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　矢板市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に
基づき、職員の任用状況や離職状況・職員の給与の仕組
み・支給状況などについて、お知らせします。
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

部門別職員数 基準日：4月1日（単位：人）
部　門 平成 28年 平成 29 年 平成 30 年
一般行政 121 120 124
福祉行政 56 56 57
一般行政計 177 176 181
特別行政 49 51 48
公営企業等 33 33 31
総合計 259 260 260

部　門

平成27年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成30年度
退職者数 採用者数 退職者数 採用者数 退職者数 採用者数
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考

一般行政職 7 4 10 3 4 2 6 2 3 2 10
技能労務職 1 3 1
合　計 11 13 7 8 9 10

職員の任免状況 （単位：人）

月　額

一般行政職 大学卒 179,200 円
高校卒 147,100 円

職員の初任給の状況

経験年数
10年 15 年 20 年

一般行政職 大学卒 235,764 円 266,700 円 322,388 円
高校卒 199,800 円 223,900 円 252,900 円

技能労務職 高校卒 - - -

経験年数別・学歴別平均給料月額

平成 28年度 平成 29 年度 比較増減額
レクリエーション等 0 円 0 円 0円
人間ドック助成 645,000 円 635,000 円 △ 10,000円
その他（常備薬等） 62,373 円 75,018 円 12,645 円

合　計 707,373 円 710,018 円 2,645 円

職員の健康の保持増進対策
①健康診断の実施
　（年2回の職員の定期健康診断、人間ドックなど）
②メンタルヘルス対策
　（研修会の開催、職場の状況・職員の症状に合わせた産業医による相談など）
③福利厚生事業の実施
　（地方公務員法に基づく職員の保険、元気回復のための事業実施など）

研修機関 受講人数（人） 備　考
塩谷・那須南ブロック研修 129（延べ） 新採用職員研修ほか13講座
栃木県市町村振興協会研修 45 管理者研修ほか32講座
市町村職員中央研修所
（市町村アカデミー）等 41 法令実務ほか22講座

主な職員研修の実施状況
　職員の能力向上による、より充実した住民サービスを目的と
して、県や各行政機関主催の職員研修に、職種に合わせて参
加しています。

給料・報酬額（月額） 期末手当
市　長 890,000 円

 6 月期
12 月期
計

1.575 月
1.725 月
3.3 月

副市長 705,000 円
議　長 440,000 円
副議長 355,000 円
議　員 325,000 円

特別職の報酬額

支出総額（A) 人件費（B) 人件費率（B)  /（A)
131 億 5,717 万円 18 億 9,994 万円 14.4%

人事費の状況（一般会計）

そのほかの主な職員手当の支給額
内　容

扶養手当
※国と同じ

配偶者 10,000 円
子
（配偶者の無い場合  1 人まで）

8,000 円
（10,000 円）

父母等
（配偶者の無い場合  1 人まで）

6,500 円
（9,000 円）

住居手当
※国と同じ

賃貸住宅
○家賃が23,000円以下 家賃の月額から

12,000円を控除した額
○家賃が23,000円を超えるもの 27,000 円以内
持家住宅 支給なし

通勤手当
※国と同じ

交通機関利用者＝運賃相当額
自動車等利用者
○片道   2㎞未満 支給なし
○片道   2㎞以上   5㎞未満 2,000 円
○片道   5㎞以上 10㎞未満 4,200 円
○片道 10㎞以上 7,100～ 31,600円

給　料 職員手当 合　計
9 億 900 万円 4億 6,844 万円 13 億 7,744 万円

給与費の状況（一般会計）

※職員手当に退職手当は含みません。

手当の種類 金額（万円）
扶養手当（扶養親族のある職員に支給） 2,094
住居手当（借家等に居住し家賃を払っている職員に支給） 821 
時間外勤務手当（正規の勤務時間を超えて勤務した時に支給） 2,715 
宿日直手当（日直業務に従事したときに支給） 103 
管理職手当（管理職の職責に応じ支給） 3,357 
管理職員特別勤務手当（管理職員が週休日または休日
に勤務したときに支給） 2 
通勤手当（電車、自家用車等により通勤する職員に支給） 1,039 
特殊勤務手当（危険、困難、不健康な業務に従事したとき支給） 0 
児童手当（中学３年生以下の児童を持つ職員に支給） 1,059 
期末・勤勉手当（民間企業のボーナスなどに相当し、年２回支給） 35,656 

