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○

　インフルエンザの発病、重症化を防ぐには予防接種が有
効と言われています。市では、中学3年生および高校3年
生相当の方、65歳以上の方などへ、インフルエンザの予
防接種費用を一部助成します。

接種期間／ 10月1日（木）～平成28年 2月29日（月）
接種回数／ 1人 1回
料金／ 1,000円（医療機関の窓口でお支払いください）
持ちもの／健康保険証・予診票

インフルエンザ予防接種の費⽤助成

　日本人の死亡原因の3位は肺炎です。特に高齢者や免
疫不全の方は重症化しやすく、肺炎で亡くなる方の95％
以上が高齢者です。そこで、高齢者用肺炎球菌ワクチンの
予防接種費用を一部助成します。高齢者用肺炎球菌ワクチ
ンは、肺炎の原因となりやすい23種類について感染を予
防する効果があります。
　希望される方は、申し込みが必要です。医療機関で接
種を受ける前に、必ず健康増進課へお越しください。

対象（平成27年度）／※矢板市に住民登録がある方に限る
①65歳以上の方（昭和26年 4月1日以前生まれの方）
② 60歳以上65歳未満の方（昭和26年 4月2日生～昭和31
　年4月1日生まれの方）で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、
　または、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害
　があり、身体障害手帳1級相当の方
個人負担額／ 4,000円
助成回数／生涯1回のみ（※過去に接種の助成を受けた方は対象外）
申請・問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

⾼齢者⽤肺炎球菌ワクチン予防接種の費⽤助成

医院名・病院名 電　話 医院名・病院名 電　話 医院名・病院名 電　話
池田クリニック ☎（４３）０２０７ 後藤医院 ☎（４４）２３２３ 橋本医院 ☎（４３）０４０６
上田医院 ☎（４３）７７６６ きうち産婦人科医院 ☎（４３）５６００ 村井医院 ☎（４３）００６４
大島整形外科医院 ☎（４３）５１００ 国際医療福祉大学塩谷病院 ☎（４４）１１５５ 村井胃腸科外科クリニック ☎（４０）３０５５
尾形クリニック ☎（４３）２２３０ 佐藤病院 ☎（４３）０７５８ 矢板南病院 ☎（４８）２５５５
かるべ皮フ科小児科医院 ☎（４３）１２１０ なかじまクリニック ☎（４８）７７０１ 谷仲医院 ☎（４８）０８００
かわしま循環器内科 ☎（４３）５４７０ 西川整形外科 ☎（４８）２５５２ 山田クリニック ☎（４８）１２１２

　上記の医療機関（④・⑤に該当する方は塩谷地区の接
種医療機関）以外で接種する場合は、医療機関の窓口で
一旦接種費用を全額お支払いいただき、後日、担当課に必
要書類（予診票、領収証、申請書など）を提出していただ
く、償還払いとなります。

※医療機関によって実施期間が異なる場合がありますので、
　事前に医療機関にお問い合わせください。
提出・問い合わせ／
　対象①～③　子ども課　　☎（４４）３６００
　対象④・⑤　健康増進課　☎（４３）１１１８

対象（※矢板市に住民登録がある方に限る） 接種医療機関・予診票について
①中学3年生、または高校3年生として在学している方【接種医療機関】下表の市内医療機関で接種できます。

【予診票】該当になると思われる方には事前に送付してありますが、
　　　　  お手元に届いていない場合は子ども課までご連絡ください。
（※医療機関には予診票はありませんので、必ず予診票を持参の上、接種してください。）

②平成 9 年 4月2日～平成10年 4月1日生まれの方

③平成12年 4月2日～平成13年 4月1日生まれの方

④接種日に 65歳以上の方 【接種医療機関】下表の医療機関に加え、さくら市、塩谷町、高根沢町、
　　　　　　　  および栃木県内の実施医療機関でも接種できます。
【予診票】医療機関にありますので、予約の上、直接受診してください。

⑤60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の
　機能、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の
　機能に障害があり、身体障害手帳1級相当の方

