
平成 29 年 5月号14

　市では、国民健康保険および後期高齢者医療保険の加
入者の健康保持と潜在性疾患の早期発見のため、人間
ドック・脳ドックの受診費用の一部を助成しています。
この機会にぜひご利用ください。
対象／
①矢板市国民健康保険加入者（保険税完納世帯）で、受
　診日に満 35 歳以上 75 歳未満の方
　（※疾病治療中・妊娠中を除く）
②矢板市に住所を有している、栃木県後期高齢者医療保
　険加入者（保険料の未納のない方）
助成額／
　18,000 円（全コース共通）
 ・表の左額…自己負担額（総額－助成額）
 ・表の右額（）内…総額（助成額を含む額）

定員／
 ・矢板市国民健康保険加入者　　　　450 人
 ・栃木県後期高齢者医療保険加入者　  40 人　＊先着順
※定員に達した場合は、市ホームページ（トップページ＞
　組織でさがす＞健康増進課＞人間ドック・脳ドックでからだの
　定期点検を）でお知らせします。
申込方法／
　5月 18 日（木）9：00 から、保険証をお持ちになり、
お申し込みください。
そのほか／
　同じ年度内には「人間ドックの助成」「脳ドックの助成」
「特定健診」のうち、どれか一つしか受けられませんの
でご注意ください。
申込・問い合わせ／健康増進課　☎ （４３）１１１８

　糖尿病や高血圧症などの生活習慣病を早期発見し、い
つまでも健康な生活を送っていただくため、後期高齢者
健診と歯周疾患検診を実施します。

　受診を希望される方は、お問い合わせください。
申込・問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

後期高齢者健診 歯周疾患検診

実施方式 集団健診 個別健診 個別検診

対象 後期高齢者医療被保険者（原則 75 歳以上） 平成 30年 3 月 31日時点で
40・50・60 歳の方

平成 30 年 3 月 31日時点で
70・76 歳の方

料金 無料 1,000 円 無料

実施場所 集団健診会場 市内の医療機関 市内の歯科医院

実施期間 5 ～ 11 月 5 月～平成 30 年 3 月
（医療機関により異なります） 5 ～ 10 月

そのほか
 ・ がん検診は集団健診でのみ実施します。
 ・ 集団健診、または個別健診のどちらかを受診してくだ
　さい。（両方は受診できません）

ー

コース
病院　

人間ドック 脳ドック
1日1日 1泊 2日 簡易

黒須病院 25,200（43,200） ー ー ー

国際医療福祉大学病院
男性 23,040（41,040） 45,720（63,720） ー

25,200（43,200）
女性 31,680（49,680） 54,360（72,360） ー

済生会宇都宮病院
男性 25,200（43,200）

47,880（65,880）
1日コース 24,120（42,120）

36,000（54,000）
女性 28,440（46,440） 1泊2日コース 43,884（64,884）

国際医療福祉大学塩谷病院 21,960（39,960） 44,640（62,640） ー 21,960（39,960）

栃木県保健衛生事業団 23,364（41,364） ー ー ー

那須赤十字病院 25,200（43,200） ー 1日コース 12,780（30,780） 24,120（42,120）

那須中央病院 23,040（41,040） 45,720（63,720） 生活習慣病検診   9,000（27,000） 23,040（41,040）

那須脳神経外科病院 ー ー ー 17,640（35,640）

獨協医科大学日光医療センター 27,000（45,000） 35,400（53,400） ー 18,000（36,000）

　　平成 29 年 5月号 15

　市では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を
審議する市長の諮問機関として「矢板市国民健康保険運
営協議会」を設置しています。
　この度、委員の任期満了にあたり、被保険者を代表す
る委員を募集します。
募集人員／ 4 人（協議会委員は 12 人）
募集期間／
　5月 10 日（水）～ 6月 9日（金）
応募資格／
　矢板市国民健康保険被保険者の年齢 70 歳未満の方で、
国民健康保険事業に関心を持ち、年 3回程度の会議に
出席可能な方
任期／
　8月 1日～平成 31 年 7月 31 日（2年間）
報酬／年額 28,000 円

応募方法／
　応募用紙に「国民健康保険について（制度、医療、健
康づくりなど、内容自由）」と題した作文を書き、住所、
氏名、電話番号等を記入の上、郵送または直接ご提出く
ださい。
※応募用紙は、市ホームページ（トップページ＞組織でさが
　す＞健康増進課＞国民健康保険運営協議会委員の募集について）
　からダウンロードするか、健康増進課にあります。
選考／　　　
　市で定めた基準、提出いただいた作文などで行います。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市本町 5-4
　矢板市健康増進課国保医療担当
　☎（４３）１１１８

　「矢板市公共施設再配置計画」を策定するにあたり、
必要な事項を協議するため、策定委員を募集します。
募集人数／ 2 人
募集期間／
　5月 26 日（金）まで
応募資格／
　市内在住 18歳以上で、5回程度の会議に出席可能な方

