
特集 新年のごあいさつ・新春対談
ふるさと納税 リニューアル！



やいたのマジックアワー ともなりくん写真館

平成 28 年 1月号2

　　（12月１日現在）
33,900 人 　  （△19）
男 16,823 人（△18）　
女 17,077 人  （△ 1）
13,117 世帯   （ 0）
出生  　  9 人
死亡  　20 人
転入  　70 人 
転出  　78 人
（　）内は11月１日との比較 
△は減
※住民基本台帳をもとに算出

ＴＯＰＩＣＳ 人口

⽊幡 ⻘⼭  京右くん

広報やいた 1月号情報

①石のともなりくん
②大谷　章さん
③顔そっくりの石を発見。
　作ってみれば、立派な
　ともなりくん誕生。

①ある冬の日の早朝
②ｍｍさん
　 （撮影日：平成26年12月15日）

③眠気も吹き飛ぶ美しさ
　でした
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広報情報・投稿コーナー 
特集  新年のごあいさつ・新春対談
特集  ふるさと納税リニューアル！
まちの話題
暮らしいきいきコーナー
子育てコーナー
市からのお知らせ
まちの情報掲示板
施設からのお知らせ
やいた☆クッキンGOOD

　表紙の写真は、ともなりくんゆかりの地である「川崎城跡公園」で日の出を
撮影したものです。早朝の清々しい空気の中で、キラキラと輝くまばゆい太陽
の光に、ともなりくんは見入っている様子でした。
　「今年もがんばって矢板をPRするナリ！」と、2016年も市民の皆さんと力
を合わせて、地元を盛り上げていくことを朝日に誓いました。

表紙の写真

※ともなりくんのweb年賀状・動画は、㈱下野
　新聞社のホームページで見ることができます。 web年賀2016  ともなりくん

中 ⽚桐  遥乃ちゃん富⽥ 唐橋  湊⼤くん



サッカー
練習い～っぱいして

サッカーがうまくなったら
みんなと試合して
みたいナリ～！！

自転車
自転車に乗って

矢板のいいところを
たくさん見て

回りたいナリ～♪

明けまして
おめでとうナリ～！
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矢板市長
遠藤　　忠

矢板市議会議長
中村　久信　×

初開催の議会報告会・意見交換会

賀正

市⺠の皆さんへ
新年のあいさつをお願いナリ！ 
市・議　明けましておめでとうございます。
市　皆様におかれましては、希望に満ちた輝かしい新春 
　  を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。また
昨年中は、市政全般にわたり多大なるご協力をいただ
いたことに対しまして、深く感謝いたします。
 議 　皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。旧年中は、市政並びに市議 
会の活動に対しまして、皆様の温かいご理解と力強い
ご支援により、円滑な議会運営ができましたことに心
より感謝し、厚くお礼申し上げます。

昨年を振り返ってどうだったナリ？ 
市 　昨年は、特に人口減少対策に力を入れた年でした。
市では、市政の持続的な発展のため「子育て環境日本
一」を目指して各種事業を進めています。昨年もその
施策を柱にして、教育・福祉・医療をはじめ、生活
の利便性や働く場所の確保などさまざまな施策を行
い「矢板で子育てを、矢板に来て子育てをするまちづ
くり」が具現化となるように取り組んできました。し
かしながら、社会的な人口減少と相まって矢板市でも、
ゆるやかながら、人口の減少傾向が見られます。そこ
で市では、昨年「矢板市まち・ひと・しごと創生総合
戦略会議」を立ち上げ、市民の皆さんとともに、この
人口減少問題に取り組み、新たな矢板市を創生しよう
と数多くの対策会議を行ってまいりました。近々その
成果がまとまる予定です。
議 　昨年は、4 年に1度の市議会議員選挙を経て、平成
27年度新体制で議会運営がスタートいたしました。ま
た、本市議会の最高規範である矢板市議会基本条例を
制定し、施行した記念すべき年であります。矢板市議会
基本条例は、議会の基本的事項を定めるとともに、今

後の更なる議会改革の根拠となるもので、市民の皆様
の負託に的確に応えることのできる開かれた議会運営
を実現し、市民福祉の向上と市勢の伸展を目指すため
の、市議会の基本となる条例です。この条例の規定に
基づき、昨年11月には市内 3地区で本市議会初となる
議会報告会・意見交換会を開催し、市議会として皆様
の元へ伺い、議会活動の報告と、地域の皆様との意見
交換をさせて
いただきまし
た。皆様から
数多くの貴重
なご意見を賜
りましたこと
に深く感謝申
し上げます。

今年はどんな年にしたいナリ？ 
市 　いよいよ今年は、矢板市の将来像実現に向け進めてき
た「第 2次 21 世紀矢板市総合計画」の後期 5カ年基本計
画と「矢板市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の具体
的な事業が始まります。これらの地方創生事業の一翼を
担うものとして、（仮称）とちぎフットボールセンター誘
致に向け、市民一丸となって取り組み、まちづくりの拠
点として整備を進めていきたいと考えています。また、「歩
いて暮らせるまちづくり」、「コンパクトで住みやすいま
ちづくり」を目指した取り組みも進めてまいります。さ
らに、人口減少対策においては、「暮らしのびのび定住促
進補助事業」制度をより効果的な制度へ改善し、市内に
住居を求める方への支援や、地域おこし協力隊の受け入
れなど、新規流入人口の獲得に向け取り組みを強化しま

す。社会基盤
の整備として
は、昨年 JR 片
岡駅の橋上駅
舎と自由連絡
通路が完成し、
駅の利便性が
向上しました。
本年は駅西広場・駐車場・西口通りの整備が完了し、駅
周辺の環境が整います。東北自動車道矢板北パーキング
周辺のスマート IC に関しては、事業認可に向け準備を進
めてまいります。

議 　他の多くの自治体同様、本市も少子高齢化、人口減少
などの様々な難題を抱えながら、社会資本の整備、教育
や福祉の更なる充実をはじめ、広範かつきめ細やかな行
政サービスを求められております。こうした中、地方創
生を強力に推進し、活力に満ちた矢板市を実現すること
が喫緊の課題です。今こそ、市民の皆様の代表機関、矢
板市の意思決定機関としての地方議会の役割が、ますま
す重要になっていると認識しているところであります。
本市議会はこれまで、市議会の責務を着実に果たすべく、
執行部への政策提言、議員賛否の公開、一般質問一問一
答制の導入など、諸改革を実行してまいりましたが、今
年は「改革と進化」という旗印のもと、議会報告会を更
に充実させ、情報媒体としての議会だよりやホームペー
ジの機能強化を図るとともに、議員相互の自由討議を中
心とした議会運営など、議会基本条例の理念に基づき、
更なる改革を進めてまいります。

最後に皆さんへ⼀⾔お願いナリ！
市 　人の流れ、まちのにぎわい、矢板市に新たな魅力を生み
出す「変革の年」となるようまちづくりを進めて参ります。

議 　今後とも皆様の目線に立って、皆様の負託に応える
ことのできる、身近で、開かれた議会運営を心がけて
いきたいと存じます。

市 ・議　結びに、皆様にとりまして、本年が幸せで実り
多い、大いなる飛躍の年となりますことを祈念いたし
まして、新年のご挨拶とさせていただきます。

誘致を進めるフットボールセンター

お正⽉の特別企画！
ボクと並ぶ、⽮板市のスリートップ！
遠藤市⻑と中村議⻑に、ボクが司会で
たっぷりとお話を聞いたナリ〜！

今年もみんなで
⼒を合わせて頑張って

⾏こうナリ〜 !
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　寄附の際に使用先を指定することができます。
「ふるさと矢板」の良さを見つめ直し、また、そ
れを活用し、みんなの力で、新しい矢板市をつく

ることを目指して、以下の 6つのメニューを用
意しました。寄附の際にご指定ください。指定さ
れない場合は市政全般に充てさせていただきます。 　1万円以上の寄附をいただいた矢板市外の方、

3万円以上の寄附をいただいた矢板市内の方に、
返礼品をお送りいたします。寄附額に応じ、下表
のとおりポイントを付与しますので、ポイントに
応じてお好きなお礼の品をお選びいただけます。

　寄附入金確認後に、本事業を連携して実施する
（株）JTB 西日本より、返礼品カタログの冊子と返
信用ハガキを送付しますので、返信用ハガキに必要
事項をご記入の上、投函してください。また、返
礼品はインターネットからもお選びいただけます。

市外にお住まいの方 市内にお住まいの方
　寄附額が1万円未満の場合、ポイントは付与されません。
1万円を超えた場合、1,000円ごとに5ポイントずつ付与され
ます。

　寄附額が 3万円未満の場合、ポイントは付与されません。
3万円を超えた場合、1,000 円ごと 2ポイントずつ付与さ
れます。

寄附額 付与ポイント 寄附額 付与ポイント
10,000 円 ５０ 30,000 円 ６０
20,000 円 １００ 40,000 円 ８０
50,000 円 ２５０ 50,000 円 １００
100,000 円 ５００ 100,000 円 ２００

★申込書によるお申し込み★

①「ふるさと納税申込書」 に必要事項をご記入い　
　ただき、総合政策課あてに、メール、ファクス、　
　郵送等にてお送りください。 
②矢板市から、ご確認の連絡を差し上げます。
③ご希望の納付方法にあわせて、納付書などを送
　らせていただきますので、ご送金ください。
※寄附をいただいた後、税金の控除などに必要な
　「寄附証明書」を送らせていただきます。

★インターネットからのお申し込み★

①「ふるさとチョイス」の専用フォームからお申 
    し込みいただくことができます。矢板市ホーム     
    ページの「ふるさと納税」バナーをクリックし　　
　てください。
②寄附の納付は、以下のいず れ　
　かになります。
　・クレジットカードによる納付
　・郵便振替　
　・銀行振込