合　計 46,846 

職員手当の内訳

退職手当の基礎支給割合
勤続 20年 勤続 25 年 勤続 35 年 最高限度

自己都合退職 19.6695月分 28.0395月分 39.7575月分 47.709月分
応募認定退職 26.3655月分 33.27075月分 47.709月分 47.709月分
　退職手当の支給割合は、加入している栃木県市町村総合事
務組合が国の支給割合を参考に決定しています。また、矢板市
では定年退職時特別昇給を平成16年度より廃止しています。

期末・勤勉手当の支給割合
6月支給 12 月支給 計

期末手当 1.225 月分 1.375 月分 2.600 月分
勤勉手当 0.850 月分 0.950 月分 1.800 月分

職制上の段階、職務の級などによる加算措置があります。（※国と同じ）
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　6月 30 日（土）、東小学校校庭で、「矢板市消防団夏
季点検並びに第 50 回消防ポンプ操法競技会」が開催さ
れました。点検では、団員の服装や機材の動作確認が行
われ、その後、「消防ポンプ自動車の部」と「小型動力
ポンプの部」に分かれて、操法競技会が行われました。
　消防ポンプ自動車の部で優勝した第 5分団第 2部は、
7月 28 日（土）に行われた第 43 回栃木県消防操法大会
に塩谷地区を代表して出場しました。

優勝
第5分団第2部（長井、寺山、高原）
出場選手／藤井　公孝、村上　大将、髙塩　和樹
　　　　　土屋　健志朗、増子　敬俊

準優勝 第3分団第1部（片岡1・2・3・4区、片岡南、越畑、石関、玉田、コリーナ矢板）

第 3位 第1分団第1部（矢板 1・2・3区）

優勝
第3分団第2部（通岡、前岡、後岡、梶ケ沢、山苗代、こぶし台）

出場選手／豊田　裕、漆原　信太郎
　　　　　弦巻　賢介、阿美　公貴

準優勝 第5分団第3部（上伊佐野、下伊佐野、第一農場）
第 3位 第 4分団第3部（川崎反町、境林、館ノ川、高塩）

操作員優秀賞
指揮者　大貫　　靖（第 3分団第 1部）
1番員　村上　大将（第 5分団第 2部）
2番員　石田　知大（第 1分団第 1部）
3番員　林　　拓也（第 3分団第 1部）
4番員　小川　　靖（第 3分団第 1部）

操作員優秀賞
指揮者　豊田　　裕（第 3分団第 2部）
1番員　加藤　　剣（第 4分団第 3部）
　　　　阿久津　徹（第 5分団第 4部）
2番員　藤本　凌輔（第 5分団第 3部）
3番員　大森　文博（第 1分団第 2部）
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　お盆などの休暇期間中に自宅の大掃除をする方も多い
と思います。指定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ので、環境衛生センターへ直接持
ち込みをお願いします。
　また、家庭で使用した家電製品については、くらし安
全環境課窓口で無料回収しています。ぜひご利用ください。
回収対象／家庭で使用した電気や電池で動く製品類
※家電 4品目、除湿機、オイルヒーター、布製品類は回
　収できませんので、ご注意ください。
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（※祝日を含む）
　　　　 　8：30～12：00、13：00～16：30
　　　　　土曜　8：30 ～ 11：30
※お盆期間中（8/12 は休場）は混雑が予想されます。
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）
 ・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

