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【感謝状受賞者】
○勤続年数 4年

○勤続年数 6年

［敬称略］

　4 月 28 日（木）、文化会館小ホールにおいて、平成
28 年度の区長会議と区長会総会が行われました。区長
会議では、新区長に委嘱状が手渡されたほか、永年勤続
区長に感謝状が贈られました。
　総会では、区長会の役員改選が行われ、会長に手塚典
夫氏（矢板三区）、副会長に猪瀬岩夫氏（末広町）、山﨑忠
義氏（上太田）、神長准一氏（山苗代）の 3人が就任しました。
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

平成 28 年度の区⻑紹介

未来づくり懇談会
　「未来づくり懇談会」は、地域住民の方々と市長が直
接意見交換を行い、行政の抱えている課題を理解してい
ただくとともに、より詳細な地域単位での実状や要望を
把握し、きめ細やかな行政を推進するため、実施するも
のです。ぜひご参加ください。
開催概要／
 ・平成 28・29年度の 2年度をかけ、全行政区で実施しま
　す。なお、平成 28年度は泉地区の全行政区、および矢
　板地区内の一部行政区（矢板一区～塩田）で実施予定です。
 ・市と行政区長が調整し、意見交換テーマを決定します。
 ・原則、開催時間は19：00～ 20：00のおおむね 1時間、
　対象は行政区内市民、会場は自治公民館とします。

案内方法／
　開催前月に、該当行政区に日時・場所・意見交換テー
マを記載したチラシを班回覧し、お知らせしますので、
ご確認ください。
　また、市ホームページ（トップページ＞市長の部屋＞広聴
事業について）や、広報やいたのおとなカレンダーでも日
程をお知らせします。
そのほか／
　未来づくり懇談会を行うため、平成 28・29 年度の市
民懇談会は開催しません。あらかじめ、ご了承ください。
問い合わせ／秘書広報課　☎（４３）３７６４

開催

　市では、市民の皆さん一人ひとりのライフステージに
応じた健康づくり推進のため、計画を策定し、事業を推
進しています。この度、10 年ごとの見直しを行うため、
策定委員を募集します。
募集人数／ 2 人　＊応募者多数の場合は抽選
任期／ 7 月～平成 29 年 3月
応募資格／
　市内在住の 18 歳以上で、年 3回程度の委員会に出席
可能な方
※委員会の開催は、19：00 頃を予定しています。

応募方法／
　6月 17 日（金）までに、住所、氏名、生年月日、健
康づくりについての意見（400 字以内、様式自由）を記
入の上、直接お持ちいただくか、郵送、ファクス、メー
ルでご応募ください。
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　矢板市健康増進課
　☎（４３）１１１８　 （４３）５４０４
　✉ kenkouzousin@city.yaita.tochigi.jp

⽮板市健康増進計画
「第 2 期すこやか⽮板 21」策定委員募集

　市では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るた
め、保険適用外の治療費の一部を助成しています。
対象／次の全てに該当する方（ご夫婦とも）
 ・人工授精、体外受精、顕微授精のいずれかの治療を受
　けた婚姻中の方（体外受精、顕微授精については県の
　助成を受けている方）
 ・矢板市に申請日の前日から起算して１年以上住民登録
　のある方
 ・市税を滞納していない方
 ・各種医療保険の被保険者、または被扶養者である方
 ・その他、市の交付要綱に定める要件を全て満たす方
助成金額／
　申請 1回につき上限 10 万円

助成回数／
　助成を受けた初回治療開始時の妻の年齢によって、助
成を受けられる回数が異なります。

そのほか／
　県の助成制度（体外受精および顕微授精）について詳し
くは、県北健康福祉センター　☎（２２）２２５９にお
問い合わせください。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

不妊治療費を助成します

妻の年齢（助成を受けた初回治療開始時） 助成回数
39歳以下 通算6回まで
40～ 42歳 通算3回まで
43歳以上 助成対象外

行政区名 氏　名 行政区名 氏　名

矢
板
地
区

矢板一区 松本　育夫

泉
地
区

立足 亀山　栄一
矢板二区 荒井　茂 平野 津久井　良樹
矢板三区 手塚　典夫 下伊佐野 渡邉　栄之
矢板四区 川島　基義 上伊佐野 森本　金一
矢板五区 秋葉　充 第一農場 津久井　信一
矢板六区 秋山　善昭 第二農場 原　守明
末広町 猪瀬　岩夫 田野原 片山　義久
富田 佐藤　勤 山田 鈴木　幹夫
木幡東 豊田　康雄