ふるさと納税
①寄付申込

②払込書送付

⑤寄附証明書

③寄附金払込

④領収書

金
融
機
関

矢
板
市

住所地の
市町村

最寄りの
税務署

⑦所得税還付⑧住民税の税額控除 ⑥確定申告
    住民税申告

イメージ図

満を
持し
て

リニュ
ーアル

問い合わせ／矢板市総合政策課
　  ☎    ０２８７（４３）１１１２
　FAX  ０２８７（４３）２２９２
　  ✉    seisaku@city.yaita.tochigi.jp

矢板市　ふるさと納税 検索

・「市民力助成金」などの市民活動支援事業
・「市民力かわら版」事業　
   などの市民力を活かしたまちづくり事業

・特色ある学校づくりの推進
・国の天然記念物ミヤコタナゴ保護事業など
   などの誇りをもった人づくり事業

・こども医療費助成事業
・消防団などの防犯防災に関する事業　
   などの日常の安全を確保するための事業

・スマート IC 整備事業
・片岡駅東西自由通路の整備事業　
   などの交通機関の機能を向上させる事業

・やいたブランド認証事業
・企業誘致推進事業　
   などの各種産業を振興する事業

・（仮称）とちぎフットボールセンターの誘致事業
・自転車のまちづくり事業
   などの市長の想いを市政に反映させる事業

　付与ポイントで選べる
返礼品は、やいたブランド
商品やスイーツ、農産物、
はたまたダイニングテーブ
ルなど、よりどりみどり♪
　ぜひ一度、ご覧ください！

ふるさと納税総合サイト
「ふるさとチョイス」
矢板市版はこちら

あなたの想い（寄附）をまちづくりに役立ててみませんか？
"ふるさと納税ってなあに？″

"寄附は何に使われるの？ "

１. 市民主体のまちづくり
市民力の向上を目指します

２. 次世代を担う人づくり
教育のまち矢板を目指します

３.安心して暮らせるまちづくり
暮らしの安心を確保します

４. 市民生活の利便性向上
交通機関の拡充を進めます

５. やいたの産業活性化
産業の振興に取り組みます

６. 市長におまかせ
市長の一押しの事業を進めます

　市のふるさと納税制度が、
大幅に返礼品や方法を拡充し、
リニューアルしました。
　市外の方はもちろん、市内
の方も行うことができます。
　どうぞご利用ください！

" 寄附の申し込みは？ "

" 返礼品について "

か

ふるさと納税ポイント
返礼品サイト「ふるぽ」

ら

　　　平成 28 年 1月号　平成 28 年 1月号 77

2 週間で1,500 万円突破！

※詳しくは、下記のQRコードをご利用になるか、「矢板市　ふるさと納税」で検索してください。

・・・
・・・

・・・
・・・

　ふるさと納税はふるさとへの寄附金です。地方公
共団体へ寄附（ふるさと納税）をすると、寄附金の
うち2,000円を超える部分（寄附額 -2,000）について、
原則として所得税・個人住民税から全額が控除され
ます。　
※控除額には上限があるため、一定の自己負担が
　出る場合があります。詳しくは、
　右QRコードからの総務省の
　「ふるさと納税ポータルサイト」
　をご覧ください。
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6 年⽣の最後の勇姿
　第18回高根沢町元気あっぷむら杯学童軟式野球大会
で、矢板市の少年野球チーム「矢板連合」が準優勝を果
しました。この大会は、チームを引退した6年生が中学
生になるまでの期間に、大会を行うことで切れ目のない
モチベーションと体力の維持向上を目的として開催され
ており、県内から30チームが参加しました。
　矢板連合は、矢板・東・安沢・片岡・乙畑小学校の6年生、
10人による連合チームです。選手の皆さんは「最後に仲
間と試合ができ、いい思い出になった」と話していました。

⽚岡地域の⽂化祭　

　14日（土）からの2日間、片岡公民館において、「片
岡地区コミュニティ文化祭」が行われました。この祭りは、
地域の文化芸術の振興や片岡公民館講座生の発表の場づ
くり、生きがいづくりを目的として開催されており、今年
で36回目を迎えます。
　コミュニティホールで、子どもたちの合唱や舞踊などが
披露されたほか、公民館の中には絵画や書道、盆栽など
が所狭しと並びました。外では、つきたて餅の配布やビ
ンゴゲーム大会が行われ、大勢の方が会場を訪れました。

11/15
（⽇）

まちの話題

バリアフリー映画祭　

　泉公民館で、バリアフリー映画上映会が行われました。
バリアフリー映画とは、視覚や聴覚に障がいをお持ちの
方も、日本語の字幕やナレーションを入れることにより、
健常者と同じように映画を楽しむことができるよう工夫
したものです。初めての開催にも関わらず、多くの方が
訪れ、映画を楽しんでいました。
　参加者からは、「これからも色々な映画を楽しみたい」
「周りに気兼ねしないで見ることができた」などの声が
聞こえました。

⽮板の冬の⾵物詩　

　矢板駅前でイルミネーションの点灯式が行われました。
市内の小中学校でALT（外国語指導助手）をしている皆さ
んによるカウントダウンで点灯。その後は、市内の高校生
の歌の披露やすみれ幼稚園の園児の皆さんによるハンドベ
ル演奏が行われました。
　また、12月1日（火）には片岡駅前でイルミネーション
が点灯されました。駅舎の工事のため1年休んでいましたが、
リニューアルし、訪れた人々が大きな歓声を上げていました。
両駅ともにすっかりと矢板の冬の風物詩となりました。　

                      Town Topics

全国⽼⼈クラブ連合会表彰　

　市役所で、全国老人クラブ連合会表彰を受けた皆さ
んの表敬訪問がありました。活動賞（ボランティア部門）
を「乙畑松寿会」が、優良老人クラブ表彰を「沢長寿会」
が、そして、育成功労表彰を長谷川健さんが受賞しま
した。それぞれ、普段からの仲間づくりを通した生きが
いと健康づくり、生活を豊かに楽しくする活動などの積極
的な活動が評価されたものです。
　皆さんは「これからも仲間と一緒に楽しく頑張ってい
きたい」と力強く話してくれました。

11/20
（⾦）

サッカーのまちづくり　

　矢板運動公園サッカー場で、（一社）たかはらさくら青年会
議所による「ドリームサッカーフェスティバル2015」が開催
されました。これは、サッカー通じて市内に活性化を生み出
そうと開催しているもので、今年で13回目となります。
　幼児から小学生までを対象とした親子サッカークリニック
では、ヴェルディSS小山のコーチ陣やU-16女子日本代表監
督の楠瀬氏、矢板中央高校サッカー部の選手たちが楽しく指
導を行っていました。そのほか、会場では市内の飲食店など
がブースを出し、フェスティバルを大いに盛り上げていました。

11/22
（⽇）

11/15
（⽇）

11/12
（⽊） ⻘少年の健全育成を
　県の公館で、「野州轟一番太鼓」の皆さんが、「栃木県青
少年育成県民会議表彰」を受賞しました。この賞は、長年に
渡り、青少年に対する健全育成に大きな功績のあった団体
に贈られるものです。「野州轟一番太鼓」の皆さんの活動は、
成人式や花火大会など、市内で行われる多くのイベントで場
の雰囲気を大いに盛り上げてくれます。
　代表の細川智彦さんは、「和太鼓は和文化の技術継承だ
けでなく、人間関係の和も培うことができる。これからも
仲間や子どもたちと頑張りたい」と力強く話してくれました。

11/26
（⽊）

11/27
（⾦）



まちの話題 Town Topics

平成 28 年 1月号10

安⼼・安全なまちづくり
　市内で、矢板地区防犯協会、矢板警察署、矢板市消
防団による「防犯防火診断」が行われました。この取り
組みは安心・安全なまちづくり推進のため、犯罪や災
害の発生件数が多い年の瀬にあわせ、市内各所の安全
確認や市民への意識啓発を目的として開催しているも
のです。
　開会式の後は、市内各所に分かれて、危険箇所や防
犯灯の確認、自転車の の点検、市民への呼びかけな
どを行いました。

障がい福祉を学ぼう　

　文化会館小ホールで、障害者週間体験講座が開催され
ました。この事業は、3～ 9日までの障害者週間に併せ、
障がい者のさまざまな体験や講演・体験談を通して、障が
い福祉について理解を深めることを目的として開催されて
いるものです。
　第1部では、県虐待対応センターの高木美保氏から、体
験談を踏まえた高齢者や障がい者虐待の現状などが話さ
れました。第2部は、車椅子や白 などを使い、実際に障
がい者の体験を行うなど、理解が深まる一日となりました。

ふれあいコンサート　

　文化会館小ホールで、市民ふれあいコンサートが開催
されました。このコンサートは、市民の方に気軽に本格的
な音楽に親しんでいただこうと市民の有志が始めたもので、
今年で 4回目となります。
　ヴァイオリンの池田敏美さん、ピアニストの岩本由佳さ
ん、ソプラノ歌手の渡邉敦子さんによる三重奏や、それぞ
れのソロ演奏が行われました。このほか、会場の皆さんと
一緒にうたう合唱や、ヴァイオリンの演奏体験が行われる
など会場が一体となった楽しいコンサートになりました。