　市の申告会場において作成した所得税の確定申告書の
e-Tax 送信（データ引き継ぎ）を積極的に行い、住民サー
ビスの向上と行政の事務の効率化に貢献したとして、氏
家税務署から感謝状が贈呈されました。
　このデータ引き継ぎは、申告書作成システムを利用し
て作成した所得税確定申告書の電子データを、専用回線
で税務署に送信するもので、市では、平成 29 年分確定
申告から導入しました。

　データ引き継ぎを行うこと
で、源泉徴収票などの添付書
類の提出または提示が不要に
なるほか、これまでの書面提
出に比べて事務処理が簡素な
ため還付金が早く受け取れる
などのメリットがあります。
問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

感謝状を受け取る市長

　医療機関等で処方される薬には、「新薬（先発医薬品）」
と「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」があります。
　ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後に他
の医薬品メーカーが出している薬のことで、新薬と同じ
有効成分で効能・効果の等しいものが厚生労働大臣から
承認されてます。
　一般的に新薬と比べて安価なため自己負担を少なくす
ることができ、医療費を節約できます。ジェネリック医
薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
　矢板市のジェネリック医薬品の利用率は、平成 30 年
3月の数量ベースで 69.5％と県平均を下回っており、金
額ベースでは 49.2％となっています。

　8月から使う国
民健康保険被保
険者証（保険証）
を送付した際に、
「ジェネリック医
薬品希望シール」
も一緒に送付し
ましたので、保険
証やお薬手帳な
どの余白に貼ってお使いください。その際は、印字され
た文字を隠さないようご注意ください。
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

ジェネリック医薬品の利用率
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中古車委託販売
車・バイク・農機具の委託展示販売いたします。

（車を売りたい方、お気軽にお問い合わせください。）

フリーマーケット
★ 出 店 者 募 集 ★
第 2・4日曜日 開催中‼

  【問い合わせ】
リサイクル新世界
☎080（4732）0427
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　矢板市戦没者追悼式の開催日が、今年度より 8月 15 日
から 11 月 15 日に変更になります。
　なお、8月 15 日（水）の終戦記念日においては、政
府主催による全国戦没者追悼式（日本武道館）および栃
木県遺族連合会主催による栃木県戦没者追悼式（護国神
社）が引き続き執り行われます。
　終戦記念日当日は半旗を掲揚し、正午のサイレンの合
図に合わせ１分間の黙とうをささげましょう。

問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６

～原爆死没者に黙とうを～
8 月 6 日 8：15 は広島市に、8月 9日 11：02 は

長崎市に原爆が投下された日時です。
当日は、原爆死没者のご冥福と世界の恒久平和を

祈って、黙とうをささげましょう。

対象／
　商店・会社・宅配便などの取引用（営業用）と、病院・
学校・保育所などの証明用に使われる「はかり」
※検査を受けない「はかり」は、取引（営業）証明に使用
　できなくなりますので、ご注意ください。

必要なもの／
　はかり、手数料（※詳しくは、お問い合わせください。）
問い合わせ／
　矢板市商工観光課　☎（４３）６２１１
　栃木県計量検定所　☎０２８（６６７）９４２５

日時 場所 対象地区
9月 14 日（金）

10：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

片岡公民館 片岡地区全域

9 月 18 日（火）
生涯学習館

扇町、鹿島町、末広町、早川町、富田、木幡、川崎反町、境林、高塩、
倉掛、片俣、塩田、幸岡、針生

9 月 19 日（水） 上町、本町、東町、矢板、館ノ川、下太田、荒井、土屋、中、沢、
成田、豊田

9 月 20 日（木） 泉公民館 泉地区全域
指定日に受けられなかった方

　都市計画の変更案について、市民の皆さんのご意見を
伺うため、縦覧を実施します。
　なお、この都市計画の変更案についてご意見のある方
は、意見書を提出することができます。
都市計画の変更案／
　都市計画道路 3・4・8号片岡西通りの変更（県決定）
対象となる区域／矢板市片岡、石関、乙畑の各一部
縦覧期間／ 8 月 17 日（金）～ 31 日（金）（土・日を除く）
縦覧場所／
　栃木県都市計画課計画担当、矢板土木事務所企画調査課、
および矢板市都市整備課

