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○

　家庭から排出されるごみの約8割が「可燃ごみ」で占め
られています。
　可燃ごみの減量に効果のある対策を２つ紹介しますの
で、ごみの減量にご協力をお願いします。
①生ごみの減量
　生ごみには水分が多く含まれているため、ごみ全体の
重量が増えてしまいます。さらに、焼却する際に水分が焼
却炉の温度の上昇を阻害するため、安定稼働するために
余分なコストがかかってしまいます。
■もったいない生ごみを減らしましょう
・家にどんな食品があるのか把握し、賞味・消費期限切れ
　などで捨てることのないようにしましょう。
・「食べられる分だけ作る」「残さず食べる」といった一見
　当たり前のようなことでもごみの減量につながります。

■水分を減らしましょう
・三角コーナー（水切りネット等）には水気のあるものだ
　けを入れるようにしましょう。
・生ごみを出す前に、最後にひとしぼりするなど、水切り
　してから捨てましょう。
②雑紙の分別
　ごみの収集区分のひとつとして雑紙があり、月に２回収
集しています。しかし、可燃ごみ袋の中には多くの雑紙が
混ざっています。雑紙は折込チラシや本だけでなく、封筒
やメモ用紙なども含みます。小さな紙は、紙袋や大きめの
紙封筒にまとめて雑紙の収集日に排出してください。

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

可燃ごみの減量にご協力を！ 

≪下水道の目的≫
①きれいなまちに　　
　家庭などからの汚水が下水道管に流れるので、家の周
りに汚水がたまりません。そのため、ハエや蚊の発生・悪
臭を防ぎ、水路の水質が改善されます。
②美しい自然に　　　
　汚水を浄化してから放流するので、きれいな川や海を
守ることができます。
③さわやかな生活に　
　トイレを水洗化することで、清潔でさわやかな生活が
送れます。

≪１日も早く接続を≫
　公共下水道を使用できるようになった地域は、次のこ
とが義務付けられています。
・くみ取り便所は、使用できるようになった日から3年以内
　に水洗便所にする。
・浄化槽で処理している場合でも、速やかに排水設備を設
　置し、公共下水道に接続する。

　下水道が完成すると、皆さんのご家庭の生活排水を直
接下水道に流すことができます。しかし、せっかくできあ
がった下水道も、各家庭に接続していただかないと地域
一帯の生活環境の改善が進みません。
　1日も早い下水道への接続をお願いします。
問い合わせ／上下水道事務所　☎（４３）６２１４

下水道接続のお願い

　残念ながら、最近はペットによる近隣トラブルや苦情
が多くなっています。飼い主の方は、地域住民と大切な
ペットが安心して生活できるように必ずマナーやルール
を守ってください。
①適正なしつけ
⇒「鳴き声」「におい」「フン」などによって、近所に
　迷惑をかけてはいけません！
②所有者明示
⇒盗難や迷子にならないように所有者をはっきりさせま
　しょう！大切なペットの交通事故や行方不明が増えて
　いますので、犬は散歩時もリード（引き綱）を付け、
　猫は室内飼いに努めてください。

③不妊手術の実施
⇒むやみに繁殖させてはいけません！
　市では不妊・去勢手術補助金制度を実施しています。
④終生飼養
⇒最後まで責任をもって飼いましょう！
　動物を捨てることは犯罪です。

◆エサだけを無責任に与えるのは絶対にやめてください！
⇒やがて不幸な命が増える原因になります。エサを与える
　行為は「飼い主」とみなされ、終生飼養の責任が生じます。
◆もしも飼い犬・猫が迷子になったら・・・
⇒すぐに県動物愛護指導センター☎０２８（６８４）５４５８まで連絡を

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

犬・猫の飼い主の方へ

○

平成 26 年度 下水道の日 標語の部 国土交通大臣賞

忘れない　暮らしの下に　下水道

　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。

問い合わせ／都市建設課　☎（４３）６２１２

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

【お詫びと訂正】
　広報やいた5月号の16ページに掲載した「健康ひろば」
について、開催日時に誤りがありました。お詫びして訂正
いたします。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

種目 （誤）日時 （正）日時
ヒップホップ

ダンス
5 月の毎週木曜日

(7・14・21・28 日 )
6 月の毎週木曜日

(4・11・18・25 日 )