12/2
（⽔）

12/5
（⼟）

12/6
（⽇）

　　平成 28 年 1月号 11

まちの話題                      Town Topics

⽮板のまちをポタリング　

　道の駅やいたを発着点に、市と道の駅農産物直売所組合共
催の「ポタリングやいたモニターツアー」が開催されました。
ポタリングとは、「自転車での散歩」という意味の和製英語で、
自転車でのんびりまちを巡るツアーのことです。今回は、スポー
ツ観光により、交流人口を生み出していく試作として、市内外
の約40人の自転車愛好家がモニターとして協力しました。
　市内のリンゴ園、菓子店などを回った後は、エコモデル
ハウスで、今後の「自転車のまちづくりを考える会」を開
催し、さまざまな視点から多くのアドバイスがありました。

12/13
（⽇）

⽮板バイパス開通　

　川崎小学校体育館で、矢板バイパスの開通式が開催さ
れました。今回の開通により、境林から木幡までの未開通
部分 0.9㎞の区間がつながり、平成17年度から工事を始
めた県道矢板那須線のバイパスが全線開通しました。こ
の開通により市内で起こっていた慢性的な渋滞が緩和さ
れ、地元の安全にも寄与することとなります。
　県知事など多くの方が出席した式典の後は、開通セレ
モニーが行われ、テープカット、くす玉割り、通り初め式
が行われ、地元の方を中心に多くの方が訪れていました。

12/13
（⽇）

認証品名 申請者 問い合わせ
矢板たかはら米 (財 ) 矢板市農業公社 ☎ (43)2650
りんご JAしおのや矢板果樹部会 ☎ (43)7057
やいたのとちおとめ JAしおのやいちご部会 ☎ (44)2312
やいた 君嶋きのこ園の原木しいたけ 君嶋きのこ園 ☎ (43)9593
金精川のます 金精川漁業生産組合 ☎ (43)9292
矢板たかはら材（檜・杉） たかはら森林組合 ☎ (43)0451
地酒「純矢板」 森戸酒造㈱ ☎ (43)0411
地酒「花子」 ㈱富川酒造店 ☎ (48)1510
小野崎玄米みそ・米糀 ㈲小野崎糀店 ☎ (43)0326
やいた特産完熟りんごジュース JAしおのや矢板果樹部会 ☎ (43)7057
矢板しあわせあっぷる 岡本りんご園 ☎ (44)1690
清流生手打ちうどん しゃっきり亭 ☎ (43)5788
あっぷるカレー 矢板市商工会 ☎ (43)0272
やいたの和牛カレー ㈱山久 ☎ (43)6733
山久オリジナルバラエティチーズ ㈱山久（チーズファクトリー） ☎ (44)3335
つつじの郷　八方の月 木村屋 ☎ (48)0905
矢板銘菓　八起最中 關龍庵吉沢菓子店 ☎ (43)0024
やいたのアップルクーヘン ㈲はりまや ☎ (43)0340
たかはらの里檜手造りテーブル 小川産業㈲　木工芸マルニ ☎ (43)0257
たかはら材シンプルＢＯＸ ㈱山光 ☎ (43)1688
矢板のりんご使用
オリジナルパッケージ

㈱山久 ☎ (43)6733

手打　矢板特選生そば　じかこ すずめん ☎ (48)0112
忠愛　梅酒 ㈱富川酒造店 ☎ (48)1510
加藤農園のフルーツジャム 加藤農園 ☎ (43)9554
金精川のヤシオマス味漬け 金精川漁業生産組合 ☎ (43)9292
乾燥果実「かじりん」 矢板乾燥りんご研究会 ☎ (43)9554
林檎チップ ’ ｓ 渡辺りんご園 ☎ (43)8552
ともなりくんグッズ ㈱幕壱 ☎ (43)4111

認証品名 申請者 問い合わせ
渡辺農園の菌床しいたけ 渡辺農園 ☎ (43)7208
清酒十一正宗・純米酒【りんご】

森戸酒造㈱ ☎ (43)0411清酒十一正宗【さくら】
清酒十一正宗【さくら】原酒
栃木しゃもカレー

㈱山久 ☎ (43)6733
栃木しゃもの炊き込みご飯の素
しゃもつくね串
やいた地鶏「美しゃも」
まるごとりんごケーキ
オリジナルかりんとう 加藤農園 ☎ (43)9554
酒粕漬けクリームチーズ ㈱山久（チーズファクトリー） ☎ (44)3335
栃木の豚ウインナー「牧場の恵」 ㈱山久 ☎ (43)6733
富美川・柚子酒 ㈱富川酒造店 ☎ (48)1510
やいた　ねぎにらラーメン

しゃっきり亭 ☎ (43)5788しゃっきり亭のナポリパスタ
手打ち本物　一休十割そば そば処　一休 ☎ (43)9447
矢板さとのそら　生うどん

ともなりそば処　信生庵 ☎ (43)4466本格手打ち　ともなりそば
加藤農園のジャムバター

加藤農園 ☎ (43)1177かじりんグラッセ、グラッセチョコ
林檎でチョコ 渡辺りんご園 ☎ (43)8552
矢板の焼いたあっぷるパイ ㈱山久 ☎ (43)6733
とちぎの王様とまとソース ㈱山久（チーズファクトリー） ☎ (44)3335
やいたラーメン（乾麺）

しゃっきり亭 ☎ (43)5788本場さぬき仕込　美白うどん（乾麺）
田舎そば 佐藤喜久男 ☎ (44)1761
りんごはちみつ 加藤農園 ☎ (43)1177
キャンベル・ジュース

根本ぶどう園 ☎ (43)9382きゃんべるわいん

農商⼯連携商品発表！　

　道の駅やいたのレストランで、農商工連携により作られた
商品の発表会が開催されました。今回の発表会では、11月
に行われたやいたブランド認定審査会で承認された、さと
うふぁーむの「田舎そば」、加藤農園の「りんごはちみつ」、
根本ぶどう園の「きゃんべるわいん」「キャンベル・ジュース」、
が披露されました。
　認定農業者会の君島会長は、「足りないところを補いあっ
て商品化した皆さんに敬意を表します。ここにいる皆さんが
セールスマンとして矢板をPRしましょう」と話していました。

12/14
（⽉）

　　　　　　　  　                  　　【やいたブランド商品一覧】　　　　                    今回認定された商品

食品関係に使用 食品以外に使用



　　平成 28 年 1 月号 13平成 28 年 1 月号12

暮らしいきいきコーナー Living Infomation

●緩和ケア
　「緩和ケア」という言葉に、どのようなイメージを持っていま
すか？「がん治療ができなくなった方への医療」「がんの終末
期に受けるもの」と思っている方が多いようです。
　がんは、日本人の死因で最も多い病気です。現在、3人に1
人はがんで亡くなっています。このように身近な病気になった
がんは、誰でもかかる可能性があります。医療の技術進歩によ
り外科手術、化学・免疫療法、放射線治療などさまざまな方
法により余命を長期に延長、病気を克服する時代になりました。
　しかし、これまでは『がんを消滅させる』ことが中心の医療
でありましたが、最近は『患者さんのつらさ』に焦点をあてる
医療に変化しています。患者さんは、がん自体の症状のほか
に、痛み、倦怠感などのさまざまな身体的な症状や、落ち込み、
悲しみなどの精神的な苦痛を経験します。また、病気による仕
事上・経済状態の苦痛（社会的苦痛）や、死の恐怖、人生の
意味を見失うスピリチュアルペイン（死生観に対する悩み）が
出現するため、全人的苦痛（トータルペイン）と言われています。
　「緩和ケア」は、がんと診断された初期から行う、身体的・
精神的な苦痛をやわらげるためのケアです。患者さんと家族

が自分らしく過ごせるように支えるには医師だけでは対応でき
ません。病院では医師（身体科・精神科）、看護師以外にも薬
剤師、栄養士、社会福祉士、リハビリ療法士などの専門職がチー
ムを作り、苦痛を取り除き希望をかなえるようにお手伝いをし
ます。また、在宅での療養を希望する患者さんには積極的に
訪問看護ステーション、ケアマネジャー、ヘルパーと連携を行
い住み慣れた地域での療養ができるようにお手伝いをします。
●医療用麻薬
　日本での麻薬による

とうつう

痛コントロールの歴史は浅く、1988年
モルヒネ徐放剤（長時間作用）が発売されましたが、消費量
は増えず、他の先進国との格差が顕著となりました。その理由
として社会全体での麻薬への誤解、恐れ、拒否感が強く、また、
医療者の薬剤に対する教育も充分ではなかったためです。
　2001年以降、本邦では新規麻薬は30 種類以上発売されて
います。その剤形も注射、内服、貼付剤、坐薬、舌下錠と患
者さんの状態に合わせて使用することが可能となりました。ま
た、医療者も厚生省・日本緩和医療学会が中心となり「緩和ケ
ア」に対する再教育が行われており『いつでもどこでもだれで
も』安心して治療を受けられる体制が構築されました。

第17回「緩和ケアと医療用麻薬」 黒須病院　副院長　民上英俊（さくら市）

 塩⾕郡市医師会リレーコラム 塩⾕郡市医師会リレーコラム
  シリーズ「がんを知る」シリーズ「がんを知る」

●ご意⾒やご質問、取り上げてほしい病気などありましたら
 塩⾕郡市医師会までお便りをお寄せください。
問い合わせ／〒329-1312 さくら市桜野1319-3
      さくら市⽒家保健センター内 塩⾕郡市医師会

  マイナンバー制度  マイナンバー制度  1 ⽉から1 ⽉から
  マイナンバー利⽤開始！マイナンバー利⽤開始！

問い合わせ／マイナンバーコールセンター
      ☎０１２０（９５）０１７８

 国⺠年⾦  国⺠年⾦ 
  20歳になったら国⺠年⾦20歳になったら国⺠年⾦

問い合わせ／⼤⽥原年⾦事務所 ☎（２２）６３１１
      ⽮板市市⺠課    ☎（４３）１１１７
                （４３）５９６２

　国民年金は、年をとったときやいざという時の生活を現役
世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
国民年金のポイント
●将来の大きな支えになります
　国民年金は20 ～ 60 歳までの方が加入し、保険料を納め
る制度です。国が責任をもって運営するため、安定しており、
年金の給付は生涯にわたって保障されます。
●老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年
金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が
残ったときに受け取ることができます。また、遺族年金は、加
入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されてい
た遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取ることができます。