意見書の提出方法／
　住所・氏名・生年月日、職業、意見の趣旨およびその
理由を書いた意見書を、縦覧期間内に直接お持ちいただ
くか、郵送で提出してください。頂いた意見書の要旨は
都市計画審議会に提出されます。
提出・問い合わせ／
　栃木県都市計画課計画担当　☎０２８（６２３）２４６５
　矢板土木事務所企画調査課　☎（４４）２１８９
　矢板市都市整備課　　　　　☎（４３）６２１３
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このマークは、市制施行 60周年
「記念事業」であることを示しています。

　障がい者福祉ボランティアとして活動してみませんか。
日時・内容／

場所／きずな館　ほか
対象／
　障がい者福祉ボランティアに興味・関心がある方
定員／ 20 人程度
参加費／無料　＊第 8 回の昼食代は実費負担
概要／
　障がいの特性や障がいのある方への支援について学び、
障がいのある方と共に活動する講座です。
申込方法／
　8 月 31 日（金）までに、電話でお申し込みください。
そのほか／
 ・所定の出席率に達した方は「障がい者福祉ボランティ
　ア」として登録することができます。
 ・希望する回のみの参加も可能です。
申込・問い合わせ／
　社会福祉協議会　☎（４４）３０００

日時 内容

① 9/14（金）9：30 ～
11：30

開講式
ボランティアに関する講話

② 9/21（金）9：30 ～
11：30

身体障がいについて学ぼう
（講話・車いす体験）

③ 10/19（金）9：30 ～
11：30

聴覚障がいについて学ぼう
（講話・手話体験）

④ 10/26（金）13：30 ～
15：30

出前講座を体験しよう
（運営スタッフ体験）

⑤ 11/14（水）13：30 ～
15：30

①精神障がいについて学ぼう
②フリースペースに参加しよう

⑥ 11/30（金）9：30 ～
11：30

①知的障がいについて学ぼう
②市の障がい者福祉に関する事業紹介

⑦ 12/ 9（日）13：00 ～
16：00

「障がい者週間のつどい」に参加
しよう

⑧ 12/14（金）9：30 ～
16：00

まとめ
市内の障がい福祉事業所見学

　上記の小・中学校で開催する運動会に、お近くの高齢
者の方々をご招待します。対象になる各地区の高齢者の
方は、ぜひご参加ください。
※泉小・泉中、片岡小、乙畑小、豊田小へ参加を希望され
　る方は、お手数でも事前に各学校にご連絡くださいます
　ようお願いします。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７ 

学校名 開催日 招待対象者 問い合わせ
西小学校 9/ 8（土） 70歳以上の方 ☎（４３）０２６３
泉小学校
泉中学校

9/ 8（土）
（会場：泉小）

75歳以上の方
☎（４３）０４０４
☎（４３）０４０７

片岡小学校
9/22（土）

70歳以上の方 ☎（４８）０５１０
乙畑小学校 75歳以上の方 ☎（４８）０６１０
豊田小学校 9/29（土） 75歳以上の方 ☎（４３）０３３２

　自分らしく生きるための安心書を書いてみませんか ?
日時／
　9 月 28 日（金）13：30 ～ 15：00
場所／矢板公民館  大会議室
内容／
　終活講話とエンディングノートの演習
対象／ 65 歳以上の市内在住の方
定員／ 30 人　＊申込多数の場合は抽選
参加費／無料
講師／終活カウンセラー　渡邊　純子氏
申込方法／
　9 月 14 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

　今年は、光るバルーンが会場を彩ります。
　イベントタイムでは、こどもみこしや浴衣コンテスト
など楽しいことが盛りだくさんです。家族そろって、ぜ
ひお越しください。
日時／ 8 月 25 日（土）
　　　16：00 ～ 21：00
　　　※雨天中止
場所／川崎城跡公園
　　　自然観察ふれあい広場