※②・③に該当する方の内、来年度以降に中学 3年生、または高校 3年生として在学予定の方は除きます。

総合戦略策定に係るパブリックコメント
　「矢板市人口ビジョン及び総合戦略」を策定するにあた
り、市民の皆さんのご意見・ご提言を計画に反映させるた
め、広く意見等を募集します。
募集期間／ 10月6日（火）～11月6日（金）＊必着
閲覧方法／①総合政策課および各公民館で文書閲覧
　　　　　②市ホームページ内に掲載
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。
問い合わせ／
　〒329-2192 矢板市本町5-4　矢板市総合政策課
　☎（４３）１１１２　 （４３）２２９２
　✉ yaitasousei@city.yaita.tochigi.jp 
　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

募集

⽮板市議会 議会報告会・意⾒交換会
　今年、4月1日に施行した「矢板市議会基本条例」に基
づき、議会報告会を開催します。
内容／
①市議会活動報告
　これまでの議会活動の経緯や、平成26年度決算につい
て報告します。
②皆さんとの意見交換
　市民の皆さんと意見交換します。市議会や市政について、
皆さんが普段から感じていることなど、自由なご意見をお
聞かせください。

日時・場所／
　全て19：00～ 21：00
11月10日（火）文化会館 小ホール
11月12日（木）片岡公民館 コミュニティーホール
11月13日（金）泉公民館 集会室

そのほか／
　申し込みは不要ですので、ご都合のよい会場にお越し
ください。
問い合わせ／議会事務局　☎（４３）６２１６

初開催

　10月19日（月）～25日（日）は「行政相談週間」です。国
の行政への苦情や意見・要望、困りごとなどをお聴きし、
その解決や実現の促進を図るとともに、行政運営の改善に
役立てます。相談は無料で秘密は固く守られます。安心し
てご相談ください。
○巡回行政相談
　10月20日（火）10：00～12：00　片岡公民館
　　　　　　　　  13：30～ 15：30　泉公民館
○定例の行政相談
　毎月 第 1火曜日  10：00～ 13：00　市きずな館
　 （※11月のみ第3火曜日）
問い合わせ／秘書広報課　☎（４３）３７６４

巡回⾏政相談開催
　現在日本に住む全ての方を対象とした「国勢調査」を
実施しています。インターネット回答期間（9月10日～
20日まで）にインターネットで回答されなかった世帯には、
調査票を配布しています。
　調査票は、①調査員に手渡し ②郵送提出用封筒により
投函のどちらかの方法で10月7日（水）までにご提出く
ださい。万一、調査書類が届いていない場合は至急ご連
絡ください。
問い合わせ／
　国勢調査 矢板市実施本部（市総合政策課内）
　☎（４３）１１７０

「国勢調査」の調査票提出は
お済みですか？

○
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大字 地番 面積 販売価格 用途地域
1 中 2009-3 244.46㎡ 807万円 第二種低層住専
2 東町 3014-4 145.34㎡ 353万円 第一種低層住専
3 東町 3019-3 329.74㎡ 1,006 万円 準住居

4 木幡 1308-13
他 2 筆 1,670.39㎡ 2,038 万円 第二種住居

第一種低層住専
5 東町 1209-5 2,287.08㎡ 2,836 万円 第一種低層住専
6 東町 3004-4 441.48㎡ 1,130 万円 第二種住居7 東町 3004-21 452.65㎡ 1,172 万円
8 乙畑 1393-271 222.61㎡ 472万円

第一種低層住専9 乙畑 1393-272 216.82㎡ 460万円
10 乙畑 1393-273 223.84㎡ 475万円
11 乙畑 1393-274 222.51㎡ 472万円

⽮板に家を建てませんか？〜市有地・保留地販売情報〜

紙類を分別して可燃ごみを減らしましょう！
　コピー用紙や包装紙などを、可燃ごみとして捨てていま
せんか？このような紙類にはリサイクルできるものが多く
含まれています。可燃ごみを減らすことで指定袋の節約に
もなるので、この機会に『雑かみ』の分別を始めてください。