　マイナンバー（個人番号）は、国の行政機関や地方公
共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、
法令等で定められた手続きにのみ利用されます。
　マイナンバーを利用する手続きでは、法律により厳格な
本人確認が義務付けられています。1月以降の税・社会保
障にかかる手続きの際は、「本人確認」と「マイナンバー
の確認」を行いますので、それぞれが確認できる書類をご
持参ください。
【本人確認を行う手続き例】
　児童手当の現況届、児童扶養手当の認定請求、国民健
康保険の高額療養費の支給申請、介護保険関係手続き（要
介護認定・要支援認定等）、自立支援医療費の申請、身体
障害者手帳の再交付申請　など
※税の申告は、平成 28 年分以降の所得にかかる申告書か
　ら適用されます。

【本人確認時の書類について】

●マイナンバー利用についてのご質問は、総合政策課  ☎（４３）1112まで

本人確認 マイナンバーの確認

＋

顔写真のある
公的証明書類1点

（運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など）
通知カード

（または、マイナンバーが
記載された住民票）

上記以外の
公的証明書類 2 点

（健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、
児童扶養手当証書、預金通帳など）

個人番号カード
※個人番号カードなら、1枚で両方の確認ができます。

または

　１月から、申請をした方に順次、個人番号カードの交付
が始まりました。
　個人番号カードは、プラスチック製の ICチップ付きカー
ドで、公的な身分証明書として利用できるほか、電子証明
書を利用したさまざまなサービスにもご利用いただくこと
ができます。
　個人番号カードの交付申請は、「通知カード」に同封さ
れていた申請書のほか、パソコンやスマートフォンでも行
うことができます。ぜひ、取得をご検討ください。

【通知カードと個人番号カードの違い】

※1  通知カード、個人番号カードともに再交付は有料です。
※2  電子証明書は、電子申告等に使うことができます。
●個人番号カード交付についてのご質問は、市民課  ☎（４３）１１１７まで

通知カード 個人番号カード

表面イメージ

交付の申請
手続き

×
（なし）

※2015年11～12月に郵送済み

○
（あり）

※申請書利用、またはスマホ・PCから

交付手数料 ×
（無料）

×
（無料）

マイナンバーの
証明書として

○
（利用できる）

○
（利用できる）

身分証明書
として

×
（利用できない）

○
（利用できる）

電子証明書 ×
（利用できない）

○
（利用できる）

●個人番号カードの交付を開始します

●1月から、マイナンバーの利用を開始します

Q1．国民年金の加入手続きは、いつ、どこで ?
A1．20 歳になったら、お住まいの市役所の国民年金担当窓口
　　で手続きをしてください。郵送でも手続きは可能です。

Q3．保険料を安くする方法はあるの?
A3．あります !前納制度や口座振替をご利用ください。
　　これらをセットにすることで、さらに割引になります。

Q2．毎月の保険料はいくら?
A2．月額15,590円（27 年度）です。

Q4．毎月15,590円は払えない。どうすればいいの?
A4．国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、
　　保険料の納付が猶予または免除される制度が あります。
　　市役所の国民年金担当窓口や年金事務所へご相談ください。

よくあるご質問を紹介します！
Q1．個人番号カードは全員申請しないといけないのですか？
A1．カードの取得は任意です。

Q2．個人番号カードに有効期間はありますか？
A2．20 歳以上の方は10 年、
　　20 歳未満の方は5年です。

Q3．個人番号カードの記載事項に変更が
　　あった場合はどうすればよいですか？
A3．カードの記載内容を変更しますので、
　　住所地の市町村に届け出てください。

○ ○



⼦育てコーナー Child Reading Infomation

　　平成 28 年 1月号 15平成 28 年 1月号14

【親子体操をしよう～！！】●予
　日時／2月29日（月）10：00～11：30
　参加費／100円
　内容／園長先生と楽しく体を動かそう！！

ぴっころ保育園　　　　　　   ☎（４３）０２６６

 親子で遊ぼう 親子で遊ぼう
【作品展見にきてね】
　日時／2月6日（土）10：00～13：00
　内容／矢板幼稚園の作品展を見に来てください
【リトミック】●予
　日時／2月18日（木）10：00～11：30
　内容／親子でリトミック遊びをしましょう【おにはそと～ふくはうち～】●予

　日時／2月2日（火）10：00～11：30
　内容／鬼のお面を作って豆まきをしましょう

【子育てサロン】
    日時／2月2・9日（火）10：00～11：30　
【ベビーマッサージ体験】●予
　日時／2月16日（火）10：30～11：30　参加費／300円
　対象／生後2カ月～歩き出す前くらい　定員／10組
　内容／胸・全身・手先・手足をマッサージします
　持ち物／バスタオル、赤ちゃんのお出かけグッズ
　    　　　赤ちゃんの飲み物（母乳可）
【ベビーヨガ体験】●予
　日時／2月23日（火）10：30～11：30　参加費／300円
　対象／生後7カ月～おすわり期　　　 定員／10組
　持ち物／バスタオル、赤ちゃんのお出かけグッズ
　    　　　赤ちゃんの飲み物（母乳可）
 ※動きやすい服装でお越しください。
※予防接種後24時間以内や具合の悪い時にはできません。

　“子育て広場”として子育て支援センター室を開放し
ますので、ぜひ遊びにいらしてください。
     日時／平日　10：00～15：00
※2月25日（木）10：00～11：30は矢板児童館でも行っています。

こどもの森こころ保育園     　      ☎（４８）１９６６
つくし保育園　　   　　  　  　  ☎（４３）２４１１
ぴっころ保育園　　     　 　        ☎（４３）０２６６   

   日時／2月1・8・15・22・29日（月）10：00～11：30
ほのぼのランド（泉保育所内） 　☎（４３）０４３５

矢板幼稚園　エンジェル     　    ☎（４３）０４７０

【何ができるかな？】●予
　日時／2月8日（月）10：00～11：30
　参加費／200円
　内容／親子で製作を楽しもう
【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／2月26日（金）10：00～11：30
　参加費／200円
　内容／専門講師による親子向け体操教室

すみれ幼稚園　　　　　　　 ☎（４４）２３９０

矢板幼稚園　　　　　   　　   ☎（４３）０４７０

泉保育所　　　　　　　 　　 ☎（４３）０４３５

【みんなでチョコフォンデュしよう！】●予
　日時／2月2日（火）10：00～11：00
　参加費／親子で100円
　内容／親子でチョコフォンデュを楽しみましょう

子育て支援Mori（こどもの森こころ保育園）   ☎（４８）１９６６

【スプリングコンサート】●予  
　日時／2月18日（木）10：00～11：30
　内容／園児達と一緒にコンサートを楽しみましょう

つくし保育園　　　 　　　　　☎（４３）２４１１ 

【祝・桃の節句】●予  ※5日前まで
　日時／2月24日（水）10：00～11：00
　内容／ひなまつり製作

ちゅーりっぷ保育園　　　 　　☎（４４）０７６３

【楽しいひなまつり】●予   ※2/10まで
　日時／2月17日（水）9：30～11：00
　参加費／100円
　内容／ひな人形作り

矢板保育園　　　　　　  　 　☎（４３）００３３

子育てサロン子育てサロン

   日時／2月10・17・24日（水）10：00～11：30
かしわ幼稚園 プチ・フレンド　    ☎（４３）５８３０

～お子さん連れで一緒におしゃべりしませんか？～
　０歳から対象です。お気軽にご参加ください。

不妊治療費を助成します
　市では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、
保険適用外の治療費の一部を助成しています。
　平成 26年度から、年齢に応じた回数助成制度に変わり
ました。
　平成 26年度・27年度は経過措置、平成 28年度から新
制度に移行します。
対象／
　次の全てに該当する方
 ・体外受精・顕微授精（県の助成を受けている方）、人工
　授精のいずれかの治療を受けた婚姻中の方
 ・矢板市に申請日の前日から起算して、１年以上住民登録
　のある方
 ・市税を滞納していない方 
 ・各種医療保険の被保険者、または被扶養者である方
 ・その他、市の交付要綱に定める要件を全て満たす方
助成金額／
　申請１回につき、上限10万円
申請・問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

助成期間・回数／
①平成26年度以降に初めて助成を受ける方

②平成25年度以前に助成を受けたことがある方

※平成28年度以降は、妻の年齢が43歳に達すると助成
　を受けることができません。
※県の助成制度（体外受精及び顕微授精）について詳しくは、
　県北健康福祉センター　☎（２２）２２５９にお問い合
　わせください。

 2 ⽉頃から、⽮板駅東⼝にある「コ
コマチ」2 階で、乳幼児から⼩学⽣まで
の「遊び場」を提供します。
 ⼤規模なボールプールや乳幼児エリ
ア、フリースペース、⼤⼈もくつろげる
休憩所など、無料でご利⽤いただけます。
 ただいま改修中ですので、ご期待く
ださい。（右の写真はイメージです。）

 ⾬などの時に、屋内でみんな（⼦ども、パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃ
ん）が安全に遊べるところを教えてください。