 ヨ    ガ
9 月の毎週木曜日

(3・10・17・24 日 )
10 月の毎週水曜日
(1・8・15・22 日 )

9 月の毎週木曜日
(3・10・17・24 日 )
10 月の毎週木曜日
(1・8・15・22 日 )
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助成期間・回数／

　初めて助成を受けた年度や、妻の年齢によって、助成
を受けられる回数が異なります。
☆通算1回目の助成を受けた際の治療開始時の年齢です。
★平成28年度以降も、それまでに受けた助成回数を全て
　含めて計算します。
助成金額／申請１回につき上限10万円

※平成28年度からは、通算の助成回数に達していない場合
　でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象
　になりません。
※県の助成制度（体外受精および顕微授精）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。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

　消費税率の引き上げによる所得の低い方への負担を緩
和するため、暫定的・臨時的な措置として実施します。該
当すると思われる方には市役所より申請書を郵送します。
申請書配布期間／7月21日（火）～31日（金）
申請受付期間／8月3日（月）～平成28年1月8日（金）
出張窓口開設／
　8月25日（火）・26日（水）　泉公民館
　8月27日（木）・28日（金）　片岡公民館
休日窓口開設／8月9日（日）、9月6日（日）　
申請受付時間／8：30～16：30（12：00～13：00は除く）
申請場所／保健福祉センター前プレハブ
※8月25日から28日の4日間は、泉公民館、片岡公民館での
　受付となるため、市役所での申請受付はできませんので
　ご注意ください。

必要書類／
①臨時福祉給付金申請書（請求書）
②印鑑（シャチハタ以外）
③通帳（カナ名義と口座番号記載のページ）のコピー
④公的身分証明書（顔写真あり）（運転免許証、パスポー
　トなど）のコピー
　※申請書に記載ある方全員分の身分証明書のコピーが必要です。
注意事項／
・顔写真がついている公的身分証明書がない方はご相談
　ください。
・8月は大変混雑が予想されます。申請期間は約5ヶ月間
　ありますので余裕をもって申請してください。　　　　
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

臨時福祉給付金についてのお知らせ

　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。
対象／次の全てに該当する方
・人工授精、体外受精、顕微授精のいずれかの治療を受けた
　婚姻中の方（体外受精、顕微授精については県の助成を受
　けている方）

・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（夫婦とも）
・市税を滞納していない方
・各種医療保険の被保険者又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

不妊治療費を助成します

☆妻の年齢 これまでの助成歴 平成 26・27 年度 平成 28 年度

39 歳以下
初めて申請する方

★通算６回まで平成 25 年度以前に申請したことのある方 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 年間
（合計 10 回まで）

40 ～ 42 歳 初めて申請する方、または
平成 25 年度以前に申請したことのある方

★通算 3 回まで
43 歳以上 助成対象外

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 3DK × × ○ ○ × 1 台のみ 

2,000 円

上太田 H19 4F 13,900 ～ 40,300 1DK ～ 3LDK
（ｴﾚﾍﾞー ﾀｰ有） ○ ○ ○ ○ ○ 1 台のみ 

2,000 円

高倉 S58、S60 3F 16,100 ～ 26,800 2DK ～ 3DK × × ○ ○ ○ 1 台のみ 
2,000 円

石関 H1 ～ 3 3F 18,100 ～ 29,600 3DK × × ○ ○ ○ 1 台のみ 
2,500 円

乙畑 H5 ～ 10 3F 22,500 ～ 35,800 3DK × × ○ ○ ○ 1 台のみ 
2,500 円

　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。
※上太田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。
申込・問い合わせ／
　都市建設課　☎（４３）６２１２

平成27年3月に
屋上・外壁改修を行った
高倉市営住宅１号棟

市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者募集

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 3DK ○ × ○ ○ ○ 1 台のみ 

2,500 円

【市営住宅】

【 特定公共賃貸住宅】

　中山間地域等直接支払交付事業は、河川の上流域に位
置し、傾斜地が多い中山間地域における農業生産条件の不
利を補正するために実施するものです。第1期（平成12～
16年度）、第2期（平成17～21年度）、第3期（平成22～26
年度）対策として取り組みました。
交付実績／

対象地区／
　山村振興法の指定地域（泉地区）
対象農用地／
　田……傾斜が5％以上（急傾斜地）、または2％以上（緩傾
　　　　斜地）で1ha以上の一団の農用地
　草地…傾斜が15度以上（急傾斜地）、または8度以上（緩
　　　　傾斜地）で、1ha以上の一団の農用地

