や
　贈与税の申告書を提出する際には、マイナンバーの記
　載が必要です。
●申告書

●「確定申告のお知らせ」はがき
※昨年確定申告をされた方には、税務署から 1月下旬に
　送付されています。

　
●印鑑（認め印可）
●振込口座番号
　本人名義の口座番号の控えをお持ちになるか、通帳を
お持ちください。
このほか、次のものが必要です。
●給与所得者
　…源泉徴収票、または事業主からの支払い証明書
●営業など事業所得者
　…収支内訳書、収支の分かる帳簿と領収書
●その他の所得者
　…収支を明確にする書類
●医療費、社会保険料などの控除を受ける方
　…明細書、または領収書

申告用紙について
　所得税の申告用紙と収支内訳書は、税務署・市税務課にあります。
申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方は
確定申告書Ａを、それ以外の所得がある方は確定申告書Ｂの用紙を
使用してください。
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　「矢板市男女共同参画計画 4期計画」の策定にあたり、
市民の皆さんのご意見を反映させるため、広く意見を募
集します。
募集期限／ 2 月 20 日（火）17：00 まで　＊必着
閲覧期間／ 2 月 20 日（火）まで
閲覧方法／
①生涯学習課、子ども課、各公民館で文書閲覧
②市ホームページ（トップページ＞パブリックコメント（意見募集）
　 ＞矢板市男女共同参画計画4期計画）に掲載
応募方法／
　直接お持ちいただくか、郵送・ファクス・メールのい
ずれかでお送りください。

様式／
　様式は自由ですが、A4 版で、住所・氏名・電話番号
を必ず記載してください。
そのほか／
　お寄せいただいたご意見・ご提案は、内容を整理し、
市の考え方とあわせて、後日公表します。個人への回答
は行いませんので、ご了承ください。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2165　矢板市矢板 106-2　生涯学習課　
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６
　 syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp

　市では、「矢板市公共施設等総合管理計画」に基づき、
各公共施設の統廃合について具体的な方針を示す「矢板
市公共施設再配置計画」の策定を進めています。
　本計画の策定にあたり、市民の皆さんのご意見を反映
させるため、広く意見を募集します。
募集期限／
　3月 9日（金）17：00 まで　＊必着
閲覧期間／
　2月 20 日（火）～ 3月 9日（金）
閲覧方法／
①総務課、各公民館、生涯学習館、図書館、勤労青少年
　ホームで文書閲覧
②市ホームページ（トップページ＞パブリックコメント（意見募集）
　 ＞矢板市公共施設再配置計画）に掲載

応募方法／
　直接お持ちいただくか、郵送・ファクス・メールのい
ずれかでお送りください。
様式／
　様式は自由ですが、A4 版で、住所・氏名・電話番号
を必ず記載してください。
そのほか／
　お寄せいただいたご意見・ご提案は、内容を整理し、
市の考え方とあわせて、後日公表します。個人への回答
は行いませんので、ご了承ください。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市本町 5-4　総務課
　☎（４３）１１１３　 （４３）２２９２
　 kanzai@city.yaita.tochigi.jp

　市では、地域コミュニティ活動や地域コミュニティ間
の連携の強化などを図り、世代間の交流や伝統文化の継
承、地域課題の解決などの取組みを通じて、地域社会の
つながりを取り戻すため、地域コミュニティ推進事業に
取り組んでいます。その地域づくりのための事業を審査
する委員を募集します。
募集人員／ 2 人
募集期間／
　2月 19 日（月）まで　＊必着
応募資格／
　市内在住 18 歳以上で、平日日中に開催する会議に出
席可能な方
任期／委嘱日～平成 32 年 3月

応募方法／
　住所・氏名・生年月日・電話番号・主な活動履歴（市
の委員、ボランティア活動、所属団体など）を記入した
ものを、直接お持ちいただくか、ファクス・メールのい
ずれかでお送りください。
選考方法／
　提出された書類等により、選考します。
そのほか／
　報酬や交通費などの支給はありません。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2165　矢板市矢板 106-2　生涯学習課　
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６
　 syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp
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　都市計画法第 77 条の 2の規定に基づき、都市計画に
関する事項を調査・審議するための「都市計画審議会委
員」を募集します。
募集人員／
　3人程度（※応募者多数の場合は選考）
募集期間／
　2月 13 日（火）～ 3月 9日（金）＊必着
応募資格／
　市内在住 20 歳以上で、年 1回程度の会議に出席可能
な方
任期／ 4 月～平成 32 年 3月（2年間）