Ａ

Ｑ
第９回「雨の日でも遊べるところはありますか？」

～就学前のお子さんと保護者が対象です～
　参加料記載のないもの…無料 　●予…予約が必要

ともな〜るに登録しよう！
  「ともな〜る」のおしゃべ
  り広場では先輩パパママや
  専⾨家がアドバイスします。
  お気軽にご質問ください！

HP http：//kosodate.city.yaita.tochigi.jp

 よくいただく質問や、パパママ
応援サイト「ともな〜る」に投稿
された質問などをご紹介します。

子育て

相談室

来年度に⼩学校へ⼊学する
お⼦さんがいる保護者の⽅へ
　2回目の麻しん・風しん混合ワクチン（ＭＲ）の接種は、
お済みですか？
　まだ接種が済んでない場合は、早めに接種しましょう。
接種料金は無料です。
　なお、すでに麻しん・風しん両方ともかかったことがあ
るお子さんは、接種の必要はありません。
※定期接種として無料で受けられる期間は、平成28年 3月
　31日までとなります。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

治療開始時の
妻の年齢 平成26・27年度 平成 28年度以降

39歳以下 通算6回まで

40～ 42歳
1年度内に2回まで

通算3回まで

43歳以上 助成対象外

治療開始時の
妻の年齢 平成26・27年度 平成 28年度以降

39歳以下 1年度内に2回まで
初めて助成を受けた年度
から起算して5年度まで
（合計10回まで）

通算6回まで

40～ 42歳 通算3回まで

43歳以上 助成対象外 【絵画製作展】
　日時／2月6日（土）9：00～13：00
　内容／自由に親子で作品見学
【一緒にあそぼう】●予
　日時／2月22日（月）10：00～11：30
　参加費／有料
　内容／おやつをつくろう
【ぱんだくらぶ（プチ入園）】●予
　日時／2月15・29日（月）10：00～12：00　
　参加費／有料
【こあらくらぶ（プチ入園）】●予
　日時／2月18・25日（木）、19・26日（金）
　　　　10：00～12：30
　参加費／有料

かしわ幼稚園　　　　　　　  ☎（４３）５８３０

【ホットルーム】
    日時／2月3・10・17・24日（水）10：00～11：30
【ベビーホットルーム（2歳以下限定）】
    日時／2月2・16日（火）10：00～11：30　
 ※随時カウンセラーによる相談あり
 ※毎週土曜日は園庭開放

すみれ幼稚園　　　　　 　      ☎（４４）２３９０

料理講習会
〜⽶粉のシフォンケーキ〜

　地元の米粉を使って、シフォンケーキを作りませんか？
日時／ 1月23日（土）9：00～
場所／矢板公民館  調理室
参加費／ 500円
持ち物／エプロン、三角巾
主催／矢板市生活研究グループ協議会
申込方法／
　1月15日（金）までに電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／農業振興課　☎（４３）６２１０

募集
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医療費控除
　本人、または生計を一にする親族の医療費を支払ったと
き、その一部が医療費控除の対象となる場合があります。
■対象となる医療費
①病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない
　部分の金額
（1）医師、歯科医師による診療（治療）代
（2）治療や療養のための医薬品購入費
（3）病院や診療所、介護老人保健施設、助産所に入院・
　　入所するための費用
（4）治療のためのあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅ
　　う師・柔道整復師などによる施術費
（5）保健師・看護師・准看護師・特に依頼した人に支払っ
　　た療養（在宅を含む）上の世話の費用
（6）助産師による出産の介助料
（7）介護保険制度で提供された一定のサービスの対価
　　の内、指定介護老人福祉施設におけるサービスの対
　　価（介護費、食事）として支払った額の2分の1相
　　当額、または一定の居宅サービスの自己負担額
②次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接
　必要なもの
（1）通院費用、入院の部屋代や食事代、医療用器具の購
　　入代や賃借料で通常必要なもの
（2）義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用

（3）6カ月以上寝たきり状態で、おむつの使用が必要で
　　あると医師が認めた方のおむつ代
　

■必要書類（平成27年のもの）
①各人・病院・薬局ごとにまとめて集計した領収書、また
　は証明書
※ご注意ください
 ・医療費控除を受けるためには、医師などが発行した領収
　書などが必要です。
 ・未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対
　象となります。
②医療保険などで補てんされる金額の分かるもの

　所得税が戻る「還付申告」を1月から氏家税務署で受
け付けています。郵送でも確定申告書の提出は可能です。
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を
ご利用いただくと、自宅などパソコンがある環境なら、確
定申告書を作成することができます。画面の案内に従って
金額等を入力するだけで、税額なども自動計算され、大変
便利です。作成後は、印刷してすぐに提出することができ
るので、税務署で待つ必要もありません。（※郵送での提
出も可能です。）ぜひご活用ください。
　確定申告期間中（2月16日（火）～3月15日（火）※土・
日を除く）は大変込み合いますので、確定申告期間前の申
告をお勧めします。
　なお、市・県民税の申告期間は2月16日（火）からです。
申告の詳しい受付日程などは、広報やいた2月号でお知ら
せします。

問い合わせ／
●所得税の申告・ホームページ利用に関すること
　〒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・特別徴収義務者一斉指定に関すること
　市税務課　☎（４３）１１１５

※控除を受ける方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」
と支出したおむつ代の領収書が必要です。なお、要介
護認定を受けている方が2年目以降の申告をする場合、
一定の要件に該当すれば「市が主治医意見書の内容
を確認した書類」とおむつ代の領収書で申告できます。
「市が主治医意見書の内容を確認した書類」については、
市高齢対策課  ☎（４３）３８９６へお問い合わせください。

所得税の還付申告をする⽅へ
還付申告により所得税が戻る方とは…
　年末調整を受ける前に退職された方、年末調整で
各種控除の申告ができなかった方、公的年金等の雑
所得から源泉所得税を徴収されている方などは、各
種控除の申告をすることにより、源泉徴収された所
得税が戻る場合があります。申告する際は、源泉徴
収票と各種必要書類をご用意ください。

事業主の皆さんへ
　平成27年度から市・県民税が課税になる雇用主を含む
従業員が3名以上いる事業所については、従業員の給与
から市・県民税を天引きして納付いただく特別徴収義務者
の事業所として、一斉指定しています。特別徴収できない

従業員がいる場合、給与支払報告書とあわせて「普通徴
収への切替理由書」の提出が必要です。eL-TAXを利用さ
れる場合、「普通徴収」の欄へのチェックと摘要欄への切り
替え理由の略号の記入が必要です。

太陽光発電による電力の売却収入がある方
　余剰電力の売却収入から減価償却等の必要経費（総発
電量のうち売却した電力量の占める割合分）を引いた売電
所得がある方は、還付申告の際にあわせて申告が必要とな
りますのでご注意ください。

　また、売電所得が年間20万円を超える方、確定申告が
必要な方も売電所得の申告が必要となります。
※確定申告が必要な方の要件については、広報やいた2月
　号に掲載予定です。

実質的に支払った医療費※2＝

平成27年中
に支払った
医療費

医療保険
などで
戻った額

10万円または
所得金額の5％
（どちらか少ない方）ー

医療費
控除額※1

（最高200万円）

  医療費控除額の計算方法

※1　所得から医療費控除額を引いた額で税額が計算されるようになります。
※2　この金額が10万円、または所得税の5％を超える場合、療費控除を
　　　受けることができます。

ー

各種保険料控除
　平成27年中に支払った健康保険料や公的年金保険料等の
社会保険料および生命保険料・地震保険料が控除されます。
※国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、
　年金から差し引きされている場合は差し引きされている
　方、口座振替の場合は口座名義人の方の控除対象となり
　ますので、ご注意ください。

■必要書類
 ・社会保険料控除は、領収書または納付証明書
 ・生命保険料控除・地震保険料控除は、控除証明書

住宅借入金等特別控除
■平成27年分の申告について
　住宅ローンなどを利用してマイホームを新築や購入・増改築
したとき、次の主な要件にあてはまれば所得税の住宅借入金特
別控除が受けられます。（初年度は確定申告が必要です。）
　ただし、入居した年とその年の前後2年以内に、譲渡所得の
課税の特例（3千万円の特別控除、買い換え、交換の特例など）
の適用があるときは、この控除を受けることはできません。
　なお1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整
などで控除が受けられます。
■主な要件（新築住宅の場合）
①住宅取得後6カ月以内に入居し、引き続き住んでいること
②控除を受ける年の所得金額が3千万円以下であること

③民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローンなどを
　利用していること
④返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して
　返済すること
■必要書類（新築住宅の場合）
①住民票の写し
②登記事項証明書（法務局発行）など
③請負契約書、または売買契約書など
④借入金の年末残高証明書
⑤補助金の明細、住宅資金贈与を受けた方は金額のわかるもの
　（土地も取得された方は上記の②③の土地分の書類が必要です）
※新築以外の場合は、氏家税務署にお問い合わせください。

青色申告者の皆さんへ
　平成 28年度（平成 27年分）給与支払報告書の提出は
2月1日（月）までとなっています。平成27年中に青色専
従者に給与を支払われた方は、専従者の給与支払報告書

を市税務課まで提出してください。
※源泉所得税が掛からない場合も提出が必要となりますの
　で、ご注意ください。

ふるさと納税の制度改正について
　なお、以下の場合には申告が必要です。
 ・1月10日（日）までに寄付先の自治体へ申請書を提出で
　きなかった方（※平成27年1～ 3月に寄附をしている方は
　申告が必要です。）
 ・寄附先の自治体が5団体を超える方
 ・別に控除申請をされる方、確定申告が必要な方
※ワンストップ特例を適用する場合、すべて翌年の住民税
　からの控除となるため、所得税からの還付等は発生しま
　せん。また、複数の自治体に寄附をしている場合には、
　おのおのの自治体への申請書の提出が必要となりますの
　で、ご注意ください。

変更点①
　個人住民税からの特例控除額の上限が、個人住民税所
得割額の1割から2割に拡充されました。
※所得税・住民税の基本分の控除もあるため、控除限度額
　が2倍になるということではありません。