片
岡
地
区

通岡 山下　敏昭
木幡西 福永　勝行 前岡 柳田　秀男
川崎反町 石塚　哲雄 後岡 金子　憲雄
境林 大島　哲雄 梶ヶ沢 渡邉　正雄
館ノ川 田城　直夫 上安沢 古川　淳一
高塩 山本　修 中安沢 小滝　章一
倉掛 和氣　善洋 本田坪 手塚　謙一
合会 齋藤　幹男 下、山根 吉澤　信司
片俣 小野﨑　栄 東安沢 渡辺　賢司
塩田 荒井　良明 越畑 植木　広美
幸岡 鈴木　久 東乙畑 石塚　敏雄
下太田 君嶋　治 西乙畑 櫻井　清一
荒井 小林　廣男 つつじが丘 加藤　正彦
針生 菅野　進一 白栗 簗瀬　辰雄
土屋 八木澤　寛夫 上大槻 桑野　厚
中 髙橋　正志 下大槻 齋藤　知夫
東町 髙久　修 石関 関谷　孝一
早川町 鳥井　斉 玉田 齋藤　純一
沢 江面　一己 山苗代 神長　准一
豊田 村上　格一 片岡一区 髙瀬　崇夫
成田 喜佐見　六男 片岡南 宮澤　昭夫
ハッピーハイランド矢板 掛下　法示 片岡二区 江部　和榮

泉
地
区

泉 手塚　勇夫 片岡三区 佐藤　隆
上太田 山﨑　忠義 片岡四区 中西　東二
東泉 田上　孝 コリーナ矢板 井艸　泰正
長井 手塚　龍二
寺山 松平　宣秀
高原 羽田　榮

平成 28 年度区長会
手塚　典夫会長

手塚　典夫（矢板三区）
齋藤　幹男（合会）
原　　守明（第二農場）
加藤　正彦（つつじが丘）

佐藤　　勤（富田）
髙久　　修（東町）
渡辺　賢司（東安沢）
中西　東二（片岡四区）

松本　育夫（矢板一区）
猪瀬　岩夫（末広町）
松平　宣秀（寺山）

秋山　善昭（矢板六区）
君嶋　　治（下太田）

○勤続年数 8年
　菅野　進一（針生）

【平成28年度区長】 ［敬称略］

募集

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が
及びにくい低所得の高齢者を支援するために実施します。　
　該当すると思われる方には 4月上旬に市役所より申
請書を郵送しています。
受付時間／ 8：30 ～ 16：30（12：00 ～ 13：00 は除く）
受付窓口／

支給金額／ 1 人 30,000 円（1回限り）
必要書類／
①臨時福祉給付金（高齢者向け）申請書（請求書）
②印鑑（シャチハタ以外）
③通帳（カナ名義と口座番号記載のページ）のコピー

④顔写真ありの本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）
　のコピー
※申請書に記載ある方全員分の本人確認書類のコピーが
　必要です。（平成 27年度申請の際に提出済であっても、
　再度提出が必要です。）
※顔写真ありの身分証明書がない場合は、健康保険証の
　コピーでも可、ただし有効期限切れの健康保険証は不可
そのほか／
　申請書と一緒に返信用封筒を同封しておりますので、
申請書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添付の上、
郵送での申請もできます。
　なお、添付書類に不足が生じた場合は、書類が整うま
で受け付けることができませんので、再度添付書類等を
確認の上、ご返送ください。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

年⾦⽣活者等⽀援
臨時福祉給付⾦（⾼齢者向け）のお知らせ

期間 場所

受付中   ～   6 月30日（木） 保健福祉センター前プレハブ

7月1日（金）～22日（金） 社会福祉課

※助成回数は、対象治療全てを通算した回数です。
※通算助成回数に達していない場合でも、妻の年齢が 43歳以上で
　開始した治療は助成の対象になりません。

【区長会長あいさつ】
　平成 28 年度区長会長に就
任しました手塚典夫です。
　緑の風が吹いております。
新しい矢板の一歩が始まりま
した。若く清新な市長のもと、
区長会も市民の皆さまがつつ
がない幸せな日々が送れる一
助となれるよう、頑張ってま
いります。よろしくお願いい
たします。

