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○

⽮板市消防団表彰

栃木県知事表彰
模範団員表彰 肥後　利幸

栃木県消防協会長表彰
功績章 大類　俊昭

勤続章

45年勤続 藤田　　實
40年勤続 江連　　茂
30年勤続 和田　安司
25年勤続 野川　貴史・斎藤　勝利・齋藤　伸幸

20年勤続 東泉　喜之・谷中　清吉・石塚　俊彦
渡邊　裕久・小川　勝洋

15年勤続
中山　幸紀・長谷川秀夫・竹内　智紀
和氣　広美・福田　英一・鈴木　和則
星野　和幸・船山　幸男・中山　勝実

10年勤続

手塚　康伸・矢野目和典・白石　盛人
鈴木　　剛・揚石　瑞木・中村　尚史
小川　智士・兼﨑　高行・濱西　智之
黒尾　文彦・鈴木　啓之・新野　誠
小林　耕史・猪瀬　広行・石塚　美浩
石塚　晶典・金子　敬志・添田　真司
田代　大介・大島　壽一・笹沼　友和

配偶者表彰 和田　早苗
栃木県消防協会塩谷支部長表彰

優良分団表彰
第3分団 第 1部
部長：本木　稔　　団員：20名
管轄区域：片岡1~4区、片岡南、越畑
石関、玉田、コリーナ矢板

善行章
加藤　　章・中山　幸紀・手塚　康伸
関谷　哲志・木村　泰規・和気　久勝
津久井昭仁・関谷　則孝・富川　竜大

5年勤続

深井　　聡・斎藤登茂子・渡邉　翔太
下島　伸一・曽我部佑樹・関谷　拓大
齋藤　友寿・芳澤　大輔・石川　裕行
相澤　正広・芳澤　真一・八木澤尚行
村上　　淳・手塚　達也・薄井　紀夫
中村　哲也・鏑木　隆

兄弟等消防団員表彰 格和　知弘・貴弘
親子消防団員表彰 野川　貴史・翔
無火災分団等表彰 第1分団 第 2部（無火災3年）
配偶者に対する感謝状 金井　恵

矢板市長表彰

20年表彰 東泉　喜之・谷中　清吉・石塚　俊彦
渡邊　裕久・小川　勝洋

優良団員

岡本　英希・飯村　秀文・伊藤　正規
鈴木　　剛・大嶋　一伯・平山　雅史
吉田　優一・石田　知大・髙塩　康幸
曽我部佑樹・田辺　洋之・石川　智
江面健太郎・冨川　恵史・松田　将治
北条　貴弘・小川　智士・柳田　浩
橋本　尚典

機械器具整備状況優秀の部 消防ポンプ自動車の部　　　第5分団 第1部
小型動力ポンプ積載車の部　第5分団 第 4部

火気取締り優良主婦表彰 黒尾由光子・石塚　香織
関谷　智世・長塩布美子

矢板市消防団長表彰
優秀分団 第3分団

矢板市まとい会長優秀部表彰 消防ポンプ自動車の部　　　第5分団 第2部
小型動力ポンプ積載車の部　第5分団 第3部

　10月11日（日）、生涯学習館でスポーツ振興のために尽
力された方や、この1年間に全国、関東、県大会などで活
躍された方に対し、表彰が行われました。
　今後のさらなる活躍を期待しています。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

平成27年度市体育協会表彰

スポーツ功労賞
藤本　　茂（サッカー協会）
体育功労者賞
渡邊　和男（サッカー協会）・伊藤　正仁（剣道連盟）
優秀監督指導者賞
堀田　利明（ヴェルフェたかはら那須）
福田丞太郎（サッカー協会）・小野　泰紀（矢板中・弓道部）