　平成26年度においては、耕作放棄を防止し、農地のもつ
多面的機能を発揮するために、水路・農道等の管理、周辺
林地の下草刈り、鳥獣害防止対策等を行い、さらに、中山
間地域の活性化を図るために、農作業の共同化、加工所の
運営、非農家との交流事業等を実施しました。詳しくは市
ホームページをご覧ください。
　また、事業内容等が記載されている「集落協定書」は農
業振興課で閲覧できます。
閲覧期間／
　6月1日（月）～12日（金）（土・日を除く8：30～17：00）
問い合わせ／
　農業振興課　☎（４３）６２１０
　 http://www.city.yaita.tochigi.jp/

平成 26 年度中山間地域等直接支払交付事業交付実績公表

協定集落名 参加者数（人） 面積（㎡） 交付金額（円）

立足 10 74,815 1,344,265
第二農場 10 115,203 2,419,263

山田 5 11,271 189,352
第一農場 35 589,856 4,718,848

下伊佐野一本木 11 127,933 1,145,157
上伊佐野一本木 10 52,647 421,176

兵庫畑 3 18,793 120,275
平野東 38 351,106 2,808,848

相ノ沢・産背 9 66,703 426,899
八方 1 組合 242,345 896,437
合計 132 1,650,672 14,490,520

○
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矢板市では、多様化する保育・育成ニーズへの柔軟な
対応やサービスの拡充を図るため、保育所・児童館・学
童保育館を一体的に運営する事業者に移管します。

ついては、矢板市立片岡保育所・片岡児童館・片岡小
学童保育館の民営化に係る運営事業者を募集します。
民営化開始日／平成28年4月1日（金）
応募資格／
　栃木県内に法人格を有する社会福祉法人、もしくは
　平成28年4月1日までに栃木県内に社会福祉法人格を
　取得可能な方（団体）

現地説明会
　日時／6月10日（水）10：00～
　集合場所／片岡児童館
参加意思表明書提出期限／6月17日（水）17：00　＊必着
募集期限／7月30日（木）17：00　＊必着
募集要項・提出書類等／
　子ども課で募集要項および指定の提出書類様式を配布
します。また、市ホームページからもダウンロードできます。
※募集の詳細についてホームページで確認できます。
応募・問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００
　　　　　　　　   http://www.city.yaita.tochigi.jp/

片岡保育所・片岡児童館・片岡小学童保育館の
民営化に係る運営事業者 矢板市小規模特認校入学児童

　平成25年4月から西小学校と豊田小学校は小規模特認
校となりました。
◆小規模特認校制度とは？
　自然環境に恵まれ、地域の歴史と伝統を生かした教育
を推進している小規模校において、児童の特性を生かし
た教育を推進するとともに、心身の健康増進を図り、豊か
な人間性を養い、併せて複式学級の解消を図ることを目
的とした制度です。市内の小学生が通学区域にとらわれ
ず、各学年7人まで入学・転学ができます。

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、児童が安全に通学できること。
※新入学生・転学生の受付は随時行います。ご興味のある方は
　お問い合わせください。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

　（公財）矢板市育英会は、健全な心を有し、学業に優れ、
かつ身体が強健でありながら、経済的理由により就学困
難な方に奨学金を貸与し、将来社会に貢献しうる有能な
人材の育成にあたっています。
　これまで、基金の利子や寄付金および奨学資金返還金
により事業を実施してきました。しかし、経済状況の悪化
により奨学金希望者が増加する一方、長引く低金利など
による資金不足のため、厳しい運営状況です。

　そこで、この事業をご理解いただき、夢と希望の実現の
ため勉学に燃える奨学生が自立し、自ら学ぶ環境を築け
るよう、一人でも多くの方々のご支援をお願いします。
※奨学金は、本市出身の高校生、高等専門学校または
　大学に在学する学生に貸与されます。
問い合わせ／
　（公財）矢板市育英会（教育総務課）　☎（４３）６２１７