応募方法／
　履歴書（写真付）、公共施設再配置に関する意見・意
向（400 ～ 800 字程度、様式自由）を記入の上、郵送
または直接ご提出ください。
そのほか／
　報酬や交通費の支給はございません。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市本町 5-4
　矢板市総務課管財担当
　☎（４３）１１１３

　市では、高齢者の皆さんが健康で長生きし、安心して
暮らせるよう、福祉対策や介護予防などを「矢板市高齢
者プラン」としてまとめています。
　この度、3年ごとの見直しを行うための策定委員を募
集します。
募集人数／ 2 人
募集期間／
　5月 31 日（水）まで
任期／
　平成 29 年 6月～平成 30 年 3月 31 日
応募資格／
　市内在住 18歳以上で、3回程度の会議に出席可能な方
※会議の開催は、平日 18：00 頃を予定しています。

応募方法／
　住所、氏名、生年月日、高齢福祉や介護についての意
見（400 字以内・様式自由）を記入の上、郵送・ファク
ス・メールまたは直接ご提出ください。
そのほか／
　報酬や交通費の支給はございません。
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



平成 29 年 5月号16

　平成 28 年 5 月の市民体育祭運営委員会で、市民体育
祭の抜本的な見直しが提案され、市民体育祭検討委員会
を設置しました。
　検討委員会では、市民体育祭の存廃、趣旨、ブロック
編成などを検討し、今年 2月の運営委員会で以下の方
針が決定しました。
①市民体育祭の存廃について
　市民体育祭夏季大会を廃止することとしました。
②市民体育祭の趣旨について
　市民体育祭の趣旨を「広く市民各層の参加を得て、ス
ポーツ・レクリエーションの普及振興を図り、市民相互

の親睦と健康づくりに関心を持つきっかけとなるよう、
また、併せてスポーツによるまちづくりにおいて、明る
く豊かで活力に満ちた市民生活の向上に寄与するもので
ある」と定めました。
③ブロック編成について
　第１ブロック（矢板 1～ 3 区）と第 2ブロック（矢
板 4区）を統合し、15 チームによる対抗戦とすること
としました。
　今年度の市民体育祭（陸上競技・レクリエーション）は、
10 月 8日（日）に開催しますので、ぜひご参加ください。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

　市では、第 2 次 21 世紀矢板市総合計画の目標人口
（33,700 人）を達成するために、さらなる定住促進を図
ることを目的とし、市内に新たに住居を求める方に対し
て、補助金を交付しています。
　平成23年 10月からこの制度を開始し、445人の方（平
成 29 年 2月 28 日現在）が利用しています。
補助条件／次のすべてに当てはまる方
①新たに矢板市内に住宅を取得し、その住宅に住民票を
　異動し、実際にそこに住むこと。
②新たに取得した住宅に 2 人以上で入居し、5 年以上の
　定住を誓約すること。
③住宅の所有者が、登記簿に記載された権利取得の時点
　で 45 歳以下であること。
④新たに取得した住宅に同居する世帯員全員に、市税等
　の滞納がないこと。
※市外から転入する方だけでなく、市内で転居する方も
　対象となります。ただし、増改築・建て替えなど、転
　入・転出を伴わない場合は対象になりません。
申請期限／
　登記簿に記載された権利取得の日から 1 年以内

補助金額／

補助対象外／
①公共工事に伴う住居の移転
②建て替えのための一時的な転居　など
そのほか／
　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＞「暮らし」のびのび定住促進補助金）をご覧い
ただくか、お問い合わせください。
申請・問い合わせ／都市整備課　☎（４３）６２１３

基本補助（①～④のいずれか）
①新規用地購入 ＋ 住宅新築
※住宅新築とは、工事完了日より 1 年以内の住宅で、
　まだ人が居住したことがないものです。

50 万円

②住宅のみ新築　 40 万円
③用地 ＋ 中古住宅購入 30 万円
④中古住宅のみ購入 20 万円

＋
条件による加算（該当する場合、追加）
⑤18歳以下の生計を共にする子どもがいる場合、
　子ども 1 人につき 5 万円

⑥矢板市内の建築業者を利用した場合 5 万円

　園芸作物の振興を図るため、新規作物の導入や規模拡
大を図る場合の園芸用機械の購入、または園芸施設の整
備に係る経費について、費用の一部を補助します。
対象／
 ・市内在住の農業経営者、または認定新規就農者
 ・市内で継続的に園芸作物の規模拡大に取り組む方
※ただし、補助対象者と生計を一にする方全員が市税等
　の滞納をしていないこと

対象園芸作物／
　いちご、春菊、トマト、うど、ねぎ、花き
補助金額／
　機械や施設の補助対象経費の1/2 以内（上限100 万円）
※国、県などの補助金対象とならないものに限ります。
※経費に消費税、工事費は含まれません。
そのほか／
　申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
申請・問い合わせ／農林課　☎（４３）６２１０