※6月1日（水）付で成田行政区は、
　成田行政区とハッピーハイランド
　矢板行政区に分割されました。
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○

　幕末から明治にかけて、矢板を拠点に県北地域のリー
ダーとして活躍した矢板武。その精神を受け継いで、「現
代のまちづくり」を学び、実践するまちづくり塾を開講
します。みんなで一緒に矢板を元気にしませんか？
日時／全 6回　9：30 ～ 16：00
① 7月 24 日（日）② 8月 28 日（日）③ 9月 25 日（日）
④ 10 月 23 日（日）⑤ 11 月 20 日（日）⑥ 12 月 17 日（土）
場所／矢板武記念館、生涯学習館ほか
テーマ／
　ふるさと矢板のまちづくり～魅力あるまちをつくるために～
講師／宇都宮大学教育学部教授　陣内　雄次先生
塾生資格／
　市内に在住・通勤・通学されている高校生以上の方

募集人員／ 10 人程度
申込方法／
　6月 30 日（木）までに、はがきまたはファクス、メー
ルで①氏名②住所③学生・社会人の別④電話番号（連絡
の取りやすい電話）⑤メールアドレスを記入し、お申し
込みください。
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／　
　〒 329-2165　矢板市矢板 106-2
　矢板市教育委員会 生涯学習課 文化担当　
　☎（４３）６２１８　  （４３）４４３６
    ✉ syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp

⽮板武塾第 13 期⽣募集

　みんなの思い出に残る成人式をつくりませんか？
実行委員の役割／
　成人式の企画・運営、祝い品選び、成人式記念誌のデ
ザインなど
応募資格／
　平成 29年成人式対象者（平成 8年 4月2日～平成 9
年 4月1日生まれの方）で、成人式の企画に興味のある方
募集人数／約 10 人
運営について／
　７月から成人式当日までに会議を 3回程度、成人式
前日にリハーサルを予定しています。（※すべての会議
に出席しなければいけないわけではありません。）

申込方法／
　6月 30 日（木）までに、
電話、ファクス、また
はメールでお申し込み
ください。
（※ファクス、メールで
お申し込みの際は、件名に「成人式実行委員」と明記し、
名前、住所、電話番号をお知らせください。）
申込・問い合わせ／
　平成 29年成人式実行委員会事務局（生涯学習課）
　☎（４３）６２１８　  （４３）４４３６
　✉ syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp

平成 29 年成⼈式実⾏委員募集

　7月 25 日（月）、議員の任期満了に伴い、参議院議員
通常選挙が執行されます。この選挙から、選挙権年齢の
引下げにより、18、19 歳の方も投票できる見込みです。
　有権者になれば、個人演説会で応援演説をする等選挙
運動ができるようになります。SNS やブログなどさまざ
まなインターネットツールを利用して選挙運動すること

もできますが、候補者や政党等以外は電子メールを利用
して選挙運動をすることはできません。
※選挙権がない方や公示・告示日から投票日前日までの
　期間以外の選挙運動は、禁止されています。
問い合わせ／
　市選挙管理委員会　☎（４３）６２１９

参議院議員選挙のお知らせ 〜 18・19 歳も投票可能に〜
　（公財）矢板市育英会は、健全な心を有し、学業に優れ、
かつ身体が強健でありながら、経済的理由により就学困
難な方に奨学金を貸与し、将来、社会に貢献しうる有能
な人材の育成にあたっています。
　奨学金は、寄付金および奨学資金返還金などにより事
業を実施しています。この事業をご理解いただき、夢と
希望の実現のため勉学に燃える奨学生が自立し、自ら学
ぶ環境を築けるよう、一人でも多くの方々のご支援をお
願いします。