変更点①
　確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税先の
自治体に申請することにより、確定申告をしなくても寄附
金控除を受けられる「ワンストップ特例」制度が創設され
ました。

○
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シルバーサポーター養成講座
〜あなたのセカンドライフを地域で〜

　シルバーサポーターとは、市内自治公民館で行われてい
る介護予防教室等で、ボランティアとしてご活躍いただく
方のことです。
　現在、50～ 70代の方にご活躍いただいています。あな
たも地域のボランティアとして活動してみませんか？
内容／全5回

定員／ 20人程度　　
申込方法／
　1月22日（金）までに電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６

募集

日　時 テーマ・内容

① 2/ 5（金）

9：30
 

11：30

輝け、セカンドライフ
（講師／佐野短期大学　教授　山田　昇）

② 2/16（火） シルバーサポーターとは？
～シルバーサポーターさんの体験談～

③ 2/24（水） 自分の健康管理と介護予防①
～運動の実技～

④　3/ 4（金） 自分の健康管理と介護予防②
～運動の実技～

⑤ 3月中

「いきいき体操教室」見学、体験
～百聞は一見にしかず！
　まずは活動を見てみましょう～
＊各地域の公民館に行って、シルバーサポー
　ターさんの活動を見学、体験します。

粗⼤ごみの出し⽅にご注意ください
　可燃ごみの袋やコンテナに入らない大きさのごみは粗大
ごみとなります。ごみステーションには出せないため、直
接環境衛生センターに持ち込むか、訪問収集（有料）を依
頼するなどして、処分をお願いします。
※以下の物をごみとして出す場合は、くらし安全環境課で
　無料回収しています。ご利用ください。
 ・家電（家電 4品目を除く）、ガスコンロ、石油ストーブ
 ・自転車、スポーツ用品 ・ベビー用品（ベビーベッドを除く）

※訪問収集（有料）を依頼する場合は、シルバー人材セン
　ター☎（４３）６６６０、または、くらし安全環境課まで
　お問い合わせください。
問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

●環境衛生センター（さくら市松島823）
　☎０２８（６８２）５６１９
受入時間／
　平日（※祝祭日を含む）
　　8：30～12：00、13：00～16：00
　土曜　8：30～11：30
料金／ 10kgにつき150円
持ち込めないもの／
 ・家電 4品目
　（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機）
 ・スプリング入りマットレス、ソファ、マッサージチェア
 ・自動車部品、農業資材
 ・コンクリート等ガレキ類、その他産業廃棄物

▲地図はこちらから

フェスタ in YAITA
〜来て ⾒て 遊んで 楽しんで〜

　矢板公民館と農村環境改善センターで学ぶ講座生の作
品展とおいしい模擬店などの楽しいイベントが盛りだくさ
ん！ぜひ遊びに来ませんか？
日時／ 1月30日（土）9：00～16：00
　　　　　31日（日）9：00～15：00
内容／

問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９

開催

日　時 内　容 場　所

30日
・
31日

9：00～ 市民講座作品展 文化会館
矢板公民館

10：00～ 図書館まつり本の無料配布 図書館

10：00～ 体験教室（※有料）

矢板公民館
31日

9：00～ 囲碁大会（※有料）受付8：30～ 9：00

10：00～
おいしい模擬店
作品即売会
（※売切れ次第終了）

13：30～
演奏鑑賞会
矢板ウインドオーケストラ
特別演奏会

⽂化協会所属写真部
第 7 回合同作品展

　市内で活動している写真団体「四方山」「道草会」「矢板
フォトクラブ」による合同写真展が行われます。
　約70点の作品を展示しますので、ぜひご覧ください。
日時／
　1月24日（日）～2月7日（日）10：00～16：00
　※最終日は15：00で終了します。
場所／郷土資料館  多目的ホール
観覧料／無料
問い合わせ／郷土資料館　☎（４３）０４２３
　　　　　　＊月曜休館

開催第 37 回⽚岡地区
コミュニティ新春講演会

　今年は「地域医療・福祉の充実に向けて」をテーマに、
講演とパネルディスカッションを開催します。
日時／ 1月24日 (日 )　14：00～16：30
場所／片岡公民館  コミュニティホール
内容／
　①講演「介護保険制度と利用の仕方」
　　 （講師／県地域包括・在宅介護支援センター協議会　浜野　修会長）
　②パネルディスカッション
　　「生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加」
問い合わせ／片岡公民館　 ☎（４８）０１０１
　　　　　　＊月曜・祝日休館

開催

消費⽣活センターからのお知らせ 〜

○

　インターネットに関して、消費生活センターによくある
相談についてお知らせしますので、ぜひ参考にしてください。

」

●マイナンバー制度をかたる不審な電話・詐欺には
　十分にご注意ください。
●消費生活に関することで「おかしいな」「困ったな」と
　思ったときは、一人で悩まず、消費生活センターへ
　相談してください。

問い合わせ／市消費生活センター（くらし安全環境課内）
　　　　　　☎（４３）３６２１

次期環境施設説明会
（ごみ処理施設）

　塩谷広域行政組合が安沢地区に整備予定の次期環境施
設（ごみ処理施設）についての説明会を開催します。
　多くの皆さんのご参加をお待ちしております。
日時／ 1月22日（金）19：00～
場所／矢板市文化会館  小ホール
内容／次期環境施設（ごみ処理施設）の整備について
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

開催
　市では、市税等の収納について、新規滞納を増やさな
いよう、現年課税分の徴収を重点目標として、滞納整理を
進めています。この収納率を向上させるため、副市長を本
部長とする「市税収納対策推進本部」を設置し、全庁揚
げての訪問納付指導を行います。
　市職員が平成27年度の市税等未納の方のご自宅を訪問
しますので、ご協力をお願いします。
訪問期間／ 1月21日（木）～29日（金）　
問い合わせ／税務課 徴収班　☎（４３）１１１５

市税等の納付はお済みですか

相談事例①
　電気通信事業者の代理店等から「インターネット料金が今
より安くなる」といった勧誘電話が頻繁にあり迷惑している。
どうにかできないものか？

→関心がない場合は、不要な旨を伝えてきっぱりと断りましょ
　う。代理店名や担当者名を聞き、代理店を管理している電
　気通信会社に連絡するのも一つの手段です。

相談事例②
　ネットオークションで落札した中古車が、納車後まもなく
エンジンの不具合が発生した。入札時にはそのような情報が
出ておらず、どうしたらよいか？

→中古車に限らず、ネットオークションは「現物・現状渡し」
　を前提としているケースが多く、不具合が発生した場合の
　アフターケアは期待できないことがほとんどです。事前に
　現物確認ができない場合はリスクを覚悟し、入札するか慎
　重に検討してください。入札前に気になる点は質問し、出
　品者から回答を得ておくこともトラブル回避に繋がります。

相談事例③
　無料だと思ってアダルトサイトに接続し、年齢確認画面で
「はい」をクリックしたところ「登録完了」と表示された。
住所や氏名も業者に分かってしまうのか？

→事例の状態では、住所や氏名といった個人情報は伝わって
　いないと思われます。その後に、業者のたくみな誘導によっ
　て個人情報を入力することや、不用意に電話やメールをす
　ることは個人情報を聞き出される恐れがあるため、絶対に
　やめてください。
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平成28年度⽣涯学習館体育室
定期使⽤団体⽇程調整会議

　平成 28年 4月から平成 29年 3月までの間に、定期使
用を希望する団体の日程調整会議を行います。使用を希望
する団体はご出席ください。
日時／ 2月9日（火）18：00～
場所／生涯学習館2階　研修室2
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

開催第 31 回
やいたみんなのつどい

　第31回やいたみんなのつどいの講演会に、講師として
長渕悦子さん（女優　志穂美悦子さん）をお迎えすること
になりました。ぜひご来場ください。
日時／ 3月12日（土）13：00～
場所／矢板市文化会館　小ホール
内容／式典、講演会等
そのほか／入場無料
問い合わせ／
　やいたみんなのつどい実行委員会事務局（生涯学習課内）
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６

開催

○

平成28年度 市ホームページのバナー広告
　市では、財源確保と財政健全に資することを目的として、
市ホームページのバナー広告を実施しています。この度、
平成28年度分の広告を募集します。
申込開始日／ 2月1日（月）
対象／事業所・企業（市内外問わず）
掲載料／１枠につき月額15,000円
規格／
　1枠の規格は以下のとおり
 ・画素／高さ（縦）50ピクセル×幅（横）180ピクセル
 ・容量／10キロバイト以内（JPEGまたはGIFファイル）
 ・掲載数／トップページ下段に横5枠表示

掲載期間／ 4 月1日（金）～平成29年 3月31日（金）
　　　　　※申し込みは1カ月単位
掲載できない広告／
 ・政治活動、選挙活動、宗教活動、個人の宣伝に係るもの
 ・公序良俗に反する、または反するおそれのあるもの
 ・風俗営業、消費者金融、商品先物取引　など
そのほか／
 ・市ホームページの月平均アクセス数は約33,000です。
 ・申込方法などについては、市ホームページをご覧ください。
申込・問い合わせ／秘書広報課　☎（４３）３７６４
　　　　　　　　　HP http://www.city.yaita.tochigi.jp/

募集

市で⾏っている広聴事業について紹介します
　市では、市民の皆さんからご意見やご提案をいただき、
よりよい市政運営を行うために、さまざまな広聴事業を
行っています。ぜひ、ご利用ください。
●市民懇談会
　まちづくりに関する課題などについて、市長と直接意見
交換を行うことができます。
●やいた未来づくり座談会
　市民の皆さんからの要望を受けて開催します。市民の皆
さんが決めたテーマに沿って、市長と意見交換を行うこと
ができます。（※事前に申請が必要です。）