主なイベント／
　16：00 ～  物産展開店　　　18：10 ～  イベントタイム
　17：00 ～  あんどん点灯　　20：40 ～  花火打ち上げ
　18：00 ～  開会式　　
※詳しくは、市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞都市整備

　課＞第11回「光と音のあんどんまつり」を開催します）をご覧ください。
問い合わせ／
　川崎城跡公園再生市民会議事務局
　（都市整備課）　☎（４３）６２１３
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受付期間／
　8月 21 日（火）～ 9月 10 日（月）8：30 ～ 17：00
　※土・日を除く（道の駅やいたは、土・日申込可能）
発送予定日／ 9 月 27 日（木）

申込方法／
　農林課、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。
※農作物の生育や天候により、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。
※すべて送料込みの金額です。（お届け先が北海道・四国・
　九州の場合は、別途 300 円、沖縄の場合は、別途 1,500
　円がかかります。）
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

野 菜 便
【 限定 80 口 】

10品目：3,800円　12品目：5,300円
矢板たかはら米、味噌、巨峰、ピーマン、
なす、りんごジュース、たまご　など

新 米 便
（矢板たかはら米）
【 限定 100 口 】

  7kg：3,500円 　11kg：5,000円
15kg：6,700円

 フルーツ便
【 限定 20 口 】

5品目：3,800円
矢板たかはら米、シャインマスカット、梨　など

　ストレッチや筋力トレーニングなど、おうちでも続け
やすい内容です。1人では体を動かす機会のない方、ぜ
ひご参加ください。
日時・内容／全 12 回　14：00 ～ 15：30

場所／
　勤労青少年ホーム  プレイルーム
対象／市内在住の 65 歳以上の方
定員／ 30 人　＊申込多数の場合は抽選
参加費／無料
申込方法／
　8月 24 日（金）までに、ココマチ 2階こどものひろ
ば受付でお申し込みください。
※申込書は高齢対策課にもあります。
問い合わせ／
　高齢対策課　☎（４３）３８９６

日にち 内容 日にち 内容
① 9/07（金）健康体操 ⑦ 10/19（金）健康体操
② 9/14（金）ヨガ ⑧ 10/26（金）ヨガ
③ 9/21（金）健康体操 ⑨ 11/ 2（金）健康体操
④ 9/28（金）ヨガ ⑩ 11/ 9（金）ヨガ
⑤ 10/ 5（金）健康体操 ⑪ 11/16（金）健康体操
⑥ 10/12（金）ヨガ ⑫ 11/30（金）ヨガ

　文化会館友の会では、より多くの方にご利用いただく
ため、特典内容を大幅に充実させました。
　共催映画のアニメ上映も特典の対象になりますので、
映画好きの方、小さいお子さんのいる方など、この機会
にぜひ、ご入会ください！
会費／年会費 1,000 円　入会費 1,000 円　＊入会費は初年度のみ
※企業、サークルなどで団体会員（10人以上）に登録
　できます。詳しくは、お問い合わせください。

対象／高校生以上の方
特典／
 ・共催映画（年 5～ 6回程度開催）の入場料無料
　旧）100円割引  →  新）無料　＊アニメ上映なども対象
 ・友の会事業を行う場合の先行販売や割引制度
 ・特典のあるイベントや、文化会館事業のお知らせ
申込・問い合わせ／文化会館　☎（４３）２１２２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　TOTO宇都宮ショールーム  にて
　　生活を便利に楽しくする、最新の商品を体感してください！

キッチン体感  リフォーム相談  グルメコーナー  ゲームコーナー など

楽しい催し物、プレゼントがいっぱい！みんなで遊びにきてね‼
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ブロック 行政区 氏名 ブロック 行政区 氏名 ブロック 行政区 氏名 ブロック 行政区 氏名

1
矢板一区 石田　明久

8

下太田 君島　宏幸

12

泉 福田　英治

14

通岡 後藤　正浩
矢板二区 兼﨑　正治 荒井 田城　幸男 小宅　史晃 前岡 柳田　信明
矢板三区 本橋　清一 土屋 渡邉　　訓 上太田 増渕　智紀 後岡 中郷　芳行