　　平成 29 年 5月号 17

　「やいた応援かわら版」とは、「矢板の隠れたよさを紹
介～先にあるのは明るい未来～」をコンセプトにし、市
民記者が取材・編集を行っている広報紙です。コツコツ
頑張っていたり、何かに挑戦している個人・団体・会社
や、矢板の隠れた名所などを隔月発行で紹介します。
　現在記者 10 人で、活動中です。興味のある方は、ぜ
ひ一度、編集会議に遊びに来てみませんか？見学大歓迎
です。また、皆さんの身近な話題もお寄せください。

対象／
 ・市民記者
　…毎週水曜日 18：00 ～の編集会議に毎月 4分の 3以
　　上出席でき、「やいた応援かわら版」の作成全般に
　　関われる方
※上記会議への出席ができない方でも
 ・人の話を聴くのが好きで、取材に同行してみたい方
 ・情報や写真を提供してくれる方
　など、「やいた応援かわら版」に興味をお持ちの方は、
　ぜひご連絡ください。
そのほか／
 ・ボランティアでの参加となります。
 ・見学にいらっしゃる際は、事前にご連絡ください。
問い合わせ／秘書広報課　☎（４３）３７６４

　下記の小・中学校で開催する運動会に、お近くの 75
歳以上の高齢者の方をご招待します。対象になる各地区
の高齢者の方は、ぜひご参加ください。

問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

学校名 開催日 問い合わせ
安沢小学校 5 月 20 日（土） ☎（４８）１００５
川崎小学校 5 月 27 日（土） ☎（４３）０２６５
矢板中学校 6 月 10 日（土） ☎（４３）０１４４

　矢板市文化協会に所属している「矢板水彩画愛好会」
の作品展を開催します。会員 11 人が描いた風景画、人
物画など約 40 点をご覧ください。
日時／
　5月 26 日（金）～ 6月 4日（日）10：00 ～ 16：00
※最終日は 15：00 まで
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

　「お元気ポイント事業」は、事前に登録した方が、市
が認めるボランティア活動や生きがいづくり活動に参加
することで、その実績に応じて交換可能なポイントがも
らえる事業です。
　セカンドライフでの社会参加、健康づくり、生きがい
づくりに参加してみませんか？
受入拠点について／
　市内にある介護保険施設や高齢者サロン（きらきらサ
ロン）、シニアクラブなどが受け入れ拠点として登録で
きます。地域でサロンの立ち上げを検討している団体の
方はお気軽にご相談ください。

ポイントの付与／
 ・ 活動 1回 1時間以上につき、1ポイント（100 円相当）
 ・ 付与上限は 1日 2 ポイント、年間 50 ポイント
　（5,000 円相当）
ポイントの交換／
　1 ～ 12 月に貯まったポイントは、翌年の 1・2 月に市
営バスや城の湯温泉の回数券等への交換や、ボランティ
ア団体への寄附ができます。
問い合わせ／
　市シニアボランティアセンター（社会福祉協議会内）
　☎（４４）３０００



平成 29 年 5月号18

　3月 31 日（金）から 4月 2 日（日）にかけて、県内
全域を舞台に国際公認の自転車ロードレース「第 1回
ツール・ド・とちぎ」が開催されました。第 3ステー
ジのスタート地点となった矢板市役所には、国内外合わ
せて 14 チームが集結し、選手を一目見ようと多くの市
民と自転車ファンが押し寄せました。
　矢板市役所～宇都宮市清原中央公園までの 103.5km
を選手が駆け抜けた第 3ステージでは、沿道を含めス
タート、ゴール会場に合わせて約 32,000 人の観客が集
まり、選手に熱い声援を送りました。
　県内選手では、宇都宮ブリッツェンの岡篤志選手が新人
賞を獲得し、やいたシクロアンバサドゥールの高坂美歩さ
んから副賞の「矢板特産品詰め合わせ」が贈られました。

　3月 23 日（木）に生涯学習館で「J プロツアー大田
原クリテリウム・片岡ロードレース実行委員会」設立総
会が開かれました。これは、国内最高峰の自転車ロード
レース「J プロツアー」の第 12・13 戦が、大田原・矢
板市内で開催されることが決定したことから、このレー
スを通して地域のイメージ向上・経済活性化を図ること
を目的に設立したものです。
　設立を記念して行われたシンポジウムでは「自転車に
よるまちづくりを考えよう」と題して、宇都宮ブリッツェ
ンの柿沼社長による基調講演のほか、那須ブラーゼン若
杉社長など豪華パネラー 5名によるパネルディスカッ
ションが行われました。
Jプロツアー大田原クリテリウム・片岡ロードレース開催日

7 月 29 日（土）　大田原クリテリウム
7月 30 日（日）　片岡ロードレース

※「Jプロツアー」の詳細は、広報 6月号でお知らせします。

キッチン、お風呂、トイレのリフォームは当店におまかせ！

※タカラ、リクシル、パナソニック等、
　他メーカーも取り扱っています。お気軽にご相談ください。

御見積でオプションや豪華賞品プレゼント！

TOTOリモデルクラブ限定企画
プレゼントキャンペーン開催中

　　平成 29 年 5月号 19

　今年度の健康ひろばは、その場、その時に応じて、さ
まざまなニュースポーツ講座を開催します。
　「健康のために運動をしたいが、何をしたらいいかわ
からない」「何かスポーツを始めたいが、きっかけがない」
「新しいスポーツにチャレンジしたい」と思っている方、
ぜひ参加してみませんか？
日時／ 6 ～ 10 月の毎週水曜日　19：30 ～ 21：00
　　　※ 8月 16 日（水）はお盆のため、お休みします。
場所／市体育館