（公財）矢板市育英会奨学金原資の寄付

募集 募集

募集

　矢板市では、「矢板市生涯学習推進計画（四期計画）」
策定に着手します。この計画はおおむね５年後を目標に、
本市がめざす生涯学習社会の形成に向けて、生涯学習の
振興に取り組む基本指針とするものです。
　この計画の素案づくりを、市民の皆さんからさまざまな
ご意見をいただきながら、市民協働で進めていくために
策定委員を募集します。
募集人員／
　2人（＊応募多数の場合は選考）
任期／6月～平成28年３月
応募資格／全てに当てはまる方
・市内在住の18歳以上の方
・意欲的で他人の意見を尊重する協調性のある方
・研修会や委員会（4～5回程度）に出席可能な方
選考／書類選考

応募方法／
　申込書に必要事項を記入し、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。
　申込書は生涯学習課にありますが、市ホームページか
らもダウンロードできます。
募集期間／
　6月8日（月）～19日（金）＊必着
そのほか／
・報酬や交通費などの支給はありません。
・応募の際に寄せられた個人情報は、本事業以外に使用
　することはありません。
応募・問い合わせ／
　〒329-2165　矢板市矢板106-2
　矢板市教育委員会生涯学習課
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６
　 http://www.city.yaita.tochigi.jp/
　✉manabi@city.yaita.tochigi.jp

募集 矢板市生涯学習推進計画（四期計画）策定委員

　認知症対応型共同生活介護（グループホーム）および
小規模多機能型居宅介護施設整備法人の選定に係る審査
委員を募集します。
募集人数／2人
応募資格／
　市内在住18歳以上で、委員会に出席可能な方
応募方法／
　住所・氏名・生年月日と高齢福祉についての意見（400
字以内・様式自由）を記入のうえ、郵送・ファクス・メー
ルまたは直接お持ちください。　　　　　　　　　　　
募集期間／7月17日（金）17：00　＊必着

そのほか／
・報酬や交通費などの支給はありません。
・応募の際に寄せられた個人情報は、本事業以外に使用
　することはありません。
ご注意／
　委員は、利害関係にある法人の審査に係る委員会へは
出席できません。
応募・問い合わせ／ 
　〒329-2192　矢板市本町5-4　矢板市高齢対策課　
　☎（４３）３８９６　 （４３）５４０４ 
　✉kourei@city.yaita.tochigi.jp　

募集 老人保健福祉施設整備法人等審査委員会委員
　市民の皆さんとの協働によるまちづくりを推進するた
めに市民懇談会を実施します。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。
日時・会場／全て19：00～　2時間程度
　6月30日（火） 片岡公民館コミュニティーホール
　7月  3日（金） 泉公民館集会室
　7月  7日（火） 文化会館小ホール
※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／秘書広報課　☎（４３）３７６４

市民懇談会開催
　農業者年金現況届は、農業者年金受給者の方の受給資
格があるか否かについて、毎年１回確認するものです。
　5月に農業者年金基金から郵送されている「農業者年金
受給権者現況届」に必要事項を記入・署名のうえ、6月30
日（火）までに農業委員会に提出してください。
※現況届の提出がないと、11月の支払いから年金が差し
　止められますので、ご注意ください。
問い合わせ／農業委員会事務局　☎（４３）６２２０

農業者年金現況届について

特別永住者・中長期在留者の方へ
特別永住者証明書または在留カードへの切替はお済みですか？
　外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書は一定期
間、新しくできた特別永住者証明書または在留カードとみ
なされます。しかし、みなされる期間が満了する日までに、
特別永住者証明書または在留カードに切り替える必要が
あります。詳しくは、入国管理局ホームページや市ホーム
ページをご覧ください。
※有効期間の満了する日の直前は、窓口が大変混み合うこと
　が予想されますので、早めの切り替えをお願いします。

申請・問い合わせ／
　特別永住者の方
　　矢板市市民課　☎（４３）１１１７
　　 http://www.city.yaita.tochigi.jp/
　中長期在留者の方
　　東京入国管理局宇都宮出張所　☎０２８（６００）７７５０
　　 http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf
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第2回　矢板水彩画愛好会展
　矢板市文化協会に所属している矢板水彩画愛好会の作
品展を行います。
展示内容／風景・花・人物を題材にした作品35点
期間／6月5日（金）～21日（日）10：00～16：00
　　　※初日は13：00～、最終日は～15：00

高原山の懐に抱かれて～押し花・ボトルフラワー作品展
　矢板市文化協会に所属しているちぐさ押し花倶楽部の
作品展を行います。
展示内容／押し花60点、ボトルフラワー20点
期間／6月24日（水）～7月12日（日）
場所／郷土資料館　多目的ホール

