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子どもから大人まで学べる教室です。人まで学べる教室で

☎ 

⽮板市消防団表彰

栃木県知事表彰
模範団員 村山　博充

栃木県消防協会長表彰
功績章 斎藤　勝利

勤
続
章

25年勤続 江連　正好・髙柳　幸雄・江面　政明・森戸　康雄

20 年勤続
町野　位夫・山本　佳明・髙野　　満・鈴木　貴雄
村井　悟之・津久井位夫・澤　　成幸・鈴木　光将
江連　祥弘・小久保友貴・佐藤　賢一

15 年勤続

和田　修司・森　　一浩・小森　達也・揚石　加実
長野　剛憲・小野寺良典・菊地　　豪・石塚　人一
松本　友成・小倉　明久・渡辺　智慈・室井　敏勝
関谷　一秀・小峯　安博・青木　寛裕・橋本　昌幸
津久井良彦

10 年勤続

石川　洋平・平山　雅史・吉田　真一・佐宗　弘章
松井　一晃・木村　泰規・小川　智士・八木澤康仁
赤羽　浩和・渡邉　幸一・星野　靖之・川上　秀一
髙野　　聡・阿美　秀典・大貫　　靖・樋口　惟亮
関谷　哲志・江連　将行・池田　健一・渡邉　正範
齋藤　圭吾・太刀川　巧・手塚　一美・齋藤　時臣
塚原　靖史・小川　幸浩・松本　次郎・橋本　尚典

栃木県消防協会塩谷支部長表彰
優良分団 第 4分団 第 5部　部長：和氣　久勝

団員：17 人　管轄区域：片俣、塩田

善行章
石川　洋平・山本　佳明・荒川　史行・岡本　英希
鈴木　章仁・斎藤　厚夫・谷口　裕志・大柿　光司
大野　貴弘

5 年勤続

櫻井　大輔・宅原　信之・大島　秀仁・小野﨑貴弘
田城　智章・小林　佑馬・佐藤　靖浩・柳田　　孝
笹沼　光則・北條　貴弘・黒﨑　真史・大谷　貴宏
小野﨑友博・小礒　博人・鈴木　一敬・髙久　孝一
舘脇　章郎・吉田　　智・坂口　優幸・矢板　将大
船山　博之

親子消防団員 斎藤　勝利・和希、髙瀬　英誠・和也
配偶者に対する感謝状 江連由紀子

　10 月 15 日（土）、矢板小学校校庭、および内川河川
敷で矢板市消防団通常点検が行われ、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を期待しています。
問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

（敬称略）

結果

消防署からのお知らせ
●救急出動で不搬送、5年で約 1.3 倍に
　不搬送とは、119 番通報で出動した救急隊が、誰も運
ばずに引き返すことです。
　塩谷広域管内の平成 28 年の全体の出動件数は 4,285
件ですが、その内、不搬送件数は 541 件と全体の約
12.6%を占めており、これは 5年前と比べると、約 1.3
倍に増えている状況です。不搬送の理由としては、「緊
急性なし」が全体の約 37%と最も多く、搬送を拒む「拒
否」が約 31%と次いでいます。
　救急車の台数、救急隊員の数は限られており、こういっ
た救急が増えると、本当に救急車を必要としている人の
ところへ到着できず、助かるはずの命が助からない事態
にもなりかねません。救急車の利用について、皆さんの
ご理解・ご協力をお願いします。

●防災関係事業者を装った訪問者にご注意ください
　県内で、防災事業者を装った窃盗事件が発生していま
す。「住宅用火災警報器の点検に来た」と話し、建物内
の火災警報器を点検して回る間に現金を盗むものです。
　住宅用火災警報器は、平成 21 年 6 月 1日から全ての
住宅（新築住宅は平成 18 年 6 月 1日から）の寝室や階
段室天井等に設置が義務付けられていますが、法令に基
づく点検義務はありません。もし、点検事業者が来た場
合は、点検を断るとともに、最寄りの消防署への通報を
お願いします。
※一定の共同住宅においては、消防法に基づき自動火災
　報知設備が設置されており、半年に 1度の点検義務が
　ありますので、点検事業者が訪問することがあります。
問い合わせ／塩谷広域行政組合消防本部　☎（４４）２５１３