●市長への手紙
　専用用紙を投函することで、市長に意見を届けることがで
きます。専用用紙は、矢板・泉・片岡公民館、図書館、きずな館、
生涯学習館、上下水道事務所、市民課窓口に設置しています。
●市政へのご意見
　市ホームページトップ画面の「市長の部屋」から「市政
へのご意見」を選択し、専用メールフォームより意見を送
ることができます。
問い合わせ／秘書広報課　☎（４３）３７６４　
　　　　　　HP http://www.city.yaita.tochigi.jp/

プレミアム付きプレミアム付き
共通商品券共通商品券

平成27年 9月1日から販売いたしましたプレミアム付き商品券平成27年 9月1日から販売いたしましたプレミアム付き商品券
「つつじの郷やいた共通商品券」はご利用いただけましたでしょうか？「つつじの郷やいた共通商品券」はご利用いただけましたでしょうか？
お手元にお持ちの方は、平成28年1月31日までに取扱店にてご利用ください。お手元にお持ちの方は、平成28年1月31日までに取扱店にてご利用ください。

お問い合わせ／矢板市商工会　☎（４３）０２７２お問い合わせ／矢板市商工会　☎（４３）０２７２

使用期限
平成２８年１月31日まで
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平成28年4月採用矢板市職員（保健師）
採用人数／ 1人
受験資格／
 ・昭和60年 4月2日以降に生まれた方
 ・保健師の免許を有する方、または平成
　27年度保健師国家試験において免許
　取得見込みの方
試験日／ 2月2日（火）
受付期間／ 1月13日（水）～27日（水）
　　　　　8：30～17：15※必着
※申込書の請求方法、申込方法につい
　て、詳しくは市ホームページをご覧
　いただくか、お問い合わせください。
申込・問い合わせ／
　〒329-2192　矢板市本町5-4
　矢板市総務課　☎（４３）１１１３
　HP http://www.city.yaita.tochigi.jp

母子父子招待事業
　児童扶養手当受給世帯を対象に母子
父子招待事業を実施します。
日時／ 2月21日（日）
場所／東京ディズニーランド
対象／児童扶養手当受給世帯
　　　（4歳以上の幼児、小中学生、保護者等）
申込開始／ 1月12日（火）～
※自己負担（1人 5,000円程度）があります。
申込・問い合わせ／
　社会福祉協議会　☎（４４）３０００

土手・農道などのしば焼きを実施します
　農作物の越冬病害虫一斉撲滅、およ
び火災原因排除を目的として、しば焼き
を実施します。煙や灰などでご迷惑をお
かけしますが、ご協力お願いします。
　また、火傷などの事故の恐れもありま

すので、しば焼き中は現場に近づかない
よう、子どもたちへのご指導も併せてお
願いします。
日時／ 1月24日（日）9：00～12：00
実施者／市内農家
※強風・雨天など悪天候の場合は、1月
　31日（日）に順延になります。順延日
　にも実施できなかった場合は、各集落
　に委ねます。
※万一事故等が発生した場合は、早急に
　ご連絡ください。
連絡・問い合わせ／
　矢板消防署
　☎（４４）２５１１（緊急☎１１９）
　ＪＡしおのや矢板地区営農生活センター
　☎（４４）２３１２　☎（４３）７０５７

ミニサツキ盆栽展
　矢板公民館で行っている盆栽教室に
通う生徒（矢板市、那須塩原市、塩谷町、
2市1町からなる25名による）による盆
栽展です。150鉢の作品を展示します。
日時／ 1月13日（水）～17日（日）
　　　10：00～18：00（最終日は15：00まで）
場所／城の湯温泉センター
問い合わせ／見形　☎０９０（２６３１）６８５６

第6回精神障害者家族教室
日時／ 1月13日（水）14：00～16：00
場所／矢板健康福祉センター
内容／「本人への対応方法」
　　　～家族が元気になるために②～
対象／
　精神障がい者のいる家族、支援者など
そのほか／申込不要。参加費無料。
問い合わせ／
　矢板健康福祉センター 保健衛生課　
　☎（４４）１２９７

平成25年3月31日までに市の助成により
ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、
小児用肺炎球菌ワクチンを接種された方へ
　接種後に何らかの症状が生じ医療
機関を受診した方は、接種との関連性
が認定されると、医療費・医療手当が
支給される場合がありますので、お心
当たりのある方は、具体的な請求方法
等についてお問い合わせください。
問い合わせ／
　独立行政法人医薬品医療機器総合
　機構救済制度相談窓口
　☎０１２０（１４９）９３１（フリーダイヤル）
　☎０３（３５０６）９４１１

募　　集

お 知 ら せ

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
第13回こども絵画展
　市内の保育園、幼稚園、小・中学校から
出展された総数296点の作品を展示します。
日時／ 1月5日（火）～31日（日）
　　　9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日／ 1日（金）～4日（月）、
　　　　18・25日（月）、12・19日（火）
場所／さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－
問い合わせ／
　さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－
　☎０２８（６８２）７１２３

高根沢町
ピアノの万華鏡　大人も子供も
楽しめる音の玉手箱コンサート
　音楽家「青島広志」、ピアニスト「豊
田裕子」のコンサートです。
日時／ 1月30日（土）14：00開演
入場料／前売  子ども500円・一般1,000円
　　　　当日  子ども700円・一般1,300円
　※3歳から入場料がかかります。
　※前売り券は、高根沢町生涯学習課、　　
　　高根沢町図書館で販売しています。
問い合わせ／高根沢町生涯学習課
　　　　　　☎０２８（６７５）３１７５
　
塩谷町
しおやの風景フォトコンテスト
　「残したいしおやの風景」をテーマ
に応募いただいた作品を展示します。
期間／1月初旬～
場所／道の駅「湧水の郷しおや」交流館
問い合わせ／道の駅「湧水の郷しおや」
　　　　　　☎０２８７（４１）６１０１

不用品登録情報
・なし

・スキージャンバー（上下）
　男性用（175cm）ジュニア男子用（150cm）
　女性用（160cm）ジュニア女子用（160cm）
・自転車用ヘルメット（女性用）

問い合わせ／
　消費生活センター（くらし安全環境課）　
　☎（４３）３６２１
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防衛大学校一般後期・予備自衛官補・自衛官候補生採用試験 

問い合わせ／自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所
　　　　　　☎０２８７（２２）２９４０

種目
防衛大学校（男女） 予備自衛官補（男女） 自衛官候補生
一般（後期） 一般 技能 男子

応募資格 高卒（見込含む）で
21歳未満の方

18歳以上
34歳未満の方

国家免許資格を有する
18歳以上53歳未満の方
（資格によっては55歳未満）

18歳以上
27歳未満の方

受付期間 1月20日（水）～29日（金） 1月8日（金）～4月8日（金） 受付中～2月17日（水）

試験日   1次：2月20日（土）
  2次：3月11日（金） 4月15日（金）～19日（火）の指定する1日 2月21日（日）

試験場所 防衛大学校（神奈川県
横須賀市） 宇都宮市 宇都宮市

または東京都練馬区 宇都宮市



　　平成 28 年 1月号 23平成 28 年 1月号22

施設からのお知らせ Public Facility Infomation

図書館
 ◆映画会
作品／ウォルト・ディズニー制作の名作アニメ集
　　　「みにくいアヒルの子」ほか
　ウォルト・ディズニー初期の短編アニメーション映画
作品 全 8話を上映します。
日時／ 1月23日（土）14：00～15：10（開場13：30～）
場所／図書館2階　視聴覚室

 ◆第一回矢板市立図書館寄席
　真岡落語研究会の皆さんによる落語をお楽しみください。
日時／ 1月31（日）13：30～15：30
場所／図書館2階　視聴覚室
参加費／無料　　　　
定員／ 40人（先着順）
申込方法／
　図書館カウンター、または電話でお申し込みください。

開館時間／ 9：00 ～ 20：00
2 月の休館日／ 1・8・15・22・29日（月）
貸出点数／全15点　貸出期間／2週間
問い合わせ／図書館　☎（４３）５６６１

利用資格／市内に在住・通勤・通学している方
　　　　  　大田原市・さくら市・那須塩原市・塩谷町・高根沢町在住の方
図書検索・予約ホームページ／http：//www.yaita-city-tosyokan.jp/
※メンテナンスのため、6：00～ 6：40は利用できない場合があります。

 ◆新着図書
【一般書】　　　　★今月のオススメ 【児童書】　　　　★今月のオススメ

　

　景気を動かしているのは誰？インフレ時
代がやってくるって本当？など、ややこしく、
敬遠しがちな経済のしくみと流れを、ユーモ
アたっぷりに解説します。 

　安全に便利に、気持ちよく暮らすために役立つ
「整理整頓」についてやさしく説明します。指
導者・保護者向けのまとめも掲載しています。

なんだ、そうなのか！経済入門
塚崎公義著　日本経済新聞出版社

「あるある」で学ぶ忙しい人のためのパソコン仕事術
アウシュヴィッツの手紙　　　　　　　　　　内藤陽介
中 1ギャップを乗り越える方法　　　　　　　渡辺弥生
毎日おいしい豆レシピ　　　　　　　　　　　　堤人美
砂浜に坐り込んだ船　　　　　　　　　　　　池澤夏樹

　ほか

古生物の飼い方　　　　　　　　　　　　　　　土屋健
わかって私のハンディキャップ 1 ～ 2 
透視絵図鑑なかみのしくみ  まちなか 
聞く力、話す力　　　　　　　　　　　　　　松原耕二
ひみつの校庭　　　　　　　　　　　　　　吉野万理子