応募方法／
　応募用紙に、住所・氏名・年齢・性別・電話番号等を
記入し、直接お持ちいただくか、郵送・ファクス・メー
ルのいずれかでお送りください。
※応募用紙は、市ホームページ（トップページ＞組織でさがす
　＞都市整備課＞【募集】矢板市都市計画審議会委員）にあります。
そのほか／報酬や交通費などの支給はありません。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市本町 5-4　都市整備課
　☎（４３）６２１３　 （４３）９７９０
　 toshikeikaku@city.yaita.tochigi.jp

　軽自動車税は、毎年 4月 1 日に登録されている車両
に課税されます。使えなくなったり、譲ったりして車両
はないのに、廃車や名義変更などの手続きを忘れていま

せんか？ 3月 30 日（金）までに手続きしないと、平成
30 年度軽自動車税が課税になりますので、忘れず、お
早めに手続してください。

車の種類 問い合わせ
原動機付自転車 

（125㏄以下のバイクなど ) 市税務課　☎（４３）１１１５ 
※廃車手続きには、所有者の印鑑とナンバープレートが必要です。 
　ナンバープレートを紛失した場合は、弁償代として 200 円かかります。小型特殊自動車 

（コンバイン、トラクターなど）
二輪の軽自動車・小型自動車 
（125㏄を超えるバイクなど）

関東運輸局栃木運輸支局　☎０５０（５５４０）２０１９　※アナウンスが流れます。 
宇都宮市八千代 1-14-8

四輪の軽自動車 軽自動車検査協会栃木事務所　☎０５０（３８１６）３１０７ 
宇都宮市西川田 1-2-37

　電気、ガスなどの公共料金と同じようにあらかじめ指
定した金融機関の預金口座から、振替日に自動的に納税

することができます。納め忘れの防止にもなり、とても
便利です。

振替納税・口座振替可能な税金 問い合わせ

国税 ○申告所得税及び復興特別所得税
○個人事業者の消費税及び地方消費税 氏家税務署　　　☎０２８（６８２）３３１１

県税 ○自動車税
○個人事業税 矢板県税事務所　☎（４３）２３７６

市町 ○市・町県民税　　○固定資産税　　○軽自動車税
○国民健康保険税（介護保険料、後期高齢者医療保険料）                 市税務課　　　　☎（４３）１１１５
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職種 道路等維持補修作業員 放射能測定員 農業者トレーニングセンター・勤労青少
年ホーム・農村環境改善センター職員

募集人数 5 人 1 人 各 1人
賃金 時給 970 円 時給 870 円 時給 850 円
任用期間 4 月 1 日～ 9月 30 日（更新有） 4月 1日～ 9月 30 日（更新有） 4月 1日～ H31 年 3月 31 日

勤務時間 月～金曜日
8：30 ～ 17：15

火～木曜日
9：00 ～ 16：00

8：30 ～ 21：00
週 30 時間以内、週 4日程度

（シフト制）

勤務場所 市内の現場 くらし安全環境課 農業者トレーニングセンター・勤労青
少年ホーム・農村環境改善センター

仕事内容 ●道路・河川の維持・補修
　（草刈り、清掃、舗装補修等）

●公共施設等における空間放射線量の
　測定・データ集計作業
●食品等の放射能濃度の測定
●受付・電話応対業務

●館内外清掃 
●受付業務 
●植木剪定 
●草刈り

応募資格 ●準中型免許以上所持
●健康な方

●普通自動車運転免許所持
●簡単なパソコン操作ができる方
●健康な方

●普通自動車運転免許所持

その他

●社会保障制度あり
　（健康保険、厚生年金、雇用保険など） 
●年次休暇・夏季休暇あり
●諸手当なし

●社会保障制度なし
●年次休暇・夏季休暇あり
●諸手当なし

●労働保険加入 
●年次休暇・夏季休暇あり

募集期限 2 月 28 日（水） 2月 28 日（水） 2月 20 日（火）

応募方法
市販の履歴書とハローワーク矢板が

発行した紹介状を
直接、提出してください。

市販の履歴書を直接、または郵送で提出してください。

選考方法 書類選考、面接（日時、場所は後日連絡）

応募 
問い合わせ

〒 329-2192　矢板市本町 5-4
建設課

☎（４３）６２１２

〒 329-2192　矢板市本町 5-4
くらし安全環境課
☎（４３）６７５５

〒 329-2162　矢板市末広町 3-2
（矢板市勤労青少年ホーム内）
（一財）矢板市施設管理公社
　☎（４３）４６２０

　市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者を募集して
います。所得基準など、入居には条件がありますので、