新教育⻑に村上⽒、新教育委員に⽯塚⽒を任命
　4月 15 日をもって退任された大森敏教育長に代わり、
10 月 1日付けで村上雅之氏が新たに教育長に、　また、
9月 30 日をもって、任期満了で退任された綱川雅之氏
に代わり、10 月 1 日付けで石塚政行氏が新たに教育委
員に任命されました。
　大森前教育長は、平成 16 年 7 月 1日に就任して以来、
通算 3期 9 年 3 カ月教育長を務められ、長年の教育者
としての経験を生かし、市教育行政の運営に力を注いで
いただきました。
　綱川前教育委員は、平成 20 年 10 月 1 日から 2 期 8
年間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力を注いでいただきました。
　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

役職 氏名 任期
教育長 村上　雅之  　（乙畑） 平成 31 年 9月 30 日

教育長職務代理者 福田　博光  　（ 泉 ） 平成 30 年 9月 30 日

委員
宮田　由美子（ 中 ）平成 29 年 9月 30 日
矢板　秀臣  　（ 沢 ） 平成 31 年 9月 30 日
石塚　政行  　（乙畑） 平成 32 年 9月 30 日

石塚政行氏略歴
昭和 44 年生まれ
平成 23 年　片岡小学校 PTA 会長
平成 23 年　矢板市 PTA 連絡協議会会長
平成 26 年　片岡中学校評議員
平成 28 年　片岡中学校 PTA 会長

村上雅之氏略歴
昭和 28 年生まれ
平成 18 年　宇都宮市立上戸祭小学校長
平成 21 年　河内教育事務所長
平成 23 年　宇都宮市立城東小学校長
平成 27 年　㈶栃木県学校給食会理事長

新監査委員に坪⼭⽒を選任
　9月 30 日をもって退任された長山利男監査委員に代
わり、10 月 1 日付けで坪山和郎氏が新たに監査委員に
選任されました。任期は平成 32 年 9 月 30 日までの 4
年間で、市の代表監査委員として活動されます。
　長山前監査委員は、平成24年10月1日に就任して以来、
4年間、市の代表監査委員を務められ、長年の経験を生
かし、最少の経費で最大の効果をあげることが求められ
る市の財務の監査に力を注いでいただきました。
　ありがとうございました。

問い合わせ／監査委員事務局　☎（４３）６２１９

坪山和郎氏略歴
昭和 24 年生まれ
昭和 52 年　栃木県職員
平成 22 年　（公財）男女共同参画財団常務理事
平成 23 年　（公財）とちぎ未来づくり財団副理事長
平成 28 年　（公財）栃木県産業振興センター
　　　　　　　　知的財産支援センター長

⼈権擁護委員が
新たに委嘱されました
　10 月1日付けで、藤田一
夫さん（新任）と櫻井宣子さ
ん（新任）が人権擁護委員
として法務大臣から委嘱さ
れました。任期は3年間です。
　人権擁護委員は、基本的人権の権利が侵害されること
のないよう、人権についての相談業務や人権擁護の PR
活動をしています。
●人権擁護委員は、次の方々です
　矢板　永子さん（ 沢 ）　坂井　隆雄さん（東泉）
　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　宣子さん（長井）
●毎月、人権相談を開催しています
　日時／毎月第 2火曜日　10：00 ～ 15：00
　場所／保健福祉センター 2階相談室

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

12/4（日）～10（土）「第68回人権週間 」、12/10（土）「人権デー」 
～考えよう  相手の気持ち  育てよう  思いやりの心～

○

矢板市長表彰

20年勤続
町野　位夫・山本　佳明・髙野　　満・鈴木　貴雄
村井　悟之・津久井位夫・澤　　成幸・鈴木　光将
江連　祥弘・小久保友貴・佐藤　賢一

優良団員

菊地　健児・八木澤進治・小川　　靖・荒井　貴志
宅原　信之・大柿　光司・大島　秀仁・薄井　　学
深澤　大地・小林　佑馬・関谷　優介・相澤　正広
齋藤　勇輝・菅沼　利昌・齋藤　弘光・黒鵜　　強
室井　正博・渡邊　幸一・笹沼　友和・増村　和将