問い合わせ／郷土資料館　☎（４３）０４２３
　　　　　　＊月曜休館

郷土資料館市民作品展
実行委員の役割／
　成人式の企画・運営、祝い品選び、成人式記念誌のデザインなど
応募資格／
・平成28年成人式対象者（平成7年4月2日～平成8年4月
　1日生まれの方）で、成人式の企画に興味のある方
委員会運営について／
・7月から成人式当日までに会議を3回程度行います。
・成人式前日にリハーサルを予定しています。
※すべての会議に出席しなければいけないわけではありません。
募集期限／6月30日（火）

募集人数／約10人
申込方法／
　電話、ファクスまたはメールでお申し込みください。
※ファクス、メールで申し込む際には件名に「成人式　
　実行委員」と明記し、お名前、住所、電話番号をお知
　らせください。
申込・問い合わせ／
　平成28年成人式実行委員会事務局（生涯学習課）
　☎（４３）６２１８　  （４３）４４３６
　✉syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp

平成 28 年成人式実行委員～みんなの思い出に残る成人式を～募集 開催

　幕末から明治にかけて、矢板を拠点に県北地域のリー
ダーとして活躍した矢板武。その精神を受け継いで、「現
代のまちづくり」を学び、実践するまちづくり塾を開講し
ます。みんなで一緒に矢板を元気にしませんか？
期間／全6回　9：00～16：00
　①  7月25日（土)、②  8月29日（土)、③  9月26日（土)
　④10月24日（土)、⑤11月28日（土)、⑥12月19日（土)
場所／矢板武記念館、生涯学習館ほか
　　　（日時・場所は変更になる場合があります)
講師／宇都宮大学教育学部教授　陣内雄次先生
募集期間／6月1日（月)～30日（火)

塾生資格／
　市内に在住・通勤・通学している高校生以上の方
募集人員／10人程度
応募方法／
　はがきまたはファクス、メールで、①氏名 ②住所 ③学
生・社会人の別 ④電話番号（連絡の取りやすい電話) ⑤
メールアドレスを記入し、お申し込みください。
申込・問い合わせ／
　〒329-2165　矢板市矢板106-2
　矢板市教育委員会 生涯学習課 文化担当　
　☎（４３)６２１８　 （４３)４４３６
　✉syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp

矢板武塾第 12 期生

矢板運動公園プール監視員　
雇用期間／7月  5日（日）～8月27日（木）
開設期間／7月18日（土）～8月25日（火）
勤務時間／8：30～16：30
　　　　（天候により不規則になる場合もあります）
勤務内容／監視、受付、清掃
応募資格／①期間内で20日以上勤務できる方
　　　　　②高校生以上の学生または18歳以上の方
　　　　　③健康に自信があり、水泳のできる方

募集人員／男性・女性各10人程度
賃金／一般・大学日給6,000円、高校生日給5,600円
申込方法／矢板市勤労青少年ホーム（ハローワーク隣）に
　　　　　ある申込書にて、お申し込みください。
申込締切／6月23日（火）
申込・問い合わせ／
　矢板市施設管理公社（矢板市勤労青少年ホーム内）
　☎（４３）４６２０

押し花はがき作り体験
　日時／6月28日（日）　　参加費／無料　
　場所／郷土資料館　多目的ホール
   そのほか／申込不要。所要時間30分程度。

　人権教育総合推進地域事業の一環で、劇団らくりん座
による「おこんじょうるり」演劇講演会を開催します。
　じょうるりで病を治すきつねとおばあさんのふれあい
を通して、思いやりとは何かを考えさせてくれる感動的
な作品をぜひご覧ください。
日時／6月14日（日）13：30～（13：00開場）
場所／片岡小学校 体育館
参加費／無料
定員／200人

そのほか／
・ 外履きを入れるビニール袋および上履きは各自お持ちください。
・ 会場の駐車場には限りがありますので、乗り合わせでご来場
　ください。
・ 当日はフロアに座っての観劇を予定していますので、敷物な
　どを各自ご用意ください。
・ 定員を超えた場合には立ち見になるもありますので、ご了承
　ください。
・ カメラ、ビデオ等の撮影はご遠慮ください。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