お問い合わせください。
申込・問い合わせ／建設課　☎（４３）６２１２

【市営住宅】
場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場
中 S51～ 55 4F 12,100 ～ 29,300 円 3DK - - ○ ○ - 1 台のみ 2,000 円

上太田 H19 4F 13,900 ～ 40,300 円 1DK ～ 3LDK 
（エレベーター有） ○ ○ ○ ○ ○ 1台のみ 2,000 円

高倉 S58、S60 3F 16,100 ～ 26,800 円 2DK ～ 3DK - - ○ ○ ○ 1台のみ 2,000 円
石関 H1～ 3 3F 18,100 ～ 29,600 円 3DK - - ○ ○ ○ 1台のみ 2,500 円
乙畑 H5～10 3F 22,500 ～ 35,700 円 3DK - - ○ ○ ○ 1台のみ 2,500 円

【特定公共賃貸住宅】 ※上太田の一部および単身者の部屋は、現在満室のため予約待ちとなります。

場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場
乙畑 H8 3F 50,000 円 3DK ○ - ○ ○ ○ 1台のみ 2,500 円
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学校給食臨時調理員 代替調理業務・一般事務補助 適応指導教室（チャレンジ
ハウス）教育指導員 学校図書事務員

2 人 1 人 2人 4人
時給 850 円 時給 850 円 時給 870 円 時給 870 円

4月 1日～ 9月 30 日（更新有）
月～金曜日、1日 7時間

※給食がない日（夏・冬休み等長期休暇を含む）は
出勤を要しません。

月～金曜日、1日 5時間

市内の学校給食共同調理場 教育総務課または
市内の学校給食共同調理場

適応指導教室
（チャレンジハウス） 市内小・中学校

●学校給食調理業務 ●一般事務の補助
●学校給食調理業務

●通級児童・生徒の
　支援・事務など

●学校図書館での
　図書の貸し出し、整理など

●特になし ●普通自動車運転免許所持 ●自動車通勤可能な方

●社会保険加入 
●年次休暇あり
●通勤手当なし

●年次休暇・夏季休暇あり
●通勤手当なし

2月 9日（金）

市販の履歴書とハローワーク矢板が発行した紹介状を
直接、または郵送で提出してください。 市販の履歴書を直接、または郵送で提出してください。

書類選考、面接（日時、場所は後日連絡）

〒 329-2165　矢板市矢板 106-2 
教育総務課

☎（４３）６２１７

駐車場名および料金／ 利用期間／
　4月 1日～平成 31 年 3月 31 日
申込期限／ 3月 15 日（木）
必要なもの／印鑑
※利用する車のナンバーをお知らせください。
そのほか／
 ・車庫証明は発行しません。
 ・申込者多数の場合、抽選となります。（市民の方優先）
 ・駐車場に空きがあれば、締切後も受け付けます。
申込・問い合わせ／
　〒 329-2162　矢板市末広町 3-2（勤労青少年ホーム内）　
　（一財）矢板市施設管理公社
　☎（４３）４６２０　　

駐車場名 料金 区画数
本町駐車場

（市武道館南側） 月 4,000 円／区画 41 区画

片岡駐車場
（旧片岡郵便局西側） 月 3,500 円／区画 23 区画

片岡駅西口駐車場
（片岡駅西口） 月 4,000 円／区画 25 区画
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　スポーツ教室の新規受講者を募集します。初歩的な内
容ですので、お気軽にお申し込みください。
対象／
　市内に在住・在勤・在学しており、初めて申し込む方
　※継続者は各教室・クラブにお問い合わせください。
受付期間／
　3月 2日（金）まで（※祝日を除く）
　火～金　8：30 ～ 19：00、土～月　8：30 ～ 17：00