雑かみの出し方／
 ・ひもで十字にしばって「雑誌・雑かみ」収集日（月2回）
　に、ごみステーションに出してください。
 ・ビニールや紙以外のものが付いている部分は、取り外し
　てください。
 ・メモ用紙やシュレッダーごみなどの小さい紙は、雑誌や
　チラシの間に挟んだり、「紙袋」に入れて十字にしばっ
　て出してください。（※ビニール袋では出せません）
問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

地域包括支援センターでは、高齢者
が健やかに暮らし続けられるように、ま
た、要介護の状態になっても、多様な
サービスを利用することで安心してご
自宅で生活ができるよう、利用者の実

情に合ったきめ細かい対応を行っています。相談は電話や
窓口のほか、ご希望があれば自宅訪問も行っています。相
談費用もかかりませんので、高齢者に関する相談について、
ぜひご利用ください。
問い合わせ／
　矢板市地域包括支援センター　☎（４３）４６１１

地域包括⽀援センターをご利⽤ください
～こんなことで困っていませんか？お気軽にご相談ください～

認知症の父の介護に不安と疲労が重なり、
イライラしていつも父親を怒鳴ってしまいます。

介護保険を利用したいのですが、
どうしたらよいでしょうか？

近所の1人暮らしの高齢者が
最近、閉じこもりぎみで心配です。

今は大丈夫ですが、将来、認知症などの
病気になったとき、財産の管理が心配です。

固定資産税の申告・届け出のお知らせ
　土地と家屋（建物）には、固定資産税の課税に係る申告
制度や各種届け出があります。次のような変更があった場
合、所有者は速やかに申告書・届出書を税務課へ提出して
ください。

※関係書類は税務課にあります。市ホームページ「申請書
　配布サービス」からもダウンロードできます。
問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５
　　　　　　  http://www.city.yaita.tochigi.jp

こんな場合に 必要なもの 説明 ･ 手続き

住宅用地の内容を
変更した場合

・住宅用地（変更）申告書
・印鑑

　専用住宅や併用住宅が建っている土地を住宅用地と言い、その面積によっ
て特例措置が適用されます。住宅以外の建物（事務所、店舗など）を住宅用
に、またはその逆など、用途を変更した場合には、平成28年 2月1日まで
に申告書を提出してください。（平成28年度課税分から変更になります。）

土地の地目を変更
した場合

・土地（地目変更）届出書
・印鑑

　固定資産税の課税地目は、登記簿の地目とは別に1月1日（賦課期日：課
税の基準となる日）の現況で評価します。地目を変更した場合は、届出書を
提出してください。
※地目…土地の用途による分類（田、宅地など）

家屋を滅失・変更
した場合

・家屋（滅失・変更）届出書
・印鑑

　取り壊しなどで家屋がなくなった場合や、増改築などで家屋の種類・構造・
床面積などを変更した場合は、届出書を提出してください。

未登記家屋の納税義
務者を変更した場合

・未登記家屋納税義務者（変更）届出書
・新所有者・旧所有者の印鑑

　売買・贈与・相続などで登記をしていない家屋の所有者（納税義務者）を
変更した場合は、届出書を提出してください。

共有名義の代表者を
変更した場合

・共有代表者（変更）届出書
・新代表者・旧代表者の印鑑

　土地、または家屋が共有名義で、その代表者を変更した場合は、届出書を
提出してください。

 『雑かみ』とは…折り込みチラシ、雑誌・本、紙袋、包装
紙、紙箱、コピー用紙、メモ用紙、封筒、
はがき、シュレッダーごみ　など
※『雑かみ』として出せないもの…
　感熱紙、カーボン紙、フィルム付き封筒、
　油や汚れ、臭いが付いたもの、防水紙

所在 面積
（参考坪） 販売価格 用途地域街区 符号

1 25 4 201.51㎡（60.95 坪） 489.8 万円
第一種低層住専2 27 11 216.96㎡（65.62 坪） 481.9 万円

3 27 12 248.59㎡（75.19 坪） 465.2 万円
4 7 1 177.64㎡（53.73 坪） 449.1万円 第二種住居
5 1 3-2 247.85㎡（74.96 坪） 654.7 万円