指導者／スポーツ推進委員
対象／小学生～一般の方
参加費／ 1 回 100 円（＊保険料）
持ち物／室内シューズ、飲み物、タオル
申込方法／
　参加する日の3日前までに電話でお申し込みください。
※当日参加も可能です。
申込・問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

　ヨガのポーズを使い、身体のゆがみを矯正したり、体
幹力を高め、健康を促進します。
日時／
　6月 1・15・29 日（木）、7月 6・20 日（木）、
　8月 31 日（木）、9月 7日（木）の全 7回
　いずれも 10：00 ～ 11：30
場所／片岡公民館  コミュニティホール
定員／ 30 人　＊先着順
参加費／無料

持ち物／
　ヨガマット（なければバスタオル）、飲み物、汗拭き
タオル、靴下など
講師／平木場　美由紀先生
申込方法／
　5月 16 日（火）から、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

ドッジビー ショートテニス スポーツ吹き矢 ユニホック

　基本的なルールはドッジボール
と同じです。柔らかいディスクを
使うので、当たっても痛くなく、
安全です。子どもたちに人気があ
り、親子でも楽しむことができます。

　ミニラケット、スポンジボール
で行うテニスゲームで、ボールが
弾みやすく、ラリーが続きやすい
のが特徴です。バドミントンコー
トで実施するため、程よい運動量
で楽しむことができます。

　肺活量が鍛えられ、健康にも良
いとされており、近年、競技者が
増加しています。実施には専用マ
ウスピースが必要で、当日 100 円
で購入できます。

　スティックとボールがプラス
ティック製で、安全性の高いミニ
ホッケーです。ゴールを決めたと
きの爽快感や汗をかく気持ちよさ
を体験できます。

シャッフルボード さいかつぼーる キンボール ペタンク

　コートの反対側にある得点表示
にディスクをスティックで押し進
め得点を競います。一種の陣取り
ゲームで、子どもから高齢者まで
楽しめます。

　基本的なルールはバレーボール
と同じですが、相手から来たボー
ルは必ずワンバウンドしなくては
なりません。ボールはおにぎり型
で予想外の弾みかたをします。ぜ
ひ体験してください。

　大きなボールを打つ、受け止め
るを繰り返して得点を競いあうス
ポーツです。仲間との協力が不可
欠で、親睦を深めるよい機会にな
ります。他にも、おにごっこやリレ
ーなどでも楽しむことができます。

　標的球に向けて、2 チームがそ
れぞれ異なる色のボールを投げ合
い、より近づけることで得点を競
うゲームです。チームで作戦を考
えながら楽しむことができます。

※このほかにも、ラージボール卓球、ソフトバレーボール、親子バドミントン、ダブルダッチ、ユニカール、スラックラインなども体験できます。
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　大河ドラマ「おんな城主 直虎」をテーマにその時代
背景を紐

ひも

解
と

きます。
日時・内容／全 8回

場所／片岡公民館  2 階  研修室

定員／ 42 人　＊先着順
参加費／無料（館外研修を除く）
持ち物／筆記用具、メモ帳
講師／新井　正義先生　　　
申込方法／ 
　5 月 21 日（日）8：30 から、直接お申し込みください。
そのほか／
 ・ 館外研修は実費負担、33 人のみ参加できます。詳細は、
　後日お伝えします。
 ・ 各個人でお申し込みください。（同居の家族のみ代理可）
 ・ 電話申し込みは受け付けていませんので、ご注意くだ
　さい。
申込・問い合わせ／
　片岡公民館　☎（４８）０１０１
　＊月曜・祝日休館

日時 学習テーマ
①  6 月 3 日（土）

10：00
〜
12：00

井伊家の由来と今川の支配

②  7 月 8 日（土） 桶狭間の戦と井伊家の従軍

③  8 月 5 日（土） 今川氏の没落と徳川氏の抬
たいとう

頭

④  9 月 9 日（土） 統一への戦い 織田と徳川の連携

⑤ 10月 7 日（土） 徳川政権への井伊家の貢献

⑥ 10月28日（土） 館外研修（人形の市
まち

・岩槻探訪）

⑦ 11月 4 日（土） 井伊直政と徳川四天王

⑧ 12月 9 日（土） 次年度・西郷隆盛の
こうがい

概（あらすじ）

　ツツジの最盛期に合わせ、八方ヶ原へのバスを運行し
ます。これまで交通手段がなく、訪れられなかった方も、
この機会にぜひ足を運んでみませんか？
日時／
　5 月 14 日（日）、6 月 4 日（日）
　 9：00　矢板市役所または JR 矢板駅に集合・発車
　10：00　山の駅たかはらで下車後、自由散策
　13：00、15：00
　　　　　山の駅たかはらから帰りのバス発車
　　　　　矢板市役所、および JR 矢板駅で解散