優秀選手（平成26年 9月1日～平成 27年 8月31日）　
陸上競技 小山田雄亮・鈴木　瑠海・村上　和寿・山中　勇利

福田　蒼依
ソフトテニス 渡邉　清二・小原　恵美・福田栄太郎・男山　槙吾

サッカー

小林　庸尚・東郷　　慎・上沢　拓也・鷹觜　倫弘
益子　義崇・高秀　賢史・髙橋　祐樹・本田洋一郎
小野　優二・関　　敏史・金子　一輝・阿久津草太
山中　俊輝・藤田　和樹・秋谷　直紀・村尾　將二
中田　　亮・加藤　直樹・遠藤　雄二・河　　昌浩
高野　修栄・箕輪　圭祐・森本　恭介・宍戸　誠司
掛田　悠輔・坪山　　衝・星キョーワァン・川上　優樹
森本ヒマン・坪川　潤之・茂呂　圭輔・阿久津友汰
人見　拓哉・阿久津友徳・江口　大希・斎藤　亮輔
古家　秀太・高塚　桂太・真下　瑞都・伊藤　　心
澤野　祐輝・渡辺　優三・直井　　健・大畑　亜輝
岡本　駿弥・川野　優太・菊地　和馬・猪股　　楓
吉澤　　海・蓮沼　雄也・呉　　晴樹・東　　直樹
髙橋　大樹・柳崎　大介・鈴木　康孝・土屋　　巧
松本　京侍・黒崎　皓嗣・齋藤瑠輝也・鈴木楽維夢
関　日向多・坂井　大河・鈴木　太晟・木澤　遼人
瀧田　尚由・城田　陸朗・星　　景虎・土志田翔摩
大田原悠人・加籏　　陽・津久井政樹・森　　優樹
只友　大輔・仲野　岳斗・戸城　賢杜・藤本　一輝
大嶋　温人・長久保直哉・齋藤　淳行・齋藤　叶向
石塚　恭大・八田　温樹・山本　聖太・野口　仲吾
水口　嵩大・大谷津萌花

剣　道 関　亜有実・中郷　成生・芳賀　栄輝・清武　賢也
山西　健太・金田　悠希

弓　道 宮﨑　　博・竹内　隆博・田中　　萌
空手道 篠﨑　　章・佐藤　雄二・水井　綾乃

バドミントン 大野　友範・金子　和樹

　10月17日（土）、矢板小学校体育館および、内川河川
敷で矢板市消防団通常点検が行われました。
　あいにくの雨のため、機械器具点検および操法点検は
行えませんでしたが、その際、他の団員の見本となる優秀
な団員に対し、表彰が行われました。
　今後のさらなる活躍も期待しています。
問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）１１１４

新教育委員に⽮板⽒を任命
　9月30日をもって退任された坪山豊前委員長職務代理
者に代わり、10月1日付けで矢板秀臣氏が新たに教育委
員に任命されました。
　坪山前委員長職務代理者は、平成19年 4月1日から3
期 8年 6カ月教育委員を務められ、その豊かな経験・知
識と先見の明で市教育行政の推進にお力添えいただきまし
た。ありがとうございました。
教育委員会

問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

矢板秀臣氏略歴
昭和28年生まれ
昭和   61   年～

平成7  ～  8 年
平成 7～13年
平成   26   年～

成田山仏教研究所研究員
成田山勧学院講師
豊田小学校 PTA 会長
民生委員児童委員
補陀洛山千手院観音寺住職

役　職 氏　名 任　期
委員長 福田　博光（泉） 平成30年 9月30日

委員長職務代理者 綱川　雅之（片岡） 平成28年 9月30日
委　員 宮田由美子（中） 平成29年 9月30日
委　員 矢板　秀臣（沢） 平成31年 9月30日
教育長 大森　敏　  （土屋） 平成28年10月5日