準工業

6 5 8-5 229.1㎡（69.29 坪） 538.2 万円
7 5 8-6 289.36㎡（87.52 坪） 572.7 万円
8 5 8-3 238.69㎡（72.19 坪） 560.9 万円
9 5 8-4   289.9㎡（87.68 坪） 573.9 万円
10 5 8-1 277.43㎡（83.91坪） 済
11 5 8-2 287.42㎡（86.93 坪） 758.9 万円
12 44 1-1 229.09㎡（69.29 坪） 508.4 万円
13 44 1-2 228.95㎡（69.25 坪） 501.1万円
14 44 1-3 229.26㎡（69.34 坪） 490.8 万円
15 44 1-4 229.23㎡（69.33 坪） 479.4 万円
16 44 1-5   229.4㎡（69.38 坪） 479.8 万円
17 44 1-7 239.83㎡（72.54 坪） 601.9 万円
18 44 1-8 239.88㎡（72.55 坪） 571.0 万円
19 24 2 319.7㎡（  96.7 坪） 648.5 万円 第一種低層住専

【市有地】中・東町・⽊幡・つつじヶ丘

【保留地】⽊幡

申込資格／
①都市計画法に規定されている用途地域にあった
　土地利用をする方
②土地引き渡し後、善良な管理を行う方
保留地の申込・問い合わせ／ 
　都市建設課 市街地整備班　☎（４３）６２１３
市有地の申込・問い合わせ／
　総務課 管財担当　☎（４３）１１１３

中・東町・木幡

木幡

※⑧～⑪の汚水処理、および排水処理については
　つつじが丘ニュータウン汚水処理施設等維持管
　理基金20万円が別途かかります。
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光と⾳のあんどんまつりを
開催しました
　8月22日（土）、川崎城跡公園で「第8回 光と音のあん
どんまつり」が開催されました。会場の皆さんが協力して
5,000 個のあんどんに点火。また、今年初めて宮川で灯

とうろう

籠
流しが行われ、会場一体が広く温かな光に包まれました。
　ステージでは、吹奏楽の演奏やよさこいソーランのほか、
やもり倶楽部（矢板を盛り上げ隊）によるスライドショー
などが行われ、会場は大いに盛り上がりました。
問い合わせ／都市建設課 市街地整備班　☎（４３）６２１３

第 55 回市⺠体育祭夏季⼤会

期 間 8 月 23 日（日）
場 所 陸上競技場
参加数 16 ブロック　224 人
優 勝 第 16 ブロック【A】（片岡 C）
準優勝 第 2 ブロック【A】（4区）
第 3 位 第 10 ブロック【B】（東町・早川町）

期 間 8 月 23 日（日）
場 所 テニスコート
参加数 9 ブロック　56 人
優 勝 第 7 ブロック（矢板西部）
準優勝 第 6 ブロック（矢板南部）
第 3 位 第 10 ブロック（東町・早川町）

グラウンド・ゴルフソフトテニス（男子・女子）

期 間 9 月 1 日（火）
場 所 メイフラワーゴルフクラブ
参加数 15 ブロック　141 人
優 勝 第 5 ブロック（富田）
準優勝 第 8 ブロック（矢板北部）
第 3 位 第 16 ブロック（片岡 C）

ゴルフ

期 間 8 月 30 日（日）
場 所 市体育館
参加数 13 ブロック　127 人
優 勝 第 10 ブロック　  （東町・早川町）
準優勝 第 6 ブロック A（矢板南部）

第 3 位 第 5 ブロック A（富田）
第 9 ブロック B（中）

ラージボール卓球

期 間 8 月 23 日（日）
場 所 御前原公園
参加数 6 ブロック　23 人
優 勝 第 5 ブロック（富田）
準優勝 第 10 ブロック（東町・早川町）

第 3 位 第 12 ブロック（泉 A）
第 9 ブロック A（中）

期 間 8 月 23 日（日）～ 27 日（木）
場 所 サッカー場・東小校庭
参加数 16 ブロック　271 人
優 勝 第 11 ブロック（矢板東部）
準優勝 第 1 ブロック（1・2・3区）