ほか

小学生からはじめる
整理整頓が身につく本
山崎紅著　日経BP社

道の駅やいた
営業時間／旬鮮やいた 9：00 〜 17：00
     つつじ亭  レストラン11：00 〜16：00 軽⾷10：00 〜16：00
問い合わせ／道の駅やいた ☎（４３）１０００ FAX（４０）０６６２    
      HP http：//www.michinoeki-yaita.com/

◆新春つきたてお餅プレゼント
　道の駅やいたで1,000円以上お買い上げのお客様に
つきたてのお餅1パック（あんころもち、またはきなこ
もち）をプレゼントします。
日時／ 1月10日（日）9：00～
　　　※お餅が無くなり次第終了
場所／道の駅やいた特設会場

◆いちごフェア
　道の駅やいたで1,000円以上お買いもの、またはお食
事をしていただいたお客様先着 400名に、やいたブラ
ンドのおいしいイチゴ1パックをプレゼントします。
日時／ 1月24日（日）9：00～
　　　※イチゴが無くなり次第終了
場所／道の駅やいた特設会場

◆定休日
●旬鮮やいた・つつじ亭　…1月13・27日（水）
●エコモデルハウス…毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日）
※駐車場・トイレは24時間使用可能

  

城の湯温泉センター
開館時間／ 10：00 〜 21：00 2 ⽉の休館⽇／ 1・15 ⽇（⽉）
利⽤料／⼤⼈（中学⽣以上）500 円 65 歳以上・⼩学⽣ 400 円
問い合わせ／城の湯温泉センター ☎（４４）１０１０
      ふれあい館 ☎（４３）２１１５

○～浴室暖房で安心・快適入浴！～～浴室暖房で安心・快適入浴！～
冬場の寒い浴室での入浴は、ヒートショック
などのリスクが増します。浴室暖房を設置す
ることで、そんな心配も少なくなり、快適で
安心の入浴タイムに変わります。
パワフルなガス温水式で暖まりもスピーディー。
設置費用は約20万円～。1日の工事で終わります。
●お気軽にお問い合わせください。お見積りは無料です。

「おーい！ごうくん、りんちゃん」 毎月第 4土曜日に映画会を開催しています。
お気軽にご来館ください。（無料・申込不要）

◆イベント情報
●バレンタイン DE チョコ作り♪
　ハートや星型のチョコに楽しくトッピングしません
か？家族や友だちと楽しくバレンタインの準備をしま
しょう！だれでも簡単にできちゃうよ！
日時／ 2月11日（祝・木）13：00～
対象／ 3歳以上（3歳～小学校低学年は保護者同伴）
参加費／ 300円（かわいいラッピングつき）
場所／城の湯温泉センター  研修室
申込方法／城の湯温泉センターに直接、または電話でお
　　　　　申し込みください。（※定員になり次第、受付終了）
●ハッピーバレンタイン！
　ご来館いただいた男性のお客様に、日頃の感謝を
”ちょこっと”込めて、受付でチョコのプレゼントします！
日時／ 2月14日（日）10：00～
●第10回ビンゴ大会
　さまざまな商品をご用意しています。どなたでも参加
OK！カードは事前に購入できますので、受付までお申
し付けください。
日時／ 2月21日（日）15：00～
参加費／ 1枚 100円（1人 5枚まで）

◆サービスデイ
●第3日曜日『家庭の日』は小学生200円割引
　→1月17日（日）、2月21日（日）
●毎月26日は風呂の日☆ダブルポイント
　→1月26日（火）、2月26日（金）

◆運動教室～どうぞお気軽にご参加ください～
場所／温泉センター研修室、またはふれあい館ふれあいの間
申込方法／城の湯温泉センターに直接、または電話でお
　　　　　申し込みください。
参加費／ 1回 500円（税込）
定員／各回12人（空きがあれば当日受付可）
※詳細は城の湯温泉センターにお問い合わせください。

●3B体操教室（講師：桑野　康子先生）
　日時／ 2月12・26日、3月11・25日（金）各日10：30～
●初心者ピラティス（講師：藤田　明湖先生）
　日時／ 2月3・10・17日（水）
　　　　3月2・9・16・23日（水）各日10：30～
●初心者ヨガ教室（講師：八木沢　里美先生）
　日時／ 2月4・11・18・25日（木）
　　　　3月3・10・17・24日（木）各日13：30～

参考資料「くらしとあそび・自然の12か月⑩」031クラ

⼭の駅たかはら
12～ 3月の営業時間／金・土・日・祝の10：00～15：00
※4～11月は定休日（4・7・9月の第1・2・3水曜日）以外は
　毎日9：00～16：00で営業します。
問い合わせ／山の駅たかはら　☎（４３）１５１５

◆スノーシューハイキング
　高原山の豊かな自然の中で、スノーシューハイキング
に挑戦してみませんか？
日時／
　1月24日（日）、2月7日（日）
　山の駅たかはらに8：30集合、9：00出発
　3時間程度歩きます。
定員／各回25人程度
参加費／
　1,000円（別途スノーシューレンタル1台 500円）
申込方法／
　電話でお申し込みください。
　（金・土・日・祝日の10：00～15：00）

そのほか／
 ・無料送迎バスあり（矢板駅西口8：10発、市役所8：20発）
 ・とん汁、コーヒーまたはおしるこのサービスあり
 ・昼食は各自持参ください。
 ・雪の状況によっては中止になることもあります。
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 冬になるとスタットレスタ
イヤに履き替えますが、普通
のタイヤに戻すタイミングが
いつも遅くなってしまいます。
明⽇でいいか…と先延ばしし
てるうちに忘れて、⼀年間ス
タットレスタイヤを履いてた
なんてことの無いように気を
付けたいと思います。（与太郎）

  ≪編集後記≫≪編集後記≫　いいあんばいだね～　いいあんばいだね～

 皆さん「やいこみゅ」って知っ
ていますか？市の公式ラインアカ
ウントで、市内のイベントや防犯
情報、市内店舗のクーポン情報
などを発信しています。現在、お
得なクーポンがいっぱい掲載さ
れていますよ〜！まだ
登録されていない⽅は、
ぜひどうぞ！（⻁之助）

 冬になると、⽩菜が安くなる
ので、よくお鍋にして⾷べます。
最近は鍋つゆの種類がたくさん
出ているのが嬉しい反⾯、何味
にしようかスーパーで悩んでし
まいます。また、鍋つゆを使う
と１⼈には多く作りすぎてしまう
上に、しっかりと〆まで⾷べてし
まうのも悩みの⼀つです…。（凜）

 謹んで新年のお慶びを申し上
げます。「お年⽟」。誰もが「もう
いくつ寝るとお正⽉」と待ち遠し
く思ったことがあるはず。甥と姪
に「お年⽟」を渡しながら「⾃分
の分は無いのか」と何とも⾔え
ない思いを内に秘め、いくつにな
っても「お年⽟」を待ち焦がれ
てしまう今⽇この頃です。（伊達男）

やいた☆クッキン GOOD
  〜豚バラの野菜巻きフライ〜

た
〜

ややややいいいいいいた
   

材料（4 ⼈分）

下準備
・ネギは6cmの長さに切り、数カ所切り込みを入れる
・アスパラは固い部分の皮を取り、縦に2等分して下ゆで
・人参は10cmのスティック状に切り下ゆで
・インゲンはへたを取り下ゆで
・トマトは2 個ずつ串に刺す
・豚バラ肉に塩、こしょうをする

・豚バラ肉薄切り200g
・アスパラガス60g
・人参　　  　40g
・インゲン豆   60g

・ミニトマト   8 個
・ネギ　　　 1 本
・卵　　　　 1 個
・塩・こしょう

・小麦粉
・油
・パン粉
　（目の細かいもの）

豚肉は風邪予防に効くと

言われています！豚肉とあわせて

野菜もたっぷり取りましょう！

レシピ提供元：矢板高等学校栄養食物科チーム☆道の駅 2014

問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２

（仮称）とちぎフットボールセンター誘致に向けた署名活動（仮称）とちぎフットボールセンター誘致に向けた署名活動

ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！

①野菜に豚バラ肉を巻く。
　（人参、アスパラ、インゲンはセットで）
②①に小麦粉と卵、パン粉をつけ、170℃の油で揚げる。
　斜めに切り、盛りつけたらできあがり。

作り⽅

 ⽮板市は、栃⽊県サッカー協会が発表した（仮称）
とちぎフットボールセンター整備構想を受け、県内
でいち早く JT 倉庫跡地を活⽤した候補地誘致に名
乗りを挙げました。
 この誘致実現に向け、市⺠が⼀丸となって「オー
ル⽮板」で誘致活動を⾏うために、11 ⽉ 19 ⽇に（仮

称）とちぎフットボールセ
ンター誘致市⺠の会を設⽴
しました。
 市⺠の会では、誘致を何
としても成功させるために
署名を集めることにし、11
⽉ 19 ⽇〜 12 ⽉ 15 ⽇にか
けて、約 27,000 ⼈分（12
⽉ 17 ⽇現在）の署名を集め
ることができました。

 これほど多くの署名を集めることができたのも、
皆さんの多⼤なるご⽀援・ご協⼒によるものです。
深く感謝申し上げます。
 そして、12 ⽉ 25 ⽇に栃⽊県サッカー協会への
基本計画書とあわせて、署名を提出致しました。
 今後は、下記のスケジュールに沿い、候補地が決
定される予定です。

【今後のスケジュール】
 1 ⽉中旬   候補地の現地確認作業
 2 ⽉下旬   候補地の公式発表

（⽮板市が候補地に決定した場合）
 平成 28 年度 基本計画・実施設計
 平成 29 年度 造成⼯事
 平成 30 年度 建設⼯事