平成 27 年度
中学⽣海外派遣事業結団式
　10月10日（土）、生涯学
習館で「中学生海外派遣事
業」の結団式を行いました。
　「中学生海外派遣事業」は
外国の風土や文化について
学び、交流等の体験を通し
て国際的な視野を持つ豊か
な感覚を育むとともに、日本や矢板市の良さを改めて実感
することで、将来矢板市の発展に資する人物の育成を目的
として実施するものです。今後 3年程度、市内での国際教
育や国際交流活動への協力を団員の条件に、市内中学2年
生10人を派遣団員として選考しました。
　今年度はネイティブな英語に親しみ、生徒たちの成長を
より促すため、ホームステイを4泊とし、平成28年1月8
日（金）～15日（金）にアメリカ・ロサンゼルスでホーム
ステイ、および現地校の交流を実施します。
　今後は5回の事前研修を行い、自信を持って本番に臨
めるようにします。また、帰国後は、各中学校での帰国報
告会、および平成 28年 3月26日（土）文化会館小ホー
ルで帰国報告会を実施する予定です。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

派遣団員に選ばれた市内中学2年生10人
（矢板中6人、泉中2人、片岡中2人）

※第 55回矢板市民体育祭秋季大会は、雨天のため中止と
　なりました。関係者の方々には大変お世話になりました。
　来年度もご参加よろしくお願いします。

（敬称略）

（順不同・敬称略）
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各種⼿当のご案内

手当の種類 対象者 支給制限
（次のような方は対象外となります） 手続きに必要なもの

① 児童手当
誕生～15歳になって最初の3月が来るまでの児童を養
育している方（支給は申請の翌月から）

●児童を養育している方の所得
　が一定額以上あるとき（一部支給）
●児童が施設入所しているとき

●印鑑
●健康保険証
●預金通帳　　　ほか

② 遺児手当
両親または父母の一方が死亡した義務教育修了前の児
童を養育している方

●住民税の所得割が課税されて
　いるとき
●児童が施設に入所しているとき

●印鑑
●戸籍謄本
●預金通帳

③ 児童扶養
手当

次のいずれかを満たす、18歳になって最初の3月が来
るまでの児童を養育するひとり親家庭の父、または母、
あるいは養育者
●父、または母が婚姻を解消している児童
●父、または母が死亡している児童
●母が婚姻によらないで出産した児童
●父、または母の生死が明らかでない児童
●父、また母に引き続き１年以上遺棄されている児童
●父、または母が重度の障害にある児童
●父、または母が法令により、引き続き1年以上拘禁さ
　れている児童
●父母ともに不明である児童
●父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

●本人・扶養義務者の所得が
　一定額以上あるとき
●児童が施設入所しているとき
●公的年金を受給しているとき
　（年金額によっては受給でき　
　る場合があります）

●印鑑
●戸籍謄本
●年金手帳
●預金通帳
●健康保険証　　ほか

④ 特別児童
扶養手当

精神・身体が中程度以上の障がい状態にある児童を監
護している父母、または養育している方

●本人・扶養義務者の所得が
　一定額以上あるとき
●児童が施設入所しているとき

●印鑑　
●住民票
●戸籍謄本
●預金通帳
●身体障害者手帳、ま
　たは診断書

⑤ 特別障害
者手当

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常
生活において常時特別の介護を必要とする状態にある
20歳以上の方

●本人・扶養義務者の所得が
　一定額以上あるとき
●施設に入所しているとき
●3カ月を超えて入院したとき

●印鑑　
●住民票
●戸籍謄本
●預金通帳
●身体障害者手帳、ま
　たは療育手帳、ある
　いは診断書
●年金受給者の方はそ
　の金額が分かるもの

⑥ 障害児
福祉手当

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常
生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳
未満の児童