第 3 位 第 9 ブロック（中）
第 16 ブロック（片岡 C）

期 間 8 月 23 日（日）
場 所 矢板中体育館
参加数 12 ブロック　84 人
優 勝 第 11 ブロック（矢板東部）
準優勝 第 7 ブロック（矢板西部）

第 3 位 第 10 ブロック（東町・早川町）
第 5 ブロック（富田）

ゲートボールサッカーソフトバレーボール

ソフトボール（40歳以上） バレーボール（女子）ソフトボール（50歳以上）野　球

結果

　

期 間 8 月 23 日（日）～ 9月 1日（火）
場 所 片岡運動場・Aコート
参加数 14 ブロック　221 人
優 勝 第 16 ブロック（片岡 C）
準優勝 第 15 ブロック（片岡 B）

第 3 位 第 10 ブロック（東町・早川町）
第 7 ブロック（矢板西部）

期 間 8 月 23 日（日）～ 9月 1日（火）
場 所 片岡運動場・Bコート
参加数 12 ブロック　195 人
優 勝 第 10 ブロック（東町・早川町）
準優勝 第 14 ブロック（片岡 A）

第 3 位 第 16 ブロック（片岡 C）
第 2 ブロック（4区）

期 間 8 月 23 日（日）
場 所 市体育館
参加数 10 ブロック　132 人
優 勝 第 12 ブロック（泉Ａ）
準優勝 第 5 ブロック（富田）

第 3 位 第 7 ブロック（矢板西部）
第 6 ブロック（矢板南部）

期 間 8 月 23 日（日）～ 27 日（木）
場 所 野球場・多目的グラウンド
参加数 15 ブロック　241 人
優 勝 第 10 ブロック（東町・早川町）
準優勝 第 9 ブロック（中）

第 3 位 第 3 ブロック（5区・針生）
第 1 ブロック（1・2・3区）

　今年も 8月 23日（日）～
9月1日（火）にかけて、第
55回市民体育祭夏季大会が
開催され、10競技 11種目に
多くの方が参加されました。
　運営をされた競技団体の
皆さん、参加者の皆さん、お
疲れ様でした。
問い合わせ／生涯学習課
　　　   　　☎（４３）６２１８

公⽴保育所の
臨時保育⼠

募集人数／若干名
賃金等／時給970円
任用期間／平成28年 3月31日まで
勤務時間／ 9：00～16：00、週 4日程度
勤務場所／泉保育所、または片岡保育所
仕事内容／乳幼児の保育業務
応募資格／保育士資格を有すること
応募方法／履歴書（写真貼付）、保育士証の写しを直接、
　　　　　または郵送で提出してください。
選考方法／書類選考、面接
そのほか／ ・労災保険加入、有給休暇あり
　　　　　・通勤手当や賞与等の諸手当なし
応募・問い合わせ／
　〒329-2192矢板市本町5-4　矢板市子ども課
　☎（４４）３６００

募集
　特色ある教育を行う小規模特認校に、平成 28年度から
新たに泉小学校と泉中学校が追加されます。小規模特認校
は通学区域にとらわれず、市内の小・中学生が各学年7人
まで入学・転学できます。新入学生・転学生の受付は随時
行っていますので、興味のある方はお問い合わせください。
小規模特認校／
　西小学校、豊田小学校
　（平成28年度～）泉小学校、泉中学校
就学の条件／
①矢板市に居住していること
②教育活動に賛同し、協力すること
③卒業するまで通学すること
④保護者の責任と負担において、児童・生徒が安全に
　通学できること
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