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 3分団 第 2部

火気取締り優良主婦 鈴木　伸江・飯村かおり・鈴木　礼子
矢板市消防団長表彰
優秀分団 第 3分団 

矢板市まとい会長表彰
優秀部 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 3分団 第 2部
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各種⼿当のご案内

手当の種類 対象 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、または母に引き続き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
　療育手帳、あるいは診断書

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る方、またはその保護
者（親族）

●印鑑　　　●預金通帳
●特定医療費（指定難病）受給
　者証、または小児慢性特定
　疾病医療費受給者証

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

●障がい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
　氏家税務署では、「平成 28 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 28 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 21 日（月）

14：00 ～ 16：00

那須烏山市烏山公民館（那須烏山市中央 2-13-8）
11 月 22 日（火） 矢板市文化会館  小ホール（矢板市矢板 103-1）
11 月 24 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 25 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 1 日（木） 10：00 ～ 12：00
（農業所得関係）

14：00 ～ 16：00
（営業等・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 6 日（火） 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 12 日（月） 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 7 日（水） さくら市氏家公民館（さくら市櫻野 1322-8）

 「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、さまざまな広報施策を実施しています。今年は、「くらしを
支える税」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

　皆さんにご協力いただいた「歳末たすけあい募金」から、
経済的に困窮している世帯に対し、見舞金を配分します。
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は対象外です。
※世帯の収入基準などがあるため、収入証明書類が必要となります。
申請方法／
　11月1日（火）～12月2日（金）までの8：30～17：15（土・
日・祝日を除く）に、直接申請（郵送不可）してください。窓口ま
で来られない場合は、地区担当民生委員にご相談ください。
申請・問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

歳末たすけあい⾒舞⾦

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 月は県の「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相談会を開催します。
日時／ 11 月 14 日（月）13：00 ～ 17：00
場所／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／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。
●インターネットのトラブルにご注意ください！
　身に覚えのない請求は「架空請求」です。慌てて支払っ
てはいけません。また、インターネット通販では、「商
品がイメージと違う」「返品や交換ができない」などの
トラブルになることがあります。利用の際には、契約内
容や返品・解約のルールをよく確認しましょう。
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

平成29・30年度
⼊札参加資格審査のお知らせ
受付期間／
［物品等納入］12 月 1 日（木）～ 15 日（木）＊必着
［建設工事］［測量・建設コンサルタント等］
　平成 29 年 1 月 10 日（火）～ 24 日（火）＊必着
申請方法／郵送で提出してください。（当日消印不可）
有効期限（平成 29・30 年度）／
　平成 29 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日
申請書の請求方法／
　市ホームページ（トップページ＞分類でさがす＞事業者の
方へ＞入札・契約＞入札参加申請・登録）からのダウンロード、
または総務課窓口で請求してください。
注意事項／
　草刈業務、および側溝清掃業務の委託業務を希望され
る場合は、物品等納入入札参加資格申請を行ってください。
申請・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市本町 5-4　矢板市総務課
　☎（４３） １１１３

　「矢板市公共施設等総合管理計画」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
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／
　11 月 18 日（金）までに、履歴書（写真付）、および
公共施設のあり方についての意見（400 字程度・様式自
由）を記入の上、郵送、または直接お持ちください。
そのほか／報酬や交通費などの支給はありません。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市本町 5-4　矢板市総務課
　☎（４３） １１１３

⽮板市公共施設等
総合管理計画策定委員募集



　　平成 28 年 11 月号 21平成 28 年 11 月号20

市からのお知らせ Yaita Infomation

　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

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〜11⽉は児童虐待防⽌推進⽉間〜

「農地利⽤意向調査」を
⾏います
　農業委員会の活動計画の一環として、農業委員および
事務局職員により、8月から農地利用状況調査（農地パ
トロール）を行い、農地の違反転用の発生防止、耕作放
棄地及び遊休農地の発生防止に取り組みました。
　その結果を元に、耕作されていないと思われる農地
の所有者へ、「農地利用意向調査書」を送付しますので、
「農地における利用の意向について」の書類に漏れなく
記入・押印の上、返送いただきますようお願いします。
　この調査と入れ違いで、耕作を再開されていた場合は
ご容赦ください。
問い合わせ／農業委員会事務局　☎（４３）６２２０