定員／各 60 人　＊先着順
参加費／
　 300 円（保険代、燃料代）
申込方法／
　電話でお申し込みください。その際、氏名、住所、電
話番号、希望する乗車場所をお知らせください。
そのほか／
　実施日前の金曜日夕方に実施判断をし、中止の場合の
みご連絡します。
申込・問い合わせ／商工観光課　☎（４３）６２１１

　全国公演で人気を博した「眠れる森の美女」のミュー
ジカルを矢板市で公演します。なかなか鑑賞できない本
物のミュージカルをぜひご堪能ください。
日時／
　7月 29 日（土）13：30 開場　14：00 開演
場所／
　文化会館  大ホール
※駐車場に限りがありますので、来場の際はご注意くだ
　さい。
入場券／
　一般  1,000 円、高校生以下  500 円（全席指定）
※入場券は、宝くじの助成による特別価格です。
 ※ 3歳以下のお子さんは、ひざ上鑑賞であれば無料です。
　（座席が必要な場合は有料）
※文化会館友の会会員割引はありません。

入場券販売所／
　矢板公民館・泉公民館・片岡公民館
入場券前売り開始日／
　6月 15 日（木）10：00 ～
　（月曜・祝祭日を除く、9：00 ～ 17：00）
問い合わせ／文化会館　☎（４３）２２１２
　　　　　　＊月曜・祝日休館　　　

元モーニング娘。の
小川真琴さんが
主演をつとめます。

　　平成 29 年 5月号 21

　いきいき体操教室は、おおむね 65 歳以上の方を対象
に市内 18 カ所の自治公民館で開催しています。＊シル
バーサポーターさんが中心となり、介護予防運動や認知
症予防体操、また栄養士による栄養講話や調理、歯科衛
生士による歯科講話、保健師による健康講話などを実施
しています。
　開催を希望される団体や行政区、また、参加希望の方
は、ぜひお問い合わせください。

開催自治公民館／
　中、末広、コリーナ矢板、矢板三区、木幡西、東町、
木幡東、成田、針生、荒井、つつじが丘、成田ハッピー
自治会、幸岡、大槻、倉掛、富田、片岡四区、山田

問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６

＊シルバーサポーターとは
　いきいき体操教室などでボランティアとして活動する
方で、市主催の養成講座を受けていただいています。

　栃木県シルバー大学校は、高齢者の健やかで生きがい
のある人生を支援するとともに、地域活動実践者の養成
を目指しています。宇都宮市に中央校、栃木市に南校、
矢板市に北校があり、学区の定めはありません。
定員・学校説明会／

　入学希望の学校説明会に直接お越しください。学校の
目的・授業内容・学生自治会活動等を詳しく説明します。
学習期間／
　2年間（10 月入学～平成 31 年 9月卒業）
　おおむね週 1回、1日 4時間
　（10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 15：00）

授業料／
　年額 20,550 円（授業料、資料代込み）　
※授業教材費、自治会費・クラブ活動・交通費等は自己負担
応募資格／
①県内在住で、60 歳以上（平成 30年 3月 31 日現在）の方
②地域活動を実践している、または地域活動に意欲がある方
③第 25期（平成 17年度）以降のシルバー大学校を卒業し
　ていない方
※ 50 歳（平成 30 年 3月 31 日現在）～ 60 歳未満の方でも、　
　他の要件を満たし、市町長の推薦があれば応募できます。
募集期間／
　6月 1日（木）～ 30 日（金）＊当日消印有効
応募方法／
　入学願書に必要事項を記入の上、返信用封筒（82 円
切手貼付）とあわせて、入学を希望するシルバー大学校
に持参、または郵送してください。
※市長の推薦が必要な方は、高齢対策課にご提出ください。
問い合わせ／
　栃木県シルバー大学校北校　☎（４３）９０１０
　市高齢対策課　☎（４３）３８９６

定員 学校説明会
中央校
（宇都宮市駒生町3337-1）
☎０２８（６４３）３３９０

火曜・金曜
各 160 人

① 5月 18 日（木）
② 6月 5 日（月）
　10：00 ～ 12：00

南校
（栃木市神田町 9-40）
☎０２８２（２２）５３２５

木曜 120 人
① 5月 17 日（水）
② 6月 6 日（火）
　10：00 ～ 12：00

北校
（矢板市矢板 54）
☎０２８７（４３）９０１０

水曜 120 人
① 5月 19 日（金）
② 6月 8 日（木）
　10：00 ～ 12：00

　日ごろ、介護で大変と感じていること、対応の仕方が
わからず困っていること、誰かに話したくてもなかなか
話せずに悩んでいることなどはありませんか？
　「りんごの会」では、介護経験者や現在介護中の家族
の方が集まり、お互いにアドバイスをしたり、されたり
しています。また、クリスマスリース作り、食事会の日
等を設けてリフレッシュしています。気軽にご参加くだ
さい。