⼩規模特認校
⼊学児童・⽣徒募集

　大規模な土地の取引には届出が必要です。一定面積以
上の土地について売買などの取引を行った場合に、国土利
用計画法に基づき、その利用目的などの届出が必要です。
届出に必要な面積／
　市街化区域（矢板市にはありません）　2,000㎡以上
　その他の都市計画区域　　　　　5,000㎡以上
　都市計画区域外　　　　　　　10,000㎡以上

届出の必要な取引／
　売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、
権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡など
届出者／権利取得者（土地売買の場合は買主）
届出期限／契約日から２週間以内（契約日を含む）
届出書類／土地売買等届出書２部（正本１部、副本１部）
問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２

10 ⽉は⼟地⽉間
　災害時に、通常の避難所では避難生活が困難で、人の
支援が必要な高齢者や障がい者などが安心して避難生活
が送れるよう、市では下記の法人と協定を結び、福祉避難
所を指定しました。

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）１１１４

災害時要援護者のための
福祉避難所を指定しました

社会福祉法人 厚生会
　特別養護老人ホーム　やしお苑（平野）
社会福祉法人 普照会
　特別養護老人ホーム　つつじ苑（東町）
社会福祉法人 ともいき会
　特別養護老人ホーム　ひだまりの里（川崎反町）
社会福祉法人
　たかはら学園（越畑）

●福祉避難所とは？
　　高齢者や障がい者で生活に人の支援が必要な方を受け入れるため
　手すりや専用トイレなどが設置され、バリアフリー化がされている
　避難所のことです。

※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上と
　なる場合（一団の土地）には、個々の契約ごとに届出が必要です。

　東小学校と豊田小学校で開催する運動会に対象となる各
地区の高齢者の方々をご招待します。ぜひご参加ください。
開催日／ 10月24日（土）
対象／75歳以上の方（昭和15年4月1日以前に生まれた方）
申込方法／
　参加希望の方は、事前に各学校に電話でお申し込みい
ただき、運動会当日、学校で受付をお願いします。
　東小学校　　☎（４４）２５１５
　豊田中学校　☎（４３）０３３２
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７ 

東・豊⽥⼩学校運動会への
⾼齢者招待について 

　養育里親とは、保護者のいない児童または何らかの理由
で保護者が養育できない児童を自分の家庭に迎え入れ、
愛情を込めて養育してくださる方のことです。
　養育期間は、①児童の社会的自立が可能になるまで、②
保護者が児童を引き取れるようになるまでなど、児童の状
況に応じて異なります。
　養育里親になるためには、原則6日間の研修を受講して
いただきます。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ／県県北児童相談所　☎０２８７（３６）１０５８
　　　　　　市子ども課　　　　☎（４４）３６００

社会的養護を担う
養育⾥親になりませんか？
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開催

　第 38回福祉まつり、第７回秋祭り、健康まつりを開催
します。ぜひお越しください。

日時／ 11月3日（祝・火）10：00～14：30

　たくさんのご来場をお待ちしています。

問い合わせ／文化祭運営事務局（市生涯学習課内）
　　　　　　☎（４３）６２１８

第48回⽮板市⽂化祭
　大好評につき、またまた実施します。秋の軽トラ市も約
70台の参加で大盛り上がり！出店者も募集中です。
日時／ 11月1日（日）10：00～15：00
場所／本通り（矢板武記念館～足利銀行矢板支店間）
　　　※9：00～16：00の間、交通規制を行います。

問い合わせ／やいた軽トラ市実行委員会（市商工会内）
　　　　　　　☎（４３）０２７２

第7回やいた軽トラ市 開催

日　時 内容 場　所

11月1日
（日）

11月3日
（祝・火）

（1日・2日）
9：00～16：00

（3日）
9：00～15：00

作品展 生涯学習館
（体育室）

華展 文化会館
大ホールロビー

盆栽展 生涯学習館 ロビー

11月3日
（祝・火）

9：00開場 9：30開演 芸能発表会 文化会館 大ホール

10：00～15：00 茶会 矢板公民館

●軽トラ市とは？　
　軽トラックの荷台を利用し、新鮮野菜・果物、加工物・手作り品など、
何でも販売する市です。本通りを歩行者天国にして開催します。地元
でどんどん買い物して、地域を活性化しましょう。