遊休農地を解消する農業者
等に助成⾦を交付します
　遊休農地を借りて解消する農業者等に対し、助成金を
交付する事業として、①耕作放棄地再生利用交付金（国
の事業）、②遊休農地解消支援事業（県の事業）があります。

問い合わせ／農業振興課　☎（４３）６２１０

①耕作放棄地再生利用交付金 ②遊休農地解消支援事業

主な
要件

10万円以上 /10aの解消経費
が掛かる農地

6万円以上 /10a の解消経費
が掛かる農地

補助
金額

【再生作業】5万円 /10a
※重機を用いる場合は事業費の1/2以内
【解消した農地へのパイプハウス
等の導入】事業費の1/2以内

【再生作業】3万円 /10a
※①の国の事業より荒廃程度が
　軽い農地も対象、また、国の
　事業への上乗せ助成も可能

※遊休農地の荒廃状態で判断します。
※既に解消した農地は対象外です。解消前にご相談ください。

道路に張り出した樹⽊は切りましょう

「⼈・農地プラン」を更新します
　次の要件に該当する方は、「人・農地プラン」への位
置付けが必要となりますので、11 月 9 日（水）までに
印鑑持参の上、農業振興課まで申し出てください。
要件／①今年度、農地中間管理機構を活用し農地の借受
　　　　け予定がある農業者
　　　②新規就農者
　　　③スーパーＬ資金を借りる予定の農業者
　　　④経営体育成支援事業等国庫補助事業を導入する
　　　　予定がある農業者
　　　⑤リタイヤや経営転換等により農地を担い手に集
　　　　積する予定の農業者
　　　⑥畦畔で接続する２筆以上の農地を担い手に貸付
　　　　する等予定の農業者

　また、今回更新を行う「人・農地プラン」に対して、
合意形成を行うための話し合い、および農地中間管理機
構等の制度、並びに農業委員会職員による農業委員・農
地制度の改正に関する説明会を行いますので、ご参加く
ださい。

問い合わせ／農業振興課　☎（４３）６２１０

地区名 日時 場所

矢板地区 11月16日（水）

16：00 ～

生涯学習館
2階研修室（1）

片岡地区 11月17日（木） 片岡公民館
コミュニティホール

 泉地区 11月 22日（火） 泉公民館
1階集会室

道路 道路管理者

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、フロントガラスを枝が落下し、フロントガラスを
貫通した事故の車の様子貫通した事故の車の様子

  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

  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

防災⾏政無線を⽤いた全国⼀⻫
情報伝達訓練を実施します
　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 29 日（火）11：00 頃
放送内容／

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

（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）

「資源物回収ステーション」
を統合します
　11 月 28 日（月）に市役所本庁舎の北側入口に設置し
ている「資源物回収ステーション」をリニューアルする
ことに伴い、同日をもって、
矢板公民館に設置しているス
テーションを廃止します。
　統合後の回収品目は次の通
りです。夜間でも出すことが
できますので、ご活用くださ
い。ごみの減量のため、皆さ
んのご協力をお願いします。
※ご注意ください！
　弁当や総菜の容器など、回収できないものやごみを置
いていく方がいます。「資源回収ステーション」は、ご
み捨て場ではありませんので、回収対象のものだけを入
れてください。
問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

回収品目
・ペットボトル、キャップ
・紙製飲料パック
　（牛乳パックなど）

・発泡スチロール
　（汚れを落としてください）  

・卵パック
　（シールのついていないもの）

・食用油
・蛍光管

○



　　平成 28 年 11 月号 23平成 28 年 11 月号22

市からのお知らせ Yaita Infomation

　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 13 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27回
⽮板たかはらマラソン開催

日時／平成 29 年 1月 15 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 25 日（日）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39回新春マラソン⼤会開催