●本人・扶養義務者の所得が
　一定額以上あるとき
●児童が施設入所しているとき
●障がいを支給事由とする公的
　年金を受給しているとき

●印鑑　
●住民票
●戸籍謄本
●預金通帳
●身体障害者手帳、ま
　たは療育手帳、ある
　いは診断書

⑦ 特定疾患者
福祉手当

10月1日現在、矢板市に住所が有り、特定難病・小児
慢性特定疾病にかかっていた方、またはその保護者（親族）

●印鑑　
●預金通帳
●指定難病特定医療費
　受給者証または小児
　慢性特定疾病医療受
　給者証

⑧
重度心身
障害児者
介護手当

身体障害者手帳（1級・2級）または、療育手帳（A1・
A2）を所持している方を在宅で常時介護している方

●障害児者が入院したとき、ま
　たは施設に入所したとき

●印鑑　
●預金通帳
●身体障害者手帳、ま
　たは療育手帳

　各種手当の受付を行っています。詳しくはお問い合わせ
ください。
※申請の際は事前にご相談ください。

窓口・問い合わせ／
　①～③…子ども課　　☎（４４）３６００
　④～⑧…社会福祉課　☎（４３）１１１６

年末調整説明会・決算説明会開催

　個人がグリーン投資減税の適用を受けて、家屋の屋根
などに10kw以上の太陽光パネルを設置し、発電量の全量
を売電する場合には、設置した太陽光パネルなどの設備は
固定資産税（家屋もしくは償却資産）の対象となります。
　所有する太陽光発電設備が固定資産税（償却資産）に
該当するか判断が困難な場合や、ご不明な点がありました
ら、お問い合わせください。
　なお、償却資産の所有状況の申告は毎年1月末までに申
告していただく必要があります。償却資産の申告書をホー
ムページからダウンロードしていただくか、税務課資産税
担当までご連絡いただければ郵送します。
問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５
　　　　　　 http://www.city.yaita.tochigi.jp/

太陽光発電設備等に係る固定資
産税（償却資産）の課税について

　氏家税務署では、「平成 27年分の給与所得者の年末調
整事務及び法定調書の書き方等」と「平成27年分の青色
申告決算書及び収支内訳書の作成方法や作成に当たって
の注意点」の説明会を開催します。都合の良い会場にお越
しください。 
そのほか／
 ・年末調整説明会にお越しの際は、11月上旬にお送りする
　資料をお持ちください。
 ・決算説明会の資料は、当日、会場で配布します。

問い合わせ／氏家税務署（法人課税部門・個人課税第1部門）
　　　　　　税務署代表　☎０２８（６８２）３３１１
※自動音声案内の [2] 番を選択していただき、各説明会に関す
　るご相談である旨をお伝えください。

日　時 場　所

年末調整説明会

11 月 17 日（火）

14：00 ～ 16：00

矢板市文化会館小ホール（矢板市矢板 103-1）
11 月 18 日（水） 那須烏山市烏山公民館（那須烏山市中央 2-13-8）
11 月 19 日（木） 小川総合福祉センターすこやか共生館 ( 那珂川町小川 1065）
11 月 20 日（金） さくら市氏家公民館（さくら市櫻野 1322-8）

青色決算説明会

12 月 2 日（水）
10：00 ～ 12：00
（農業所得関係）
14：00 ～ 16：00

（営業・不動産所得関係）

矢板市文化会館小ホール（矢板市矢板 103-1）

12 月 3 日（木） 那珂川町小川総合福祉センター（那珂川町小川 1065）
午前：あじさいホール　午後：すこやか共生館

12 月 8 日（火） さくら市氏家公民館（さくら市櫻野 1322-8）
白色決算説明会 12 月 9 日（水） さくら市氏家公民館（さくら市櫻野 1322-8）

県内一斉！
　市では県と協働で、滞納整理に重点をおいて徴収強化に取
り組みます。
皆さん一人ひとりが矢板市を支えています
　　皆さんが納めた税金は、市が取り組む施策の重要な財
源となっています。税収が確保できないと、予定していた
事業が行えなくなったり、必要な住民サービスが提供でき
なくなったりすることがあります。
自主的な納付をお願いします
　期限を過ぎても納付されないと、財産の滞納処分（差し

