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○「キッチン、お風呂、トイレのリフォームは当店におまかせ！」「キッチン、お風呂、トイレのリフォームは当店におまかせ！」
矢板で創業 100 年。地元に密
着した会社です。
プランニングから施工、修理
まで責任をもって対応させて
いただきます。
お気軽にご相談ください。
御見積りは無料です。

安沢小学校運動会に高齢者を
招待します
　安沢小学校の運動会に高齢者の
皆さんをご招待します。参加を希望
される方は、事前にお申し込みの上、
当日学校で受け付けをお願いします。
たくさんの方の参加をお待ちしてお
ります。
招待対象／
　安沢小学校学区内の75歳以上の方
運動会開催日／ 5月21日（土）
申込・問い合わせ／
　安沢小学校　☎（４８）１００５

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13日（月）～15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10日（火）
※以降は毎週火・木曜の同時間帯で品切れまで
販売時間／ 9：00～12：00
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・トウガラシなど）    60円

問い合わせ／
　〒329-2155　矢板市片俣 618-2
　矢板高校　☎・ （４３）０２６０

平成29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26日（木）14：00～15：30
場所／
　市生涯学習館（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

春の山野草展
日時／
　5月7日（土）9：00～17：00
　　　8日（日）9：00～15：30
場所／
　片岡公民館 コミュニティホール
展示内容／
　競技花・単品植え・寄せ植えなど
入場料／無料
問い合わせ／
　片岡山野草愛好会
　谷田方　☎（４８）０１４６

親子で「佐野こどもの国」に行こう！
～おもいっきり体を使って遊びましょう～
日時／
　5月28日（土）8：50～15：00
　＊雨天決行
　8：50市体育館前駐車場集合
　9：00出発
参加費／
　 大人300円
　子ども（小学生以下）100円
　＊当日集金します。
定員／
　市内在住の親子12組程度　＊先着順
持ち物／
　昼食、飲み物、レジャーシート

申込方法／
　5月6日（金）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22日（日）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

「とちぎ笑顔つぎつぎカード」が
全国で利用可能になりました
　4月から「とちぎ笑顔つぎつぎカー
ド」が全国の「子育て支援パスポート
事業」協賛店舗等で利用できるよう
になりました。（一部の都道府県を除く）
　県外で「とちぎ笑顔つぎつぎカー
ド」を使用するためには、原則として
全国共通ロゴマークの表示が必要と
なります。現在「とちぎ笑顔つぎつ
ぎカード」をお持ちのご家庭は、子
ども課窓口にカードをお持ちになり、
ロゴマークシールを
お受け取りください。

　なお、県内でのカード使用に当たっ
ては、全国共通ロゴマークは必要あり
ません。各都道府県における協賛店舗
等などの詳細については、とちぎ未来
クラブのホームページ（http://www.
tochigi-mirai.jp/）をご覧ください。
問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

募　　集

お 知 ら せ

6月5日（日）軽トラ市開催！
　本通りで軽トラ市を開催します。
とれたて野菜や手作り小物など、こ
の日しか食べられない、観られない、
買えない素敵な商品がいっぱいです。
ぜひお越しください。
日時／
　6月5日（日）10：00～15：00
場所／
　本通り（国道 461号）
　矢板武記念館～足利銀行矢板支店
　※9：00～16：00交通規制あり
問い合わせ／
　軽トラ市実行委員会（市商工会内）
　☎（４３）０２７２

6月1日現在で平成28年経済
センサス -活動調査を実施します
　この調査は、全国すべての事業所・
企業を対象に全産業分野について、
売上（収入）金額や費用などの経理
項目を同一時点で網羅的に把握する
我が国唯一の重要な調査であり、統
計法に基づいた報告義務のあるもの
です。
　調査票は平成 28年 5月末までに
お届けしますので、ぜひインターネッ
トでご回答ください。
　調査の趣旨、必要性をご理解いた
だき、ご回答をよろしくお願いします。
問い合わせ／
　経済センサス-活動調査コールセンター
　☎０１２０（１４３）１５０
　市総合政策課電算統計班
　☎（４３）１１７０

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 28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（火）
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

国民生活基礎調査を実施します
　厚生労働省の統計調査である国民
生活基礎調査が 6月と7月の 2回、

実施されます。調査は、本市の一部
を対象に行われ、対象世帯には、知
事の身分証を携帯した調査員が、直
接調査のお願いに伺いますので、ご
協力をお願いします。なお、電話等
で調査内容をお聞きすることはあり
ません。
　詳しいことは、県ホームページを
ご覧になるか、県健康増進課にお問
い合わせください。
問い合わせ／
　県健康増進課　健康長寿推進班
　☎０２８（６２３）３０９４
　  http://www.pref.tochigi.lg.jp/

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

「協会けんぽ」の保険料率のお
知らせ
　中小企業等で働く方やそのご家族
が加入している健康保険「協会けん
ぽ栃木支部」の健康保険料率は4月
納付分より、9.94％へ引き下げ、介
護保険料は据え置きになります。詳
しい内容はホームページをご確認く
ださい。
問い合わせ／
　協会けんぽ栃木支部
　☎０２８（６１６）１６９１
　  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

不法電波はいけません！
　電波は暮らしの中で欠かせない大
切なものです。総務省では、6月1日
から10日までを「電波利用環境保護
周知啓発強化月間」とし、電波を正
しく利用するための周知・啓発活動
および不法無線局の取り締まりを強
化します。電波のルールはみんなで
守りましょう。

問い合わせ／
　関東総合通信局
●不法無線局による混信・妨害
　☎０３（６２３８）１９３９
●テレビ・ラジオの受信障害
　☎０３（６２３８）１９４５
●地上デジタルテレビ放送の受信相談
　☎０３（６２３８）１９４４

・自転車（大人用）
不用品登録情報 ・スキージャンバー（上下）

　ジュニア男子用（150cm）ジュニア女子用（160cm）女性用（160cm）

・自転車用ヘルメット（女性用）
・電動ウォーカー

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
※5月28日（土）・29日（日）には、
　ポピー祭りを開催します！
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
エコ・フェスタ
日時／
　5月29日（日）10：00～14：00
場所／
　エコ・ハウスたかねざわ
内容／
　体験教室、ステージ発表、展示発表、
　模擬店　など
問い合わせ／
　エコ・ハウスたかねざわ
　☎０２８（６８０）２０８０

塩谷町
尚仁沢はーとらんど・新緑祭り
日時／
　5月14日（土）9：00～17：00
場所／
　尚仁沢はーとらんど
内容／
里芋ふらい販売、野菜直売、
木工教室など

問い合わせ／
　尚仁沢はーとらんど
　☎０２８７（４１）１０８０

ロゴマークシールは
「とちぎ笑顔つぎつぎ
カード」の右上に
貼り付けてください。