2 矢板四区 高塩　康幸 山田 東泉　喜之 東泉 手塚　浩行 梶ケ沢 鈴木　周一

3 矢板五区 井上　和彦

9 中
森　　真治 下伊佐野 佐々木正博 安沢 和氣　敏男

針生 矢澤　勝春 篠原　智幸 上伊佐野 吉田　真一 山苗代 佐藤　春夫

4 矢板六区 長野　剛憲 森屋　　猛 第一農場 和気　延之

15

越畑 福田　雅夫
末広町 渡邊　和弘 ロビンシティ矢板 水井　敏之 第二農場 増村　和将 東乙畑 鈴木　良幸

5 富田 和気　守義

10
東町 吉津　清人 田野原 渡邉　和宏 西乙畑 中津川　宏

菊地　建夫 荒浪　弘和

13

長井 石下　敏康 白栗 松本　幸緒

6

木幡東 相馬　英雄 早川町 森　　龍夫 渡邉由美子 上大槻 大谷　有良
福田　隆志 齋藤　翔悟 寺山 亀山　忠文 下大槻 齋藤　丈照

木幡西 町井慎太郎

11

沢
関谷　秀洋 高原 須田　政洋 石関 植木　宏一

川崎反町 長野　真一 白石　清一 立足 青木　哲男 玉田 齋藤　　賢
境林 山口　孝夫 石川　　潔 平野 津久井良彦 コリーナ矢板 西村　信之
館ノ川 和気　　誠 豊田 塚原　　明 船山　博之 桑名　里志
高塩 齋藤　　豊 成田 小川　和洋 つつじが丘 高瀬　智明

7

倉掛 君嶋　秀俊 ハッピーハイランド矢板 鈴木　　勉

16

片岡一区 小林　　寿
合会 田中　宏文 片岡南 宮澤　礼人
片俣 鈴木　　豊 片岡二区 樋口　惟亮
塩田 和氣　正典 片岡三区 佐貫　　薫

幸岡 大島　行博 片岡四区 林　　拓也
森　　誠治

　社会体育推進員のみなさんは、スポーツ推進委員と協
力して市民体育祭に係る各地域のまとめ役となるほか、

地域のスポーツの振興を担っています。
問い合わせ／生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

　第58回矢板市民体育祭を開催します。参加希望の方は、
各ブロックの社会体育推進員にお申し込みください。
日時／ 10 月 7 日（日）8：30 ～開会式　※雨天中止
場所／矢板運動公園 陸上競技場

そのほか／昼休みに、ニュースポーツ体験教室、じゃん
　　　　　けん大会を行います。
問い合わせ／
　生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

№ 競技種目 開始時間 № 競技種目 開始時間
1 おじゃまなリレー 9：30 7 綱引き決勝 11：15
2 みんなでジャンプ 9：45 8 まり入れ 11：30
3 綱引き 10：00 9 パンくい競争 13：00
4 スロー・ザ・リング 10：15 10 ウルトラクイズ 13：30
5 ジャンボバトンリレー 10：30 11 女子総合リレー 13：45
6 Go!Go!グラウンド・ゴルフ 10：45 12 男子総合リレー 14：00

対象／
　市内に在住・通勤・通学している方、市文化協会会員
申込方法／
　8月 21 日（火）までに、生涯学習課、矢板・泉・片
岡公民館で配布している申込用紙でお申し込みください。
※出演は 1人 1種目、出展は 1人 1点で 2種目まで
そのほか／
　日時・場所は変更になる場合があります。
申込・問い合わせ／
　矢板市文化祭運営事務局（生涯学習課）
　☎（４３）６２１８