押さえ・公売など）をすることになります。財産調査のために、
滞納者の住居や事業所の捜索、自動車差し押さえのために
タイヤロックをすることもあります。滞納処分を受けないよ
う、自主的な納付をお願いします。

問い合わせ／税務課　徴収班　☎（４３）１１１５

11・12 ⽉は市税徴収強化⽉間〜あなたの税が未来を拓く〜

 「税を考える週間」のお知らせ
　国税庁では、毎年11月11日～17日を「税を考える週間」として、
租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくた
め、様々な広報施策を実施しています。今年は、「税の役割と税務署の
仕事」をテーマにインターネットを活用した広報を実施しています。　
国税庁ホームページwww.nta.go.jp

　歳末たすけあい運動で皆さんより寄せられた募金から、
支援を必要とする世帯に対して見舞金を支給します。
　次に該当し支給を希望される方は、社会福祉協議会窓口
へ直接申請（郵送不可）してください。体の不自由な方など窓
口へ来られない場合は、地区担当民生委員にご相談ください。
該当する世帯／
　市内在住（住所登録がある）で経済的に困窮しているが、生活維持
に努力していることが認められる世帯（生活保護を受けている世帯を除く）
※世帯の収入基準などがあるため収入証明書類が必要です。
受付期間／ 11月2日（月）～12月4日（金）
　　　　　8：30～17：15（土・日・祝日を除く）
申請・問い合わせ／社会福祉協議会（きずな館）
　　　　　　　　　☎（４４）３０００

歳末たすけあい⾒舞⾦

●休日収納窓口を開設します
　日時／ 12月20日（日）9：00～16：30
　場所／税務課（市役所本館2階）
　内容／市税の納付、納税相談
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市からのお知らせ Yaita Infomation

　あなた自身や家族に心当たりはありませんか？

消費⽣活センターからのお知らせ
●多重債務者無料相談会を開催します！
　11月は栃木県における『多重債務相談強化キャンペー
ン』期間です。借金問題解決のために、専門家（弁護士・
司法書士）による一般消費者向けの無料法律相談会を開
催しますので、ご利用ください。
日時／11月12日（木）　13：00～17：00
場所／栃木県庁研修館202研修室（宇都宮市塙田1-1-20）
相談方法／面談方式
申込方法／
　栃木県消費生活センター（☎ 028-625-2227）に電話で
お申し込みください。（要予約）

●マイナンバーに関する不審な問い合わせにご注意ください！
　10月から番号が通知されるマイナンバー制度を語り、
預金口座番号や家族構成といった個人情報を聞き出そうと
する不審な電話や通知が相次いでいます。公共機関として
市民の方を対象に個人情報に関する照会を行うことはあり
ませんので、注意してください。

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

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

　あなたの土地の樹木が道路に倒
れる、または張り出したり枝が落
ちたりして、歩行者などの通行の
妨げとなっていませんか？
　樹木が倒れる、または枝が落ち
ることで、通行人がけがをしたり

車を破損したりすると、民法の不法行為となり、相手から
損害賠償を請求されることがあります。このようなトラブ
ルにならないよう、樹木の適正な管理をお願いします。

　禁止行為に当たる場合、道路管理者から樹木の移転や
伐採命令を受けることがあります。また悪質な違反には、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されること
があります。道路に関してご不明な点がありましたら、管
理者までお問い合わせください。