分 区分 男子 女子 区分 男子 女子

① 小学 1・2年生 1.0㎞
⑥ 家族マラソン
（未就学児と保護者） 1.0㎞

② 小学 3・4年生 2.5㎞

③ 小学 5・6年生 2.5㎞

⑦
市長とブレックス
の選手と一緒に
ジョギング

（年齢性別不問）

2.5㎞④ 中学生 5.0㎞ 2.5㎞

⑤ 一般（高校生以上） 5.0㎞

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 26 日（土）9：00 ～ 16：00
　　　27日（日）9：00 ～ 15：00
●芸能発表会
　（小・中学生コーラス、民謡、舞踊、カラオケなど）
　11 月 27 日（日）10：00 ～ 13：00
●特別企画（もちつき大会）
　11 月 27 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

●矢板駅前イルミネーション
点灯式／
　11 月 25 日（金）18：00 ～
点灯期間／
　11 月 25 日（金）
　～平成 29 年 1月 13 日（金）
　17：00 ～ 23：30
　※初日のみ 18：00 ～
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
　今年は、片岡駅の西口と東口をイルミネーション
で彩ります。
点灯式／ 12 月 1 日（木）17：00 ～　片岡駅西口
点灯期間／
　12 月 1日（木）～平成 29 年 1月 9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

駅前イルミネーション開催
　10 月 9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、体育協会表彰が行われました。
みなさんの今後のさらなる活躍を期待しています。
※第 56 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。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

平成28年度⽮板市体育協会表彰
優秀選手（平成 27年 9月 1日～平成 28年 8月 31 日）　

陸上競技
鈴木　瑠海・大島　将真・黒田　漱汰・郡司美奈子
渡辺　健太・青木　健浩・齋藤　直彦・大塚　智哉
久保　憲慎・小山　愛実・蛭田　結衣・塚原　淳之
林田　祥志

ソフトボール

池田　奈央・荒浪　翔愛・八木澤杏南・笹沼　　涼
佐藤由美子・渡邉　花梨・長久保心愛・植木　希果
阿部　歩華・荒浪　美羽・神山　奈菜・澁谷　優芽
神山　玲菜・荒浪　愛音・和氣　紗花・和氣　彩花
藤田　侑香

ソフトテニス 渡邉　清二・玉木　光一・小原　恵美・中山　真弓
神立久美子

サッカー

八田　温樹・山本　聖太・土屋　　巧・瀧田　尚由
佐藤　麻陽・星　　景虎・松本　京侍・黒崎　皓嗣
鈴木楽維夢・水口　嵩大・成瀬　貴哉・関　日向多
野口　仲吾・齋藤　瑠輝也・加籏　陽・城田　陸朗
大谷津萌花・鈴木　太晟・木澤　遼人・坂井　大河
本橋　琉偉・小口　すず・佐々木美加・宮本　仁奈
渡辺　優三・真下　瑞都・蓮沼　雄也・稲見　哲行
伊藤　　心・澤野　祐輝・呉　　晴樹・松井　蓮之
江口　隼人・柳﨑　大介・鈴木　康孝・劒持　寛人
山下　育海・山梨　卯月・白井　陽貴・吉田　斗哉
吉原　　諒・荒井　公男・田城　　孝・岡本　和久
菊地　建夫・近藤謙一郎・亀山　利夫・猪瀬　孝夫
和氣　守義・伊沢　康昌・関谷　利紀・髙橋　宏司
井上　貴仁・印南　正光・津守　直人・長野　世治
菊地　　豪・大嶋　貴保・齋藤　雅和・新田　寿則
津守　茂幸・鈴木　宏明・藤田　正明・石塚　政行
塩谷　　隆・相馬　忠人

剣道 中郷　成生・清武　賢也
弓道 鈴木　亮汰・矢板　靖夫・影山　汐音
相撲 齊藤　龍希

空手道 手塚　遥大・堀池　達斗・鈴木　一郎・篠﨑　　章
中野　智文

ゲートボール 小野﨑郁夫・小川　一十・小川　朝美・塚原　モト
羽島千代子

（順不同・敬称略）

結果

郷⼟資料館市⺠作品展
第22回写真集団「四⽅⼭」写真展開催

　写真集団「四方山」は昭和 61 年 10 月に結成し、現
在 6人の会員で活動しています。今回の写真展では、市
内外の約 40 点の作品を展示します。ぜひご覧ください。
日時／
　11 月 19 日（土）～ 12 月 4日（日）
　10：00 ～ 16：00
　※初日は 13：00 ～、最終日は 15：00 まで
場所／郷土資料館  多目的ホール
観覧料／無料
問い合わせ／
　郷土資料館　☎（４３）０４２３　
　＊月曜休館