申込方法／
　右ページで希望する教室名の前にある番号をご確認の
上、下記の方法でお申し込みください。
そのほか／
 ・参加費、年会費は、教室により異なります。
 ・定員を超えた場合は、抽選などで受講者を決定します。
 ・申込後の手続きは、後日連絡します。
申込・問い合わせ／
　生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

№ 21～ 31の教室に入りたい！（いくつの場合でも）⇨ 現金を添えて、生涯学習課で
チャレンジやいた 正会員に申し込み

年会費（保険料込み） 会員特典ほか

チャレンジ
やいた
正会員

【　中学生以下　】1,800 円
1,000 円（年会費）+ 800 円（保険料）

【 高校生～ 64歳 】3,350 円
1,500 円（年会費）+1,850 円（保険料）

【　 65 歳以上 　】2,700 円
1,500 円（年会費）+1,200 円（保険料）

 ・№ 2～ 20 の教室を、参加費から保険料を差し引いた価格で受講できる
　ため、複数受講するとお得です。 
 ・№ 21 ～ 30 の教室をいくつでも受講できます。 
 ・チャレンジやいたが開催する各種イベントに会員価格で参加できます。 
 ・クラブ発行の会報誌やイベント情報をお届けします。 
 ・やりたい種目、イベント、あなたの意見がクラブ活動に反映されます。

年会費（保険料のみ） 会員特典ほか
チャレンジ
やいた

スクール会員

【　中学生以下　】　800 円
【 高校生～ 64歳 】1,850 円
【　 65 歳以上 　】1,200 円

 ・№ 2～ 20 の教室を、参加費から保険料を差し引いた価格で受講できる
　ため、複数受講するとお得です。

№ 2 ～ 20の中で複数入りたい！ ⇨ 現金を添えて、生涯学習課で
チャレンジやいた スクール会員に申し込み

№ 2 ～ 20の内、1つだけ入りたい！
№ 32～ 44の教室に入りたい！（いくつの場合でも）⇨ 往復はがきで申し込み

★№ 32～44は、たかはら那須スポーツクラブの年会費がかかります。利用会員、正会員のどちらかをお選びください。
年会費（保険料込み） 会員特典ほか

利用会員 【　中学生以下　】3,000 円
【　高校生以上　】4,000 円

 ・年会費は、たかはら那須スポーツクラブで開催される全ての事業に有効です。
 ・たかはら那須スポーツクラブ主催のサッカー教室は、「ヴェルフェたかはら
　那須」が中心となって、受講生の指導をしています。正会員 【　高校生以上　】5,000 円

※後日（3月末～ 4月初）、返信用ハガキ等で初回・説明会等の日程連絡があります。

矢板市矢板 106-2
矢板市生涯学習館内

生涯学習課
スポーツ推進班  宛て

〒 329 - 2165

空　欄

①希望教室名・№
②氏名（ふりがな）
③性別
④生年月日
⑤年齢
⑥住所
⑦電話番号
⑧勤務先または学校名・学年
⑨保護者名（高校生以下の場合）
※年齢・学年は平成 30年 4月 1日
　時点のものを記入してください。

〒□□□-□□□□

　申込者の
　
　　　郵便番号
　　　住　所
　　　氏　名

（往信おもて） （返信うら） （返信おもて） （往信うら）
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矢板市教育委員会主催　スポーツ推進委員指導 【問い合わせ】生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８
№ 教室名 対象 日時 場所 定員 参加費 保険料

1 健康ひろば
（毎月各種スポーツを楽しむ） 小学生～一般 未定（後日、

広報に掲載）19：30～ 21：00 市体育館ほか 20 人 100円/回 参加費に
   含まれます。

矢板市体育協会・レクリエーション協会加盟団体主催 【問い合わせ】生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８
№ 教室名 対象 日時 場所 定員 参加費 保険料
2 ゲートボール 一般 第 2・4 月  9：00～ 11：30 御前原ゲートボール場 20 人 1,500円/年 350 円

3 グラウンド・ゴルフ 一般 第 2・4 水  8：30～ 12：00 運動公園多目的グラウンド 170人 新規2,000円/年 
継続1,500円/年

参加費に
   含まれます。

4 フォークダンス 一般 水 9：30～12：00 生涯学習館体育室 10 人 1,200円/月

【中学生以下】
800円
 

【高校生～64歳】　
1,850 円
 

【65 歳以上】
1,200 円

5 バドミントン 小学生・一般（50歳まで） 月 19：00～ 21：00 矢板小体育館 20 人 3,000円/年
6 ミニバスケットボール 小 4～ 6 水 19：00～ 21：00 30 人 3,000円/年
7 中学生バスケットボール 中学生 金 19：00～ 21：00 矢板中体育館 30 人 3,000円/年