道路に張り出した樹⽊は切りましょう

道　路 道路管理者 電話番号
国道4号 宇都宮国道事務所矢板出張所（４４）０４６１

国道461号・県道 矢板土木事務所　保全部 （４４）２１８６
それ以外の道路 矢板市都市建設課 （４３）６２１２

枝が落下し、フロントガラスを
貫通した事故の車の様子

  次のような行為は道路法で禁止されています。
 ・みだりに道路を傷つけたり汚したりすること
 ・みだりに道路に土や石・竹木などを堆

たいせき

積する、
　 または道路上で交通を妨げるような行為をす
　ること

  ご存じですか？建築限界
　建築限界とは、道路の交通を妨げないよう、建築
物の設置や樹木などを制限する範囲のことです。

一般的な車道や路肩では高さ
4.5ｍ以上の確保が必要です

歩道上では高さ2.5ｍ以上の
確保が必要です

すこやか⽮板シリーズ 70
糖尿病を予防しよう！〜 11 ⽉は糖尿病予防⽉間です〜

防災⾏政無線を⽤いた全国⼀⻫情報伝達訓練の実施について
　自然災害や武力攻撃などの発生時に備え、防災行政無
線を通じた情報伝達訓練を行います。
　この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用
いた訓練で、全国で一斉に行われるものです。
　なお、本訓練についてメール配信は行いません。
※防災行政無線で放送された内容は、放送から24時間後
　まで、☎（４３）５１５１にてご確認いただけます。

訓練実施日時／ 11月25日（水）　11：00頃
放送内容／

　（上りチャイム）

　「これはテストです。これはテストです。これは
　  テストです。こちらはぼうさいやいたです。」
　（下りチャイム）

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）１１１４

　9月27日、矢板市健康づくりみどり
の会主催による健康ウォーキングを開
催し、高根沢町の元気あっぷむら周辺
を歩きました。市民の皆さんのご参加、
ありがとうございました。

生活習慣病発症リスクの低減
メタボリックシンドロームの改善

甘いもの
が大好き

太っている
と言われる

野菜や海藻
は苦手だ…

毎晩晩酌
している

運動
不足だ…

清涼飲料水
をよく飲む

平日昼間 休日・夜間、左記以外時間帯

市子ども課 8：30～17：15
☎（４４）３６００

虐待通報専用電話
☎０９０（５３１０）０７７９　☎０９０（５３１０）６１２６

県北児童
相談所 

8：30～17：00
☎（３６）１０５８

児童相談所全国共通ダイヤル
☎１８９

連絡・問い合わせ／

児童虐待を防ぎましょう

血糖値の上昇！！

問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

　糖尿病を予防しよう毎日の生活を少し見直すだけで、糖
尿病は予防できます。

→

 ・3食バランスよく！
 ・きのこや海藻などの食物繊維を！
 ・よく噛む！　など

問い合わせ／都市建設課　☎（４３）６２１２

 ・今より10分多く体を動かす！ 
 ・家族でウォーキングをする！
 ・スーパーの駐車場で少し遠くに
　止めて歩く！　など
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　沿道での応援をお願いします。
日時／ 12月6日（日）
　　　9：20～開会式　10：00発走（塩谷町役場）
コース／塩谷地区一周42.195km

主催／塩谷地区体育協会、各市町教育委員会、
　　　塩谷地区中学校体育連盟
出場／塩谷地区内各市町2チーム
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

第58回
塩⾕地区駅伝競⾛⼤会開催

　ランナーの皆さんへの声援をよろしくお願いします。
日時／ 11月8日（日）10：00～　順次ランナースタート
交通規制／
　10：00～10：30 幸岡交差点～カインズホーム前交差点
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

第 26 回
⽮板たかはらマラソン開催

中継所 塩谷
町役場

旧高原
牧場入口

矢板
市役所

たけのこ
園

岩田
レーベル

通過予定 10：00 10：08 10：26 10：46 10：55
種　別 女子 一般 一般 中学生 女子

下原
公民館

さくら市役所
喜連川支所

松山
農協倉庫

さくら
市役所

高根沢
町民広場

11：08 11：19 11：34 11：43 12：10
一般 一般 中学生 一般

日時／平成28年1月17日（日）
　　　8：30～ 9：00受付　10：00スタート
場所／㈱壮関駐車場（矢板南産業団地内）
種目／※距離はおおよそです。

参加費／ 200円
申込方法／ 12月18日（金）までに参加費を添えて、直接
　　　　　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