アロマ講座
〜ハンドクリームを作ろう！〜募集

　精油とハーブを加えたキャリアオイルに、蜜ろう、シ
アバターを足して、オリジナルのお肌しっとり無添加ハ
ンドクリームを作りましょう。
日時／ 12 月 15 日（木）9：30 ～ 11：30
場所／片岡公民館  調理室
参加費／ 1,000 円
持ち物／筆記用具
対象・定員／女性 15 人　＊先着順
申込方法／
　12 月 2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

バリアフリー映画
上映会開催

　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。
＊バリアフリー映画とは…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る映画のことです。

日時／ 11 月 17 日（木）13：30 ～ 15：00
場所／泉公民館  集会室
　　　※ 1階のため、車椅子で入場いただけます。
内容／博士の愛した数式
そのほか／
 ・入場無料。申し込みは必要ありません。
 ・障がいの有無や年齢にかかわらず、参加いただけます。
 ・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

スポーツ功労賞
伊藤　武（ソフトテニス協会）・小原　満（剣道連盟）
体育功労者賞
齋藤　勝位（卓球連盟）・中村　孝（サッカー協会）
谷　和明（剣道連盟）・森島　幸子（体育連盟ダンス専門部）
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日時／
　平成 29 年 1月 8日（日）9：40 開始予定
対象／
　平成 8年 4 月 2 日から平成 9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 21 日（月）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

　塩谷南那須地区の小・中学校において、きめ細かな指
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、保健室業務の補助を行う非常勤養護助教諭
を募集します。また、市採用非常勤講師募集の紹介も併
せて行います。
条件／
 ・教員免許状（養護教諭免許状）所有している方
 ・健康でやる気があり、平成 29 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 20 日（火）までに郵送してください。

※履歴書の左上余白に「非常勤講師希望」「非常勤養護
　助教諭希望」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：非常勤講師希望　第1希望 県採用　第2希望 ○○市（町）採用）
そのほか／
 ・矢板市採用希望の方については、履歴書を矢板市教育
　委員会に回送し、矢板市教育委員会よりご連絡します。
 ・採用の有無については、書類選考・面接の上、3月上
　旬頃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 臨時採用教員担当係
　☎（４３）０１７６

　沿道での応援をお願いします。
日時／ 12 月 4 日（日）
　　　9：20 ～開会式　10：00 スタート（塩谷町役場）
コース／塩谷地区内 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

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

中継所 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

通過予定 11：08 11：19 11：34 11：43 12：10
種別 一般 一般 中学生 一般

　12 月 3日（土）～ 9日（金）の「障害者週間」に併せ、
障がい者福祉に関する講座を開催します。
日時／ 12 月 3 日（土）13：00 ～ 15：30（12：30 開場）
場所／文化会館  小ホール
内容／
≪オープニング≫たかはら学園和太鼓クラブによる和太鼓演奏
≪第1部≫矢板市＝

イコール

住みやすい市をめざして
障がい児者相談支援センター相談支援専門員による講話、市
内障がい者福祉施設の紹介、施設利用者による発表

≪第2部≫障がい者福祉体験をしよう！～障がい者の気持ちを体験～
白 ・車椅子・軍手体験
障がい児者との交流～矢っちゃれ隊と一緒によさこいを踊ろう～

そのほか／
 ・入場無料。申し込みは必要ありません。
 ・ロビーで障がい者施設による物品販売を行います。
問い合わせ／社会福祉課　障がい福祉担当
　　　　　　☎（４３）１１１６　 （４３）５４０４

　ヴァイオリニスト、ピアニスト、ソプラノ歌手の演奏
や客席と一体となった「市民ふれあいコンサート」は今
回の 5回目をもって、ファイナルとなります。
　今回も皆さんがよく知っている曲を聴いたり、演奏家
と一緒に歌うコーナーなど、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 4 日（日）13：30 ～（13：00 開場）
場所／文化会館 大ホール
参加費／無料
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
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