日時／
　5月 11 日（木）、6月 28 日（水）、7月 26 日（水）
　8月 30 日（水）、9月 21 日（木）、11 月 30 日（木）
　12 月 22 日（金）、平成 30 年 2月 20 日（火）
　3月 23 日（金）　いずれも 9：30 ～ 11：30
場所／市保健福祉センター
そのほか／
　7月 26 日は食事会、9月 21 日はお出かけ研修を予定
しています。
申込方法／
　参加希望の方は、事前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
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　森林や平地林の立木を伐採する場合や、森林を伐採し
て別な用途として利用する場合には、市へ事前に伐採届
（伐採及び伐採後の造林届出書）の提出が必要です。
　伐採届とは、森林法第 10 条の 8に規定されている届
出で、たとえ自分の森林であっても立木を伐採する場合
には届出をしなければなりません。無届で伐採を行った
場合は、植栽を行って再び森林に戻すよう指導されたり、
罰金が科せられたりすることもあります。
　また、1ヘクタール（10,000㎡）を超える森林の開発
行為や保安林内での伐採については、別な手続きが必要
となります。ただし、届出を必要としない場合もありま
すので、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ／農林課　☎（４３）６２１０

　水道は、私たちの毎日の暮らしに欠かせないものです。
水源から蛇口まで流れる水道水は、さまざまなところで、
水質がきびしく管理されています。
　市では、皆さんに安全でおいしい水をお届けするため、
水道法に基づいた水質検査、
放射性物質測定を定期的に
実施しています。検査結果を
市ホームページに掲載して
いますので、ご覧ください。
問い合わせ／水道課　☎（４４）１５１１

　市がシカやイノシシを捕獲する
ためのワナを設置している場合、
ワナのすぐ近くに「有害鳥獣捕獲
実施中」の看板を掲示しています。
　誤ってワナを踏んでしまうとワ
イヤーが足首などを締め付け、思
わぬケガをする可能性があります
ので、看板が掲示してある場所に
は近付かないようにしてください。
　なお、ワナの設置は、市が「矢板市鳥獣被害対策実施
隊（猟友会）」に依頼しているものですので、不都合な
どがある場合は、農林課までご連絡をお願いします。
問い合わせ／農林課　☎（４３）６２１０

　新聞や雑かみなどの資源物を、市が指定する委託業者
ではない者が持ち去る行為がたびたび確認されています。
このような行為は、市民の皆さんのリサイクル行動に水
を差すものである上、個人情報の流出にもつながる可能
性もあることから、見過ごすことはできません。
　市では、昨年度から新たなパトロールカーを導入し、
巡回を強化しています。また、市民の皆さんには、持ち
去りの対策として、以下のことについてご協力をお願い
します。
ご協力ください／
 ・ステーションへ出す紙束に大きく「矢板市」と記入し
　てください。市への資源物譲渡意思表示を明確するこ
　とで、持ち去りや買い取りの抑止を図ります。
 ・持ち去り行為を見掛けたら、くらし安全環境課までご
　連絡をお願いします。
問い合わせ／くらし安全環境課　（４３）６７５５

●このようなパトロールカーで巡回しています

●紙束への「矢板市」記載イメージ

　　平成 29 年 5月号 23

　全国民生委員児童委員連合会
では、5月 12 日を「民生委員・
児童委員の日」とし、5 月 12
日～ 18 日の１週間を「活動強
化週間」として民生委員・児童
委員の活動を地域のみなさまに
知っていただくため、PR 活動
を行います。みなさまの地域で
も民生委員・児童委員が活動し

ています。この機会に関心とご理解を寄せていただきた
いと思います。
　民生委員・児童委員、主任児童委員は秘密を厳守する
ことが義務付けられています。福祉に関する悩みがある
方は安心してご相談ください。
　担当区域の民生委員・児童委員、主任児童委員が分か
らないときは、お問い合わせください。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６民生委員制度は平成 29 年に

100 周年を迎えます

　6月 1日は、人権擁護委員法が施
行された日です。人権擁護委員は、
基本的人権を守るため、相談業務や
人権擁護の PRをしています。

●人権擁護委員さんは、次の方々です
　矢板永子さん（ 沢 ）　　江面晃一さん（片岡）
　村上芳江さん（越畑）　　藤田一夫さん（荒井）
　櫻井宜子さん（長井）　　平山和博さん（東泉）

●特設人権相談所を開設します。
日時／
　5月 9日（火）、6月 6日（火）10：00 ～ 15：00
場所／市保健福祉センター  2 階  相談室
相談内容／
　親子、夫婦、名誉、虐待など人権に関すること

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

人 KENまもる君 人 KEN あゆみちゃん

　生活保護に至る前のさまざまな困難の中で、生活に困
窮している方の自立の促進を図ります。
支援の流れ／
①経済的な困りごとなどを相談支援員にお話しください。
　生活状況と課題を分析します。
②自立への目標や支援内容を一緒に考え、あなたに沿っ
　た支援計画を作ります。
③支援計画に沿って、関係機関と連絡を取りながら、自
　立に向けて支援を行います。