⽚岡地区コミュニティ
第38回新春マラソン⼤会開催

区　分 男子 女子
① 小学1・2年生 1.0㎞
② 小学3・4年生 2.5㎞
③ 小学5・6年生 2.5㎞
④ 中学生 5.0㎞ 2.5㎞
⑤ 一般（高校生以上） 5.0㎞

区　分 男子 女子

⑥ 家族マラソン
（未就学児と保護者）

1.0㎞

⑦
ブレックスの選手と
一緒にジョギング
（年齢性別不問）

2.5㎞

第 4 回
市⺠ふれあいコンサート募集

　ヴァイオリニスト、ピアニスト、ソプラノ歌手の演奏や、
演奏家と一緒にクリスマス音楽を歌うコーナーなど、楽し
みいっぱいの音楽会です。ぜひご参加ください。
日時／ 12月6日（日）13：30～（13：00開場）
場所／文化会館 小ホール
参加費／
　  一　般   ：前売り券1,000円　当日券1,300円
　小・中・高：前売り券    500円　当日券    700円
主催／市民ふれあいコンサート実行委員会
問い合わせ／市社会福祉協議会　☎（４４）３０００

日時／ 11月29日（日）　10：00～
場所／泉公民館 集会室
内容／
　舞踊・民謡・三味線・カラオケ・詩吟など
　（泉公民館自主講座生による発表）
そのほか／
　入場無料。直接会場にお越しください。
問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　＊月曜・祝日休館

泉地区芸能発表会

⽚岡地区
コミュニティ⽂化祭

日時・内容／
●作品展示
　（園児作品、小・中学校習字、俳句、書道、写真など）
　11月14日（土）9：00～17：00
　　　15日（日）9：00～15：00
●芸能発表会
　（小・中学生コーラス、詩吟、舞踊、カラオケなど）
　11月15日（日）10：00～13：00
●特別企画（もちつき大会）
　11月15日（日）10：00～
場所／片岡公民館
問い合わせ／片岡公民館　☎（４８）０１０１
　　　　　　＊月曜・祝日休館

開催

受付期間／
　11月2日（月）～25日（水）8：30～17：00
　※土・日・祝日を除く（道の駅やいたは申込可能）
発送予定日／ 12月10日（木）
申込方法／
　農業振興課、農業公社、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

緑とつつじの⼋⽅⾼原ふるさと便〜お歳暮便・限定400⼝〜募集
●矢板駅前イルミネーション
点灯式／ 11月27日（金）18：00～
点灯期間／
　11月27日（金）～平成28年1月13日（水）17：00～23：30
問い合わせ／
　矢板まちづくり研究所事務局　☎０８０（６５０３）５９５２

●片岡駅前イルミネーション
点灯期間／
　12月1日（火）～平成28年1月11日（月）17：00～24：00
問い合わせ／
　片岡地区コミュニティ推進協議会（片岡公民館）
　☎（４８）０１０１　＊月曜・祝日休館

矢板駅前　　　　　　　　　　　片岡駅前

駅前イルミネーション開催

開催

野菜便…12品 3,500円、14品 5,000円
　（矢板たかはら米、味噌、リンゴ、イチゴ、白もち、生シイタケなど）

自然薯便…約1.2kg 3,000円

米便…7kg 3,500円、11kg 5,000円、15kg 6,700円

高校生コラボ便…6品3,000円
　（限定30口！矢板高校の生徒が栽培したリンゴ、トマト、お米など）

お雑煮便…10品 3,500円
　（白もち、豆もち、ネギ、生シイタケ、大根など）

豚しゃぶ便…8品5,000円
　（和豚もちぶた、生シイタケ、ネギ、春菊、タマゴなど）

和牛すきやき便…6品5,000円
　（矢板産牛肉、生シイタケ、ネギ、春菊、タマゴなど）

絵てがみ教室募集
　来年の年賀状は、絵てがみで出してみませんか。
日時／
　11月25日（水）、12月2日（水）、12月9日（水）
　各日9：30～11：30
場所／泉公民館 集会室
定員／ 20人　＊先着順
参加費／ 300円（材料費）
申込方法／
　11月15日（日）までに電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２
　＊月曜・祝日休館