8 柔道 幼児年長～一般 水・土 19：00～ 20：30 市武道館 50 人
幼児6,000円/年
小学生12,000円/年 
中学生3,000円/年
高校生以上12,000円/年

9 空手道（国際剛柔公道会）幼児年長～一般 木（4～9月）19：30～ 20：30 市武道館 25 人 1,000円/月＋保険料

10 空手道（誠道塾） 小学生～一般 金（4～9月）18：00～ 20：00 市武道館 20 人 1,000円/月＋保険料第1・3水（通年）18：30～19：30 片岡小体育館

11 剣道 幼児年長～高校生 日 18：00～19：30 市武道館 50 人 12,000円/年水 19：00～ 20：30
12 居合道 高校生～一般 土 14：00～17：00 市武道館 5人 6,850円/年
13 弓道 中学生 土（4～10月）14：00～16：00 市弓道場 25 人 2,000円/年
14 体操 小学生～中学生 木 19：00～ 21：00 矢板小体育館 50 人 7,000円/年

15 卓球 中学生～一般 日 9：00～12：00

市体育館

20 人 中学生1,000円/年
高校生以上2,500円/年木 19：00～ 21：30

16 ラージボール卓球（一般） 一般 月・水 13：30～16：00 40 人 64歳以下4,450円/年
65歳以上3,800円/年

17 ラージボール卓球（夜間） 一般 土 19：30～ 21：30 30 人 4,000円/年
18 ソフトテニス 小 4～中学生 土 19：00～ 21：00 運動公園テニスコート 60 人 5,000円/年
19 陸上 小 2～ 6 水 18：00～19：30 東小校庭 40 人 2,000円/年

20 軟式野球 初級：幼児年長～小３ 月（4～11月）18：00～19：30 運動公園多目的グラウンド 30 人 800円/年上級：小４～６ 18：30～ 20：30

総合型地域スポーツクラブ「チャレンジやいた」主催 【問い合わせ】チャレンジやいた事務局（生涯学習課内）
☎（４３）６２１８

№ 教室名 対象 日時 場所 定員 参加費 保険料
21 バレーボールⅠ 小 3～ 6（女子） 第1・2・3 土 18：00～19：30

片岡中体育館
20 人 2,700円/年

年会費に
   含まれます。

チャレンジやいた
イメージキャラクター
ククコ

22 バレーボールⅡ 中学生（女子） 第1・2・3 土 19：30～ 21：00 20 人 中学生2,700円/年 
高校生以上2,650円/年23 ソフトバレーボール 中学生～一般 第1・2・3 土 19：30～ 21：00 20 人

24 元気クラブ（リズム体操） 一般 月 10：00～11：00 市体育館 100人 200円/回
25 エアロビクス 一般 火 10：00～11：00 100人 200円/回
26 ヨガ 一般 第 2・4 水 19：30～ 20：30 農村環境改善センター 20 人 1,100円/回
27 和太鼓Ⅰ（初心者） 小学生～一般 土 13：00～15：00 泉小体育館ほか 20 人 高校生以下1,000円/月

一般2,000円/月28 和太鼓Ⅱ（経験者） 小学生～一般 土 15：00～17：00 5 人
29 フラダンス 一般 第 1 ・3 木 10：00～11：30 文化会館練習室 1 20 人 1,200円/回
30 スポーツクライミング ※1 幼児年中～一般 第 2・4土 10：00～12：00 T-Rox ボルダリングジム 20 人 1,080円/回
31 ヒップホップダンス 小学生～一般 木 19：45～ 20：45 生涯学習館体育室 50 人 300円/回
※ 1  壁に設置された石型に手足を掛け、登るスポーツです。

総合型地域スポーツクラブ
「NPO法人たかはら那須スポーツクラブ」主催

【問い合わせ】たかはら那須スポーツクラブ事務局（矢板市中195-1）
☎（４３）３１８９　FAX（４７）６１３５　 info@t-nasu.com

№ 教室名 対象 日時 場所 定員 参加費 保険料
32 サッカー（キッズ） 幼児年中・年長 水・金 17：30～18：30 ヴェルフェフィールド 10 人 2,000円/月