種目 日時 場所
出
演

芸能発表会
吟詠、剣詩舞、民謡、
舞踊、音楽など

11/3（祝・土）
9：00開場、9：30開演 文化会館 大ホール

出
展

作品展
書道、絵画、写真、
手工芸、文芸など

11/1（木）～ 3（祝・土）
9：00～16：00

（最終日 ～15：00）
※華展のみ1日は10：00～

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

茶会 11/3（祝・土）
10：00～15：00 矢板公民館
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　矢板市立図書館協議会委員は図書館法第 14 条に基づ
き設置され、図書館事業について意見や助言することを
任務としています。（任期２年）

問い合わせ／
　生涯学習課　☎（４３）６２１８

小川　光正 （矢板市小中学校）伊藤　幹夫 （ 矢板市議会 ）校長会

菊地　智彦 （ 矢板市 PTA ）中嶋　加代子（ 学識経験者 ）連絡協議会

武田　正雄 （ 矢板市 ）小野　久子 （ 学識経験者 ）文化協会

海瀬　元之 （ 矢板市 ）竹尾　聖子 （ 学識経験者 ）社会教育委員

日時／ 9 月 30 日（日）8：00 ～　＊ミニサッカー以外
　　　（ミニサッカーは、 9 月 23 日（日）8：00 ～）
　　　※屋外種目は雨天中止

そのほか／
　実施要項、参加申込書は、生涯学習課で配布しています。
問い合わせ／生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

種目・場所 参加条件 申込方法

①
グラウンド・ゴルフ

高根沢町
町民広場陸上競技場

1 チーム 6 人（うち女性 2 人以上）、8 チームまで
※年齢不問

8 月31日（金）までに、矢板市グラウンド・ゴルフ協会 
（４３）８３６１にファクスでお申し込みいただき、当日

参加費1人100円を協会にお支払いください。

②
ソフトバレーボール

高根沢町
キリン体育館

1 チーム 7 人以内、各部門 2 チームまで（※試合は 1 チーム 4 人で実施）
レディースの部・メンズの部 ・トリム A の部（39 歳以下）・トリム
B の部（40 歳以上）
※レディースの部・メンズの部は年齢不問
※トリム A・Bは試合時、男女各 2人を選出

8 月 31日（金）までに、参加費1人 100 円を添えて、
生涯学習課へお申し込みください。

③
ラージボール卓球

高根沢町
中央小学校体育館

１チーム単 4 人、複 2 人、補欠 2 人の 8 人（※ 4 人以上で出場可）
39 歳以下の部…3 チームまで、40 歳以上の部…5 チームまで
※性別不問

④
ペタンク
高根沢町

町民広場ゲートボール場

1 チーム 5 人（※ 3 人以上で出場可）、5 チームまで
※年齢・性別不問

⑤
ミニサッカー

さくら市
SAKURAグリーンフィールド

1 チーム監督 1 人（成人）、選手 16 人以内
（※試合は 8 人制ルールで実施）
小学生の部…各学年原則 2 チームまで
※性別不問

8 月 24 日（金）までに、さくら市スポーツ振興課 
０２８ （６８２）７５４１にファクスでお申し込みい

ただき、当日参加費１チーム 1,000 円をお支払いく
ださい。

　これであなたも紙職人!?紙箱作りをマスターしよう！
日時／
　8 月 25 日（土）10：00 ～ 12：00
場所／郷土資料館  体験学習室
対象／小学生以上
定員／ 10 人　＊先着順
参加費／
　200 円（保険料・材料費・資料代など）
※付き添いの方の参加は無料

持ち物／
　2ℓの空ペットボトル１個
申込方法／
　電話でお申し込みください。
そのほか／
　紙箱づくりの余った材料で、
再生紙はがきも作ります。
申込・問い合わせ／郷土資料館　☎（４３）０４２３
　　　　　　　　　＊月曜休館

　市文化協会に所属する矢板
高等服装技能学院の生徒 20
名が作成した、クレイアート
や和服リフォーム作品など約
40 点を展示します。
　クレイアートの小物づくり
も体験できますので、ぜひご来場ください。
日時／ 9 月 8 日（土）～ 9 日（日）10：00 ～ 16：00
場所／文化会館  小ホール
入場料／無料
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８