相談できる方／（①、②どちらにも該当する方）
①市内在住の方で生活保護を受給していない方
②生活にお困りで、最低限度の生活を維持することがで
　きなくなる恐れのある方
相談窓口／
　社会福祉協議会（矢板市扇町 2-4-19 きずな館内）
開設日時／
　月～金曜日　8：30 ～ 17：15（祝日・年末年始を除く）
問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

　キッチンやいたとは、生活困窮者
自立支援制度を利用している方の
相談に応じて、寄付登録者との間を

社会福祉協議会がコーディネートする仕組みです。
　生活困窮者支援のために、農家の方や家庭菜園で米や
野菜を作っている方に事前登録をしていただき、必要に
応じて米や野菜の寄付を依頼します。
　寄付の際には、登録者に連絡をしてから、社会福祉協
議会の職員が伺います。ご協力いただける方は、社会福
祉協議会で登録をお願いします。

活動の流れ／

問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００



～市内外の情報をお届けします～

平成 29年 5月号24

お 知 ら せ
チューリップの球根を販売します
　更生保護女性会では ｢社会を明る
くする運動｣等の活動資金源として、
例年チューリップ球根を販売してい
ます。今秋の「花いっぱい運動」な
ど、環境美化活動にぜひご利用くだ
さい。
価格／ 1 袋 300 円（5個入り）
申込方法／
　6 月 12 日（月）～ 14 日（水）
10：00 ～ 12：00 に現金をお持ち
の上、直接お申し込みください。
お届け予定／ 8 月末
申込・問い合わせ／
　矢板市更生保護女性会事務局
　社会福祉協議会（きずな館内）
　☎（４４）３０００

矢板高校　春の花・野菜苗販売
　矢板高校農場で栽培した花壇用
苗・野菜苗を直売します。自治会な
ど大口のご購入にも応じます。ぜひ
ご来場ください。
販売開始日／
　5月 9日（火）9：00 ～ 12：00
※以降は毎週火・木曜の同時間帯で
　品切れまで
場所／矢板高校農場・温室
（学校北側のバスロータリーからお
入りください）
販売物／
　花壇用苗（サルビア・マリーゴールドなど）  50 円
　野菜用苗（ナス）　　　　　　 70 円
　野菜用苗（ピーマン・キュウリなど）  60 円
問い合わせ／
　〒 329-2155　矢板市片俣 618-2
　矢板高校　☎（４３）０２６０

平成 30年 3月新卒者求人説明
会参加企業
　新卒者の採用予定のある企業を対
象とした新卒者求人説明会を開催し
ます。
日時／
　5月 22日（月）14：00～ 15：30
場所／
　生涯学習館（矢板市矢板 106-2）
そのほか／
 ・参加希望の企業は事前にお申し込
　みください。
 ・学生、生徒向けの説明会ではあり
　ません。
申込・問い合わせ／
　ハローワーク矢板
　☎（４３）０１２１

県北産業技術専門校・訓練生
　県北産業技術専門校では、障がい
のある方を対象に、就職に必要な知
識や技能を習得するため、下記の
コースを実施します。
コース名／清掃実務科
訓練期間／
　7月 7日（金）～ 9月 4日（月）
　9：30 ～ 15：30
場所／
　（福）あいのかわ福祉会 ワークス共育
　パン屋さんのカフェHoneyBee
　大田原市浅香 1丁目 3542-215
訓練内容／
　清掃作業全般、配膳及び接客作業、
簡単なパソコン入力、基礎教養等を
学び、職場体験実習を行う。
対象／
　知的・精神障がいがあり、ハロー
ワークに求職申し込みしている方
定員／ 5 人
募集期間／
　5月 11 日（木）～ 6月 9日（金）
選考／ 6 月 19 日（月）　面接
そのほか／
 ・受講料は無料、教材等は自己負担。
 ・下記、またはお近くのハローワー
クまでお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　県北産業技術専門校
　職業能力開発担当
　☎０２８７（６４）４０００

なす高原の自然と遊ぼう！
　那須高原自然の家で自然体験ゲー
ム！森で宝探しも！南ヶ丘牧場での
自由行動もあります。
日時／
　6月 3日（土）8：30 ～ 15：00
　＊雨天決行
　8：30 市体育館前駐車場集合
　8：40 出発
参加費／無料
※昼食は各自
（南ヶ丘牧場で食事もできます）
定員／
　市内在住の親子 10 組程度
　＊先着順
申込方法／
　5月 8日（月）から、電話でお申
し込みください。
問い合わせ／
　家庭教育オピニオンリーダー
　ほっぺの会　大柿
　☎（４４）０３１９
　☎０９０（２４０１）０６１４

休日収納窓口を開設します
日時／
　5月 27 日（土）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
問い合わせ／
　税務課　☎（４３）１１１５

臨時福祉給付金の申請はお済み
ですか
　受付期限が 5月 22 日（月）となっ
ておりますので、申請がまだの方は、
早めに申請してください。
※支給対象者には申請書を郵送して
　あります。
問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６