年会費に
   含まれます。

33 サッカー（チャイルド）※ 2 小 1～ 2 水・金 16：45～18：15 10 人 4,000円/月
34 サッカー（ジュニア）※ 2 小 3～ 6 火・水・木 18：30～ 20：30 ヴェルフェフィールドほか 10 人 5,000円/月
35 女子フットサル 中学生～一般（女子） 木 19：30～ 21：00 5 人 2,000円/月
36 バドミントン 小 4～一般 日 16：00～18：00 農業者トレーニングセンター 5人 1,000円/月
37 ソフトボクシング 中学生～一般 土（月3回） 18：30～ 20：00 片岡中武道場 5人 1,500円/月
38 太極拳 一般 火 14：00～15：30 泉公民館 5人 2,000円/月

39 STEPエクササイズ 
（リズム昇降運動） 一般 第 2・4月 10：00～11：00 ヴェルフェフィールド 4人 1,500円/月

40 体幹トレーニング  ※ 3 一般 第 2・4水 10：30～12：00 10 人 1,500円/月

41 ラージボール卓球 一般 月・木 13：30～15：30 月：勤労青少年ホーム
木：生涯学習館体育室 10 人 2,000円/月

42 ノルディックウォーキング 一般 金（4・5月） 10：00～11：30 市内会場 10 人 200円/回
43 ユニカール 中学生～一般 第 2・4木 19：00～ 21：00 勤労青少年ホーム 5人 200円/回
44 ビームライフル 中学生～一般 月 18：30～19：30 ヴェルフェフィールド 5人 500円/月
※ 2  サッカー教室割引あり（女子：月 2,000 円割引、同じ家族で 2人目から：月 1,000 円割引）
※ 3  ストレッチボールを使用し、「全身を整える」トレーニングです。
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市からのお知らせ Yaita Information

　皆さんで楽しく、器具・入れ方・豆の種類の違いによ
る味くらべを行います。最後にはリッチな豆でお茶会を。
　前回と内容を変えて開催しますので、「男の珈琲研究
室 Part1」に参加された方も楽しめます。
日時／ 2 月 25 日（日）9：00 ～ 12：00
場所／片岡公民館  調理室
定員／ 15 人　＊先着順（7人まで女性も参加可）
参加費／ 1,000 円（材料代）
申込方法／
　2月 8 日（木）～ 18 日（日）の間に、電話でお申し
込みください。
申込・問い合わせ／
　片岡公民館　☎（４８）０１０１
　＊月曜・祝日休館

募集 男の珈琲研究室Part2
〜⾃分好みのコーヒー探し〜

⽮板市未来づくりプロジェクト「やいた de ハッピーチェーン」継続事業
若者交流会募集

　「やいた de ハッピーチェーン」とは、矢板に関心の
ある若い世代の皆さんに交流の場を提供し、矢板の魅力
を体験して得た情報や体感したことを自分たちで発信し
て同世代の若者の交流の輪（＝ハッピーチェーン）をつ
なげていくプロジェクトです。
対象／
　市内在住、あるいは矢板に興味があり、18 歳～おお
むね 40 歳までの将来結婚を考える方（高校生を除く）

定員／
　30 人（男女各 15 人）＊申込多数の場合は抽選
申込方法／
　市ホームページの申込フォームより、
参加希望の交流会を選択し、申込期限
までにお申し込みください。
問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

日時 場所 内容 参加費 申込期限
①やいた deあったか
　コケ玉づくり

2 月 18 日（日）
13：15 ～ 16：00 郷土資料館 多肉植物を使ったグリーンイン

テリア「コケ玉」を作ります。 1,500 円 2 月 9日（金）
15：00まで

②やいた deそば打ち
　＆星空観測会

2 月 24 日（土）
17：15 ～ 20：30

星ふる学校くまの木
（塩谷町）

手打ちそばを作って、食べて、
冬の美しい星空を観測します。 1,000 円 2 月 16日（金）

15：00まで

　お庭のお花たちを、もっとすてきにアレンジできたら
…。初心者の方もアレンジ方法だけでなく、花の水あげ
などを学びながら、リフレッシュできるワンデーレッス
ンを開講します。
日時／① 2月 22 日（木）19：00 ～ 21：00
　　　② 2月 24 日（土）10：00 ～ 12：00
場所／勤労青少年ホーム
定員／ 10 人　＊先着順
参加費／ 2,500 円（材料代）
講師／石塚　敦子先生
必要なもの／花切りハサミ
申込方法／
　2月 8日（木）～18日（日）9：00～ 19：00（土・日
は 17：00まで）に、勤労青少年ホームにある申込用紙
でお申し込みください。
申込・問い合わせ／勤労青少年ホーム　☎（４３）８２１０