らくりん座「おこんじょうるり」演劇公演会開催

募集 第 34 回「やいたの四季」観光写真コンテスト
テーマ／
　市内の名所旧跡・自然風景・郷土芸能・イベントなど
規格／
・カラープリント4つ切（4つ切ワイド可・フジカラープリントに限る）
・デジタル写真可（400万画素以上・デジタル合成不可）
締切／9月25日（金)　＊必着
賞／推薦・特選・入選・佳作、応募者全員に参加賞
発表・展示／
　「道の駅やいた」、「城の湯温泉センター」等の施設に展示します。

そのほか／
・作品は未発表のものに限ります。
・入賞作品の版権は主催者に帰属します。
・個人を特定できる写真で応募する場合、主催者は肖像権
　侵害等の責任は一切負いかねますので、事前に本人の
　承諾を得た上で応募してください。
応募・問い合わせ／
　矢板市写真組合加盟店
　または　市商工林業観光課　☎（４３）６２１１

○○
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第 1 回目は開講式と基調講演を行います。オープン講
座のため、どなたでも参加することができます。

申し込み不要ですので、ぜひご参加ください。
日時／6月21日（日）13：30～
場所／文化会館　小ホール
題目／「安心のまち・元気なまちを創る」（仮）
講師／イムノエイト株式会社　谷口郁子
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

ふるさと創年大学
開講式＆基調講演開催

　精油やハーブを使ってオリジナルのシャンプー＆リンス
を作り、健康でハリのある美しい髪の毛を目指しましょう。
日時／7月1日（水）10：00～11：30
場所／片岡公民館　調理室
定員／15人
参加費／1,000円
申込方法／6月16日（火）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

アロマ講座
～手作りシャンプー＆リンスを作ろう～募集

募集
　8月22日（土）（※雨天時は23日）に川崎城跡公園で開
催する「あんどんまつり」のボランティアを募集します。
日時・内容／
　①8月20日（木）13：30～16：30…事前準備
　②8月22日（土）14：00～21：00…当日運営
　③8月23日（日）  7：00～   9：00…後片付け
応募締切／7月10日（金）
申込方法／
　希望するボランティアを、電話または申込用紙でファクス・メー
ルでお申し込みください。詳しくは市ホームページをご覧ください。
申込・問い合わせ／
　川崎城跡公園再生市民会議事務局（市街地整備班）
　☎（４３）６２１３　✉toshikeikaku@city.yaita.tochigi.jp
　 http://www.city.yaita.tochigi.jp/

第８回 光と音の
あんどんまつりボランティア

おさんぽクラブやいた募集
　泉公民館から歩いて、矢板の自然の豊かさを再確認し
てみませんか。
日時／6月24日（水）
　　　8：15集合　11：30解散予定
コース／泉公民館～東泉～泉公民館
定員／20人　＊先着順
内容／
　普段何気なく見ている植物名を教えてもらったり、その
地に伝わるお話を聞き、いにしえに思いをはせる。
参加費／無料
必要な物／
　飲み物・雨具・帽子・汗ふきタオル、その他必要と思う物
申込方法／6月19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

募集
　8月9日（日）に開催する「やいた八方ヶ原ヒルクライム
レース2015」を一緒に盛り上げてくださるボランティアを
募集します。
日時・内容／
　①8月8日（土）9：00～16：00･･･事前準備
　②8月9日（日）6：00～16：00･･･当日運営、後片付け
応募締切／7月24日（金）
申込方法／
　希望するボランティアを、電話またはメールでお申し込み
ください。詳しくはホームページをご覧ください。
申込・問い合わせ／
　自転車を活用したまちづくりプロジェクトチーム
　☎（４３）１１１２　✉ seisaku@city.yaita.tochigi.jp
　 http://happougahara-hillclimb.com/

八方ヶ原ヒルクライムレース 2015
大会ボランティア

　あなたの体力年齢、測ってみませんか？
日時／6月27日（土）9：30集合（午前中で終了予定）
場所／市体育館
対象／20～79歳の健康な一般男女
定員／30人　＊先着順
内容／
20～64歳：握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、
　　　　　20ｍシャトルラン（往復持久走)、立ち幅跳び
65～79歳：握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、
　　　　　10ｍ障害物歩行、6分間歩行
参加費／無料
必要なもの／
　運動のできる服装、体育館シューズ、タオル、飲み物など
申込方法／6月19日（金)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 

体力テスト開催