※すべて送料込みの金額です。（ただし、本州以外は別途300円）

○
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障がい福祉について
学ぼう！募集

　さまざまな体験や講演などを通して、障がい福祉につい
て学ことができます。
日時／ 12月5日（土）10：00～15：30
場所／矢板市文化会館小ホール
内容／
 ・第 1部　10：15～11：45　（受付10：00～）
　　講演会「虐待のない社会のために」
 ・第 2部13：30～15：30（受付13：00～）
　　講話、体験、映像やスライド、ふれあいなど
 ・障がい者就労支援事業所による物品販売会
　　（「ワークスたかはら」、「たかはら学園」）
問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６

　創業を中心に、起業の心構えからビジネスプランの作成
まで、経営について一から学ぶことができます。
日時／ 11/20（金）、11/25（水）、11/27（金）、12/ 4（金）
　　　12/ 9（水）、12/11（金）、12/16（水）、12/18（金）
　　　18：30～ 21：30
場所／矢板市商工会館 大会議室
定員／ 10人
受講料／ 5,000円
※申込方法など、詳しくは矢板市商工会までお問い合わせ
　ください。
問い合わせ／矢板市商工会　　　☎（４３）０２７２
　　　　　　市商工林業観光課　☎（４３）６２１１

経営（創業等）塾 inやいた 平成 28 年成⼈式は
1 ⽉ 10 ⽇（⽇）です開催

日時／平成28年1月10日（日）9：45開始予定
対象／
　平成7年 4月2日から平成 8年 4月1日までに生まれた
方で、11月1日現在、矢板市に住所がある方
内容／式典、記念撮影など
そのほか／
 ・対象の方には12月上旬に案内状を発送します。
 ・本市出身の市外在住の方で、矢板市成人式に参加希望
　の方は、11月25日（水）までに電話でご連絡ください。
問い合わせ／
　生涯学習課　☎（４３）６２１８

塩⾕南那須地区公⽴⼩中学校⾮常勤講師〜県採⽤・市町採⽤〜
　塩谷南那須地区の小中学校において、きめ細やかな指
導を行うため、学級担任の補助や少人数指導を推進する
非常勤講師を募集します。
条件／
　教員免許状所有で、健康でやる気があり、平成 28年 4
月から塩谷南那須地区内へ通勤可能な方
申込方法／
　塩谷南那須教育事務所のホームページからダウンロード
した履歴書、または市販の履歴書に必要事項を記入の上、
12月28日（月）までに郵送してください。（＊必着）
※履歴書の左上余白に「非常勤講師希望」と朱書きで明記
　し、県採用・市町採用の希望を記載してください。
　（例：第1希望　○○市（町）採用　第2希望　県採用）

そのほか／
 ・時給は県、市町により異なります。
 ・採用の有無については、書類選考・面接の上、3月上旬
　までにご連絡します。
申込・問い合わせ／
　〒329-2163 矢板市鹿島町20-22
　塩谷南那須教育事務所 臨時採用教員係
　☎（４３）０１７６

募集

募集

バリアフリー映画上映会募集
　視覚や聴覚に障がいをお持ちの方も、映画を楽しめるバ
リアフリー映画上映会を開催します。
　バリアフリー映画は、映画の場面をナレーションや字幕
で説明するので、どなたにでもお楽しみいただけます。ぜ
ひご来館ください。
日時／ 11月26日（木）13：30～15：00
場所／泉公民館
内容／東野圭吾ドラマシリーズ「笑」
そのほか／
 ・入場無料。申し込みは必要ありません。
 ・通常の映画と異なり、音声ガイドと字幕がつきますので、
　ご了承ください。
問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　＊月曜・祝日休館


