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Infomation Board

これからの暑い夏をサッパリと
シャワータイム!

節水型

敬老会を開催します
　長年にわたり社会に貢献してきた高
齢者の皆さま、長寿お祝い申し上げま
す。今年も行政区長をはじめ、地域の
皆さまのあたたかいご支援のもと、そ
れぞれの地域の会場で「敬老会」を
開催します。
　皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参
加ください。
招待者／
　昭和16年 4月1日以前に生まれた
方で、平成28年 8月1日現在矢板市
にお住まいの方（住民基本台帳に登録
してある方）
※招待者には、日時・会場を書いた招
　待状をお届けします。
問い合わせ／
　敬老会実行委員会事務局
　（市高齢対策課）　☎（４３）３８９６

農地パトロールについて
　農業委員会の活動計画の一環とし
て、8～12月まで農地利用状況調査（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、および
遊休農地の発生防止に取り組みます。
　農地パトロールでは、現地調査を
行い、農地の違反転用の実態を調査・
把握し、違反転用者に対し農地への
回復など指導、勧告を実施します。ま
た、耕作放棄地などについては、所
有者に意向調査を行い、農地の再生、
今後の農地利用計画などを指導して
いきます。
　農地パトロールの際には、農業委員・
事務局職員が農地に直接調査に伺い
ますので、ご理解・ご協力をお願いし
ます。
問い合わせ／農業委員会事務局
　　　　　　☎（４３）６２２０

漏水調査を実施中です
　市では、水道管の漏水対策として、
今年度も漏水調査を実施しています。
場合により、宅地内への立ち入りが必
要になることがありますので、その際
はご協力をお願いします。
調査期間／平成29年3月31日まで
調査場所／市内各所
調査方法／
　漏水探知機による調査・メーター
ボックス内の音調調査
調査委託会社／吉川水道サービス㈱
※調査期間中、調査員は「漏水調査員」
　の腕章を付けています。
※この調査により、委託業者が費用を
　請求することはありません。
問い合わせ／
　上下水道事務所　☎（４４）１５１１

かたおか軽トラ市を開催します
日時／ 10月2日（日）10：00～15：00
場所／片岡駅西口周辺
交通規制／ 9：00～16：00（予定）
駐車場／片岡小学校校庭
※台数に限りがありますので、JR等公共
　交通機関をご利用ください。
問い合わせ／
　軽トラ市実行委員会（商工会）
　☎（４３）０２７２

地域と輪になる夏まつり in長井
日時／ 8月27日（土）10：00～14：00
場所／旧長井小学校
　　※雨天時・長井体育館
　（放課後等デイサービスりんごの木） 
内容／
　模擬店・子育て相談・昔遊び ・地域
で活動しているサークル等の披露 ・マ
ジックショー・三味線
問い合わせ／
　夏まつり実行委員会
　（NPO法人ワーカーズコープりんごの木）
　☎（４３）０４２４

栃木県司法書士会・無料電話相談会
「空き家問題110番」
日時／ 9月3日（土）10：00～15：00
相談方法／電話相談（当日のみ）
　　　　　☎０２８（６３６）８０５０
相談内容／空き家問題
問い合わせ／栃木県司法書士会
　　　　　　☎０２８（６１４）１１２２

○

お 知 ら せ

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
きつれがわ
サマーフェスティバル&花火大会
　約5,000発の花火が夜空に打ち上げ
られます。
日時／ 8月15日（月）
　　　12：00～サマーフェスティバル
　　　（抽選会、ステージショーなど）
　　　19：40～花火大会
場所／道の駅きつれがわ隣水辺公園
問い合わせ／喜連川観光協会
　　　　　　☎０２８（６８６）３０１３

高根沢町
元気あっぷむら夏祭り＆ミニ花火大会
　ステージイベント、模擬店など
日時／ 8月12日（金）16：00～
　　　（20：30～ミニ花火大会）
場所／元気あっぷむら特設会場
問い合わせ／元気あっぷむら
　　　　　　☎０２８（６７６）１１２６

塩谷町
第21回ふるさと納涼祭花火大会
日時／ 8月15日（月）
　　　17：00～ 21：00
　　　※予備日：8月16日（火）
場所／塩谷町工業団地内
問い合わせ／ふるさと納涼祭実行委員会
　　　　　　☎０２８７（４５）２２１１

献血にご協力ください！
日時／ 8 月 23 日（火）
　　　10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
場所／市保健福祉センター（東側駐車場）
内容／全血献血のみ 200ml、400ml
※移動献血車（バス）での献血となります。
問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８