平成 29年工業統計調査を実施
します
　工業統計調査は我が国の工業の実
態を明らかにすることを目的とした
統計法に基づく報告義務がある重要
な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振
興などの基礎資料として利活用され
ます。調査時点は平成 29 年 6 月 1
日です。調査票へのご回答をお願い
します。
問い合わせ／
　総合政策課電算統計班
　☎（４３）１１７０

子どもの料理コンクールのお知
らせ
　今年も子どもの料理コンクールの
募集をします。
テーマ／
　カラフルバランス弁当
　～みんなで楽しくピクニック～
※参加者全員に賞品を差しあげます。
※詳しくは、市ホームページ（5月
　初旬掲載予定）と 6月号広報で
　掲載します。
問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８

県政世論調査にご協力ください
対象／県内在住の 18 歳以上で、
　　　無作為抽出した 2,000 人
期間／5月22日（月）～6月13日（火）
実施方法／調査票を郵送します。
問い合わせ／
　県広報課
　☎０２８（６２３）２１５８

募　　集

　　平成 29 年 5月号 25

自動車をお持ちのみなさんへ
　自動車税は、毎年4月 1日時点で、
運輸支局に登録されている自動車の
所有者に対して課税される県税です。
　平成 29 年度の自動車税納税通知
書を発送しましたので、5月 31 日
（水）までに必ず納めましょう。銀
行や郵便局などの金融機関のほか、
コンビニエンスストア、クレジット
カード、ペイジーでも納付できます。
問い合わせ／
　矢板県税事務所
　☎（４３）２１７１

栃木県では「とちぎの元気な森
づくり県民税」を導入しています
　県民の皆様から年間
700 円ご負担いただき、
荒廃した森林の整備や
木を使うことの大切さ
の普及啓発など、大切
な森林を次の世代へ引
き継ぐために活用しています。皆様
のご理解、ご協力をお願いします。
問い合わせ／
　県環境森林部環境森林政策課
　☎０２８（６２３）３２９４

春の山野草展
日時／
　5月 27 日（土）9：00 ～ 16：30
　　　28 日（日）9：00 ～ 15：00
場所／
　片岡公民館コミュニティホール
内容／
　競技花・単品植え・寄せ植えなど
の展示、チャリティー商品の販売
入場料／無料
問い合わせ／
　片岡山野草愛好会　谷田方
　☎（４８）０１４６

元気の出る子育て支援講演会
withママと赤ちゃん
日時／
　6月 4日（日）
　13：30 ～ 16：15（開場 13：00）
場所／
　那須野が原ハーモニーホール
内容／
　長期授乳と子供の歯の健康～長期
授乳のための歯の口腔の衛生について～
講師／
　青葉　達夫氏（小児歯科医・IBCLC）
参加費／無料
そのほか／
 ・無料託児あり
　（1歳以上、25 人まで＊先着順）
問い合わせ／
　たんぽぽママのおしゃべり会
　☎０８０（６５０４）００８１
tanpopomama88@gmail.com

ソフィア・大久保昭二・シルバー大学
合同「世界に羽ばたくプロジェクト」
ねこちゃん・風景画＆作品展
　大久保昭二氏による「ねこ・風景」
をテーマにした写真・絵画と、シル
バー大学生による作品を展示します。

※最終日は 15：00 まで
そのほか／
　5 月 13 日（土）・6月 3日（土）
にココマチ 2F こどものひろばで
「ボーイ・ガールスカウト合同・英
語で遊ぼう (^^♪」を開催します。
問い合わせ／
　青少年リーダー育成・子育て生涯
　学習支援ソフィア　代表　髙瀬
　☎０９０（３４０１）１７５５

　 不用品登録情報
・なし

・子ども用ハイチェア（木製）
・木馬　・工業用ミシン　・2段ベッド

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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塩谷広域おすすめ情報
さくら市
ポピー園開園！
～約 300 万本のポピーが彩ります～
開園期間／
　5月中旬～約 1カ月程度
　9：00 ～ 16：00
※ポピー祭りは、5月 27 日（土）・28
　日（日）に開催します！
場所／
　喜連川荒川河川敷
摘取り／
　１回 100 円（10 本程度）
問い合わせ／
　喜連川観光協会
　☎０２８（６８６）３０１３

高根沢町
ゴスペルライブ
日時／
　6月 4日（日）
　14：30 開場、15：00 開演
場所／
　高根沢町町民ホール
入場券／ 500 円
問い合わせ／
　高根沢町生涯学習課
　☎０２８（６７５）３１７５
　
塩谷町
尚仁沢はーとらんど新緑まつり
　塩谷町でとれた新鮮な農産物の直売
や苗木の配布を行います。
日時／
　5月 13 日（土）10：00 ～ 14：00
場所／
　尚仁沢はーとらんど
問い合わせ／
　塩谷町産業振興課
　☎０２８７（４５）２２１１

日時 場所
5月3日（祝）～7日（日）
9：00～16：00

道の駅やいた
エコモデルハウス

5月9日（火）～28日（日）
9：00～ 20：00 図書館