第 38回福祉まつり
　障がいを持つ方もそうでない方も、子どもからお年寄りま
でが共に楽しみ、交流を深め、さらに福祉活動に携わるボラ
ンティアグループを広く市民の皆さんに知っていただくため
に開催します。
場所／矢板市体育館・周辺駐車場
　　　※昨年と異なりますので、ご注意ください。
内容／コンサート 、バザー、模擬店　など
問い合わせ／市社会福祉協議会　☎（４４）３０００

第38回福祉まつり・第７回秋祭り・健康まつり開催

昨年の福祉まつりの様子

〜

健康まつり
　正しい知識を持ち、健康に対する意識を高めましょう。
場所／矢板市体育館
内容／
 ・からだの測定コーナー（身長・体重・体組成測定）
 ・健康づくりみどりの会コーナー（減塩味噌汁の試飲）
 ・あたまの健康コーナー（認知症簡易検査、右記出張相談）   など
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８
　　　　　　高齢対策課　☎（４３）３８９６

シニア世代の社会参加活動のための出張相談コーナー
　社会貢献活動から就労まで、シニア世代のさまざまなお悩
みをご相談いただける出張相談を行います。
場所／矢板市体育館（健康まつり会場内）
対象／シニア世代の方、またはその家族など
申込方法／10月30日（金）までに電話でお申し込みください。
　　　　　（※申込者を優先しますが、当日も相談可能です。）
申込・問い合わせ／とちぎ生涯現役シニア応援センター
　　　　　　　　　☎０２８（６２２）３０１８

第７回秋祭りを楽しもう！
　失われつつある伝統文化や伝承文化を体験することがで
きます。みんなで「実りの秋」を満喫しましょう。
場所／生涯学習館駐車場・文化会館前広場
　　　※雨天決行（荒天時は中止）
内容／
 ・アトラクション
 ・模擬店（さんまの炭火焼き、けんちんうどん、もち、フランクフルト など）
 ・体験活動（ベーゴマ・竹とんぼづくり・コマ回し・バルーンアート など） 問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

体験活動
（ベーゴマ体験）

ちゅーりっぷ保育園の
わんぱく太鼓

模擬店
（けんちんうどん）

第2回登⼭教室〜霊
りょうぜん

⼭（福島県伊達市）標⾼825m 初級〜

日時／ 11月3日（祝・火）
　　　矢板運動公園陸上競技場駐車場6：00集合
　　　（前回と異なりますのでご注意ください。）
対象／市内在住、または在勤・在学している方
定員／ 30人　＊先着順
参加費／ 6,000円
　　　　（保険料、入浴代等を含む。説明会時に集めます。）
主催／矢板岳友会
申込期限／ 10月26日（月）

申込方法／
　「登山教室参加希望」と明記し、住所、氏名、電話番号
を記入のうえ、直接お持ちいただくか、郵送またはファク
スでお申し込みください。市外の方は勤務先・学校名も、
グループの場合は全員の氏名を記入してください。
説明会／ 10月29日（木）19：00～ 生涯学習館2階研修室1
申込・問い合わせ／
　〒329-2165矢板市矢板106-2　矢板市生涯学習課
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６

募集

歩き・み・ふれる歴史の道募集
　市文化財愛護協会の会員による解説を聞きながら、東
武鉄道矢板線跡と旧日光北街道をめぐります。矢板市の文
化に触れながら、健康ウォーキングをしてみませんか？
日時／ 10月25日（日）9：00～12：00
　　　8：50にドライブインたてば集合
見学地／東武鉄道矢板線跡（矢板トンネル・柄堀駅跡）
　　　　旧日光北街道倉掛峠
　　　　※歩行距離約5.5㎞
定員／ 40人　＊先着順
参加費／ 100円（保険料）
　　　　※文化財愛護協会会員は無料
必要なもの／
　飲み物、雨具、参加費、ウォーキングに適した服装
申込方法／
　10月22日（木）までに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