募集 Spring Flower Lesson
〜フラワーアレンジメント講座〜

受付期限／ 2 月 21 日（水）
　※土・日を除く（道の駅やいたは、土・日申込可能）
受付時間／ 8：30 ～ 17：00
内容／

発送予定日／ 3 月 8 日（木）
申込方法／
　農業公社、農林課、道の駅やいたにある申込書に記入
の上、代金を添えてお申し込みください。ファクス、ホー
ムページからの申し込みも可能です。
※農作物の育成や天候により、発送日・品目が変更にな
　る場合もありますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ／
　矢板市ふるさと便推進協議会事務局（市農業公社）
　☎（４３）２６５０ 　 （４３）２６５１
　 http://www.yaita-nougyoukousya.jp

限定 100 ⼝ 
緑とつつじの⼋⽅⾼原ふるさと便（3 ⽉便）受付中︕募集

※上記は本州への送料込みの金額です。発送先が北海道・四国・九州の
　場合は＋ 300 円、沖縄の場合は＋ 1500 円となります。

野菜便 11 品：3,800 円、13 品：5,300 円
（矢板たかはら米、みそ、リンゴ、イチゴ、豆もちなど）

米便 7kg：3,500 円、11kg：5,000 円、15kg：6,700 円
自然薯便 約 1.3kg：3,800 円
ポーク
ステーキ便

5 品目：3,800 円
（豚肉、トマト、イチゴなど）

スポーツ講座〜スポーツと健康を学ぶ〜募集
　スポーツに関する市民講座を開講します。スポーツを
指導している方や保護者の方など、ぜひご参加ください。
日時／ 3 月 1 日（木）19：00 ～ 20：30
場所／生涯学習館  研修室（1）
対象／市内に在住・在勤・在学している方
定員／ 50 人
参加費／無料
テーマ／スポーツをする子どもたちの栄養と食事
　　　　～トップアスリートの食事に学ぶ～

講師／鈴木　いづみ先生

申込方法／
　2月 23 日（金）までに、直接、または電話でお申し込
みください。
申込・問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

第 40 回⽚岡地区コミュニティ新春マラソン⼤会
　1月 14 日（日）矢板南産業団地で、40 回目となる「片
岡地区コミュニティ新春マラソン大会」が開催され、晴
天のもと、400 人を超える方が健脚を競いました。
　ゲストランナーとして、プロバスケットボールチーム
の「リンク栃木ブレックス」の選手・チアリーダーが参
加したほか、婦人会によるとん汁が振る舞われました。
【各クラス優勝者】

問い合わせ／片岡公民館　☎（４８）０１０１
　　　　　　＊月曜・祝日休館

結果

種目 氏名

小学生 1・2年 男子 平石　亜樹（片岡小 2年）
女子 前沢　朱里（那須塩原市、南小 2年）

小学生 3・4年 男子 船木　　陽（東小 4年）
女子 前沢　汐璃（那須塩原市、南小 4年）

小学生 5・6年 男子 渡邉　栄翔（東小 6年）
女子 加治佐梅乃子（東小 5年）

中学生 男子 宮下　歩樹（那須塩原市、三島中 2年）
女子 兼子　咲楽（矢東附中 1年）

一般 男子 小山　強志（矢板市）
女子 小山　真実（矢板中央高）

家族マラソン 鈴木善・克也（さくら市）

　市体育施設の定期使用を希望する団体の方は、次のと
おり登録申請してください。
対象施設／
 ・市体育施設（市体育館、武道館、弓道場、日新・長井・上伊佐野体育館）
 ・市立小・中学校開放施設（体育館、武道場、校庭）
資格／
　市内に在住・在勤・在学者が 10 人以上おり、年度内
に 6カ月以上使用し、かつ、保険に加入している団体
登録申請／
　2月 24 日（土）までに生涯学習課にある申請書を提
出後、次の調整会議に出席してください。