市営片岡駅西口駐車場定期利用
申込受付中
受付区画／ 5区画
料金／ 1区画　月4,000円
利用期間／
　9月1日～平成29年3月31日
申込期限／ 8月19日（金）
申込に必要なもの／
　印鑑、利用する車のナンバー
そのほか／
 ・車庫証明は発行しません。
 ・申込者多数の場合、抽選となります。
　（市民の方優先）

 ・駐車場に空きがあれば、締切後も受
　け付けます。
申込・問い合わせ／
　〒329-2162　矢板市末広町3-2
　（一財）矢板市施設管理公社
　（勤労青少年ホーム内）　☎（４３）４６２０

県北産業技術専門校・訓練生
訓練期間／
　10月7日（金）～11月30日（水）
　9：30～15：30
訓練内容／
　パソコンの基本操作と利用技術、お
よびインターネットの利用方法を学ぶ。
対象・定員／
　身体・精神障がいがあり、ハローワー
クに求職申し込みされている方、5人
募集期間／8月10日（水）～9月9日（金）
選考／ 9月21日（水）面接
そのほか／
 ・受講料無料。ただし、教材等は自己
　負担。

 ・申し込みは、下記またはお近くのハ
　ローワークまで。
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

夏休み親子和太鼓体験教室
（※チャレンジやいた関連事業）
　夏の思い出に、親子で太鼓を打って
楽しみましょう。
日時／ 8月20日（土）13：00～15：00
場所／市文化会館小ホール
対象／初めてバチを握る小学生以上
参加費／無料
必要なもの／
　体育館用上履き、汗拭き用タオル
申込・問い合わせ／
　野州轟一番太鼓会長　細川
　☎０７０（５５４５）２１２０

矢板国際交流会バスツアー　　 
　蔵の街の栃木市を市内在住外国人
の方 と々一緒に堪能しましょう！
日時／ 9月4日（日）8：15～17：00
　　　矢板市役所南側駐車場集合
場所／栃木市（蔵の街遊覧船（巴波川）など）
定員／ 35人
参加費／ 1,500円（昼食代・船代込）
申込方法／ 8月20日（土）までに
　　　　　お申し込みください。
申込・問い合わせ／
　会長　関　☎０９０（３５０１）４２３８

「世界に羽ばたく」プロジェクト
「あなたにとって家とは？」作文・イラスト募集
応募方法／
　8月15日（月）までに、「あなたにとっ
て家とは？」をテーマに、作文・イラ
ストなどをはがき裏面に書いて、郵送
してください。その際、表面には氏名、
住所、連絡先を記入してください。
展示期間・場所／
　8/17～  9/18　図書館
　10/6～10/11　道の駅やいた　など
応募・問い合わせ／
　〒329-2142　矢板市木幡2054-1
　ソフィア　代表　高瀬
　☎０９０（３４０１）１７５５

募　　集
平成28年度自衛官等

申込・問い合わせ／自衛隊大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

下水道排水設備工事責任技術者
①更新講習会  ②講習会・模擬試験  ③試験

申込・問い合わせ／（公財）とちぎ建設技術センター　☎０２８（６２６）３１８７

種目
自衛官候補生 一般曹候補生

（男女）
航空学生
（男女）

防衛大学校学生（男女）
男子 女子 AO 推薦

応募資格 18歳以上27歳未満の方 高卒（見込含む）で21歳未満の方
（＊推薦は学校長の推薦が必要）

受付期間 受付中～9月8日（木） 9月5日（月）～8日（木）

試験日
9月中旬～
10月中旬の
指定する日

9月23日（金）
～27日（火）
のいずれか

9月16日（金）・
17日（土）の
いずれか

9月22日
（祝・木） 9月24日（土）9月24日（土）・25日（日）

試験場所 宇都宮市
または大田原市 宇都宮市 宇都宮市

または大田原市 宇都宮市 防衛大学校
（神奈川県横須賀市）

①更新講習会 ②講習会・模擬試験 ③試験

日時 11月1日（火）14：00～16：00 9月29日（木）
10：00～17：00

10月25日（火）
14：00～16：00

場所 大田原市ふれあいの丘（大田原市福原1411-22） コンセーレ（宇都宮市駒生1-1-6）
申込期間 8月31日（水）まで　＊当日消印有効

そのほか
≪対象≫
現在持っている資格の有効期限が平成29年
3月31日までの方、または有効期限が平成28
年3月31日で切れ、現在資格失効している方

≪申込用紙≫
（公財）とちぎ建設技術センター、および矢
板市上下水道事務所で配布しています。

○
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いろいろ取り揃えています。いろいろ取り揃えています。

不用品登録情報
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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・電動ウォーカー
・ランドセル（赤）

・自転車（大人用）