そば打ち講座募集
　秋の新そば、年越しそばを自分で打ってみませんか？工
程ごとに指導を受けながら、500gのそばを打ってお持ち帰
りいただけます。さらに、講師の極上そばを試食できます！
日時／ 11月21日（土）9：00～13：00
場所／勤労青少年ホーム
定員／ 10人　＊先着順。初心者歓迎！
参加費／ 800円
講師／山口　一夫先生
必要なもの／
　メモ帳、エプロン、三角巾、タッパー（持ち帰り用）など
申込方法／
　10 月19日（月）～ 26日（月）9：00 ～ 19：00（※土
日は17：00まで）に申込用紙、参加費をお持ちの上、直
接お申し込みください。（※申込用紙は勤労青少年ホーム
にあります。）
申込・問い合わせ／勤労青少年ホーム　☎（４３）８２１０

郷⼟資料館企画展
やいたの昔の話〜ふるさと再発⾒〜開催

　矢板市には81もの民話が残されており、今回はこの中
から厳選した話を紹介します。また、終戦70年を迎え、「矢
板の戦争談」というテーマで特別展示も行います。昔の話
を通して、郷土を再発見してみましょう。
日時／ 10月10日（土）～11月3日（祝・火）
　　　10：00～16：00
場所／郷土資料館 多目的ホール
入館料／無料

問い合わせ／郷土資料館　☎（４３）０４２３
　　　　　　＊月曜休館　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

＜関連イベント＞
  民話を聴こう！（語り手：やいた語りべの会）
  日時／10月10日（土）、11日（日）、18日（日）、25日（日）
  　　　11月1日（日）　各日10：30～11：30
  場所／郷土資料館 多目的ホール　
  ※参加無料。申込不要。詳しくは市ホームページをご確認ください。

○ ○
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アロマ講座
〜バスソルト＆クレイパックを作ろう〜

募集チャレンジ教室「茶道体験」募集
　おいしいおまんじゅうをいただきながら、茶道の作法を
体験してみませんか？
日時／ 11月7日（土）10：00～
場所／泉公民館　2階研修室
対象／市内小学生 （保護者の参加も可能）
定員／ 10人  ＊先着順
参加費／ 200円
申込方法／
　10月23日（金）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

　精油やハーブを使って、ぽかぽかバスソルトと美容成分
たっぷりのクレイパックを作り、冬の乾燥からお肌を守り
ましょう！
日時／ 11月25日（水）9：30～11：30
場所／片岡公民館　調理室
定員／ 15人
参加費／ 1,000円
申込方法／
　10月30日（金）まで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

　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、選手スタート
交通規制／
　10：00 ～ 10：30 の間、幸
岡交差点～カインズホーム前
交差点が交通規制されますの
でご注意ください。
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

　11月9日（月）～15日（日）は「秋季火災予防週間」です。
火の元に注意してください。
　期間中は、正午に防災無線によるサイレンの吹鳴を行う
とともに、消防署員等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。
問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）１１１４
    矢板消防署　　　　☎（４４）２５１１

11 ⽉9⽇〜 15⽇
秋の⽕災予防週間

日時／ 10月22日（木）13：00～（12：00開場）
場所／矢板市文化会館大ホール
内容／
　第1部　交通安全講話　
　第2部　アトラクション
　　　　　（手品、ウクレレ演奏、高齢者の事故防止に関する身近な話）　
趣旨／
　交通安全意識の高揚を図り、事故防止に寄与することを
目的に開催する。

参加資格／
　主催、協賛団体の会員、および趣旨に賛同する方
主催：矢板市シニアクラブ連合会、矢板地区シルバードライバークラブ
協賛：矢板地区交通安全協会女性部会、矢板市シルバー人材センター
参加費／無料
そのほか／
　申し込みは必要ありませんので、直接会場までお越しく
ださい。
問い合わせ／矢板市シニアクラブ連合会事務局
　　　　　   （社会福祉協議会内）　☎（４４）３０００

第6回交通安全のつどい開催

○