【調整会議】
　日時／ 2 月 28 日（水）19：00 ～
　場所／生涯学習館  研修室（1）

　なお、小・中学校の体育施設使用を申し込む場合は、
使用日の 7日前までにお申し込みください。また、市
体育施設使用を申し込む場合は、原則、使用日の 3日
前までの受付となります。
申込・問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

平成30年度市体育施設の定期使⽤登録（団体）
および調整会議について募集

管理栄養士、日本体育協会公認スポーツ栄養士。
アトランタ五輪女子バスケットボールチームやロンドン五輪競
泳銅メダリストの萩野公介選手など、数々のスポーツ選手の
栄養サポートを担当。ジェフユナイテッド市原・千葉のトップ
チーム、アカデミーチーム（U-15・U-17）の管理栄養士を務める。
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　火災、地震、風水害に立ち向かい、市民の生命・財産
を守るため日夜活動する消防団員になってみませんか。
　女性団員も活動中です。安心・安全なまちづくりに協
力いただける、ボランティア精神あふれる 18 歳以上の
方をお待ちしています。
※消防団員は、活動服などが貸与され、火災時の消火活
　動や災害時の救助活動などに従事する非常勤特別職の
　地方公務員です。
申込・問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４

　3月 1日（木）～ 7日（水）は、春季火災予防週間で
す。火の元には十分注意してください。
　また、期間内は、消防団員による独居老人宅訪問や消
防車両による警戒巡回を行います。併せてご協力をお願
いします。
※ 3月 4日（日）午前中に矢板南産業団地で矢板市消防
　団による春の訓練を実施します。ご理解・ご協力をお
　願いします。
問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４
　矢板消防署　　　　　　　　　☎（４４）２５１１

　市では、各種講座やスポーツ教室、ボランティア活動、
出前講座、施設案内など、生涯学習に関する多くの情報
を掲載した生涯学習情報誌「まなび」を毎年発行してお
り、2018 年度版の作成に向けて、準備作業に入ります。
　現在、サークル活動・自主活動
のページに記載されている、各
サークル名および代表者氏名・電
話番号（連絡先）に変更がありま
したら、生涯学習課までご連絡く
ださい。
　また、新規掲載や削除を希望す
る場合も同様にご連絡ください。
期限／ 2 月 15 日（木）
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

出願期間／ 2 月 5 日（月）～ 3月 16 日（金）
資格／
　市内に住所を有する方のお子さんなどで、次の条件に
該当し、ほかに奨学金を借りていない方
●健全な心を有し、学業に優れながら経済的理由で就学
　が困難と認められる方
●高等学校・高等専門学校・専修学校・大学・大学院に
　在学する方、およびこれらの学校に進学を希望する生
　徒・学生
貸与額・採用予定人数／
①高等学校、高等専門学校第1～ 3学年に在学する奨学
　生⇒月額 15,000 円（若干名）
②高等専門学校第 4・5学年、専修学校・大学・大学院
　に在学する奨学生⇒月額 30,000 円（若干名）
貸与期間／
　採用された月から在学する学校の正規の修了月まで
申請・問い合わせ／矢板市育英会事務局（教育総務課）
　　　　　　　　　☎（４３）６２１７

　「ごみステーション」に搬出された資源物（新聞紙、
雑紙などの古紙や金属類などリサイクル可能なもの）を、
市が認めた者以外が持ち去る行為が発生しています。
　これを防止するため、「矢板市廃棄物の減量及び適正処
理等に関する条例」を改正し、4月 1日から施行します。
主な改正点／
 ・「ごみステーション」に排出された資源物を市および市
　が認めた者※以外の者が収集・運搬することを禁止します。
 ・上記に違反した者に行為禁止の命令を行います。命令
　に従わない場合、20 万円以下の罰金に処します。
※市が認めた者…市が指定した収集運搬業者・資源回収団体

～市民の方へのお願い～
　持ち去り行為を行っている現場を目撃した場合は、
●場所　●時間
●行為を行っている者の特徴や車のナンバー
などを、くらし安全環境課まで通報してください。
　ご自身に危険が及ばない範囲、無理のない範囲で
お願いします。

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５