※奨学金は、本市出身で高校、高等専門学校、または大
　学に在学する学生に貸与されます。
問い合わせ／
　（公財）矢板市育英会（教育総務課）
　☎（４３）６２１７

（公財）⽮板市育英会への寄付

⽮板市⼩規模特認校⼊学児童・⽣徒
　西小学校、豊田小学校に加えて、本年度より泉小学校、
泉中学校も小規模特認校となりました。小規模特認校に
は、市内の小・中学生が通学区域にとらわれず、各学年
7人まで入学・転学ができます。
◆小規模特認校制度とは？
　自然環境に恵まれ、地域の歴史と伝統を生かした教育
を推進している小規模校において、児童の特性を生かし
た教育を推進するとともに、心身の健康増進を図ること
を目的とした制度です。

就学の条件／
①矢板市に居住していること。
②教育活動に賛同し、協力すること。
③卒業するまで通学すること。
④保護者の責任と負担において、児童が安全に通学でき
　ること。
※新入学生・転学生の受付は随時行います。
問い合わせ／
　教育総務課　☎（４３）６２１７

募集

募集

募集
　矢板市内の四季折々の名所、観光行事等を撮影したも
ので、観光パンフレットやポスターに使用できるポピュ
ラーな作品を募集します。
テーマ／
　市内の名所名跡・自然風景・郷土芸能・イベントなど
規格／
 ・カラーワイド 4つ切
　（4つ切ワイド可・フジカラープリントに限る）
 ・デジタル写真可（400 万画素以上・デジタル合成不可）
締切／ 9 月 23 日（金）
賞／推薦・特選・入選・佳作、応募者全員に参加賞
発表・展示／
　道の駅やいた、城の湯温泉センターなど

応募方法／
　応募票（自作・コピー可）に必要事項を記入し、作品の
裏に張り付けて直接お持ちいただくか、郵送してください。
そのほか／
 ・応募作品数に上限はありませんが、未発表のものに限
　ります。
 ・入賞作品の版権は、主催者に帰属します。
 ・個人を特定できる写真で応募する場合、主催者は肖像
　権侵害などの責任は一切負いかねますので、事前に本
　人の承諾を得た上でご応募ください。
応募・問い合わせ／
　矢板市写真組合加盟店
　または　市商工林業観光課　（４３）６２１１

第 35 回「やいたの四季」観光写真コンテスト

平成 28 年成人式実行委員の皆さん平成 28 年成人式実行委員の皆さん

鮎釣り用
○
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○キッチン、バス、トイレ  水回りのリフォームは当店へ！キッチン、バス、トイレ  水回りのリフォームは当店へ！
　全国規模のリフォームコンテ
スト「ＴＤＹリモデルスマイル
コンテスト」において、全国最
優秀賞（トイレ部門）、北関東
地区奨励賞（キッチン部門）を
受賞。水回りのリフォームはぜ
ひスミスケにご相談ください。 リモデルスマイルコンテスト　検索

コンテスト受賞作品は

○

≪下水道の目的≫

①きれいなまちに　　
　家庭などからの汚水が下水道管に流れるので、家の周
りに汚水がたまりません。そのため、ハエや蚊の発生・
悪臭を防ぎ、水路の水質が改善されます。
②美しい自然に　　　
　汚水を浄化してから放流するので、きれいな川や海を
守ることができます。
③さわやかな生活に　
　トイレを水洗化することで、清潔でさわやかな生活が
送れます。

≪１日も早く接続を≫
　公共下水道を使用できるようになった地域は、次のこ
とが義務付けられています。
 ・くみ取り便所は、使用できるようになった日から 3年
　以内に水洗便所にする。
 ・浄化槽で処理している場合でも、速やかに排水設備を
　設置し、公共下水道に接続する。

　下水道が完成すると、皆さんのご家庭の生活排水を直
接下水道に流すことができます。しかし、せっかくでき
あがった下水道も、各家庭に接続していただかないと地
域一帯の生活環境の改善が進みません。
　1日も早い下水道への接続をお願いします。

問い合わせ／上下水道事務所　☎（４３）６２１４

下⽔道接続のお願い

　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。

　
　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

　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

道路に張り出した樹⽊は切りましょう

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

　市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者を募集して
います。所得基準など入居には条件がありますので、詳
しくはお問い合わせください。

※単身者の部屋は、現在満室のため予約待ちとなります。
申込・問い合わせ／都市建設課　☎（４３）６２１２

市営住宅および特定公共賃貸住宅の⼊居者募集

【市営住宅】
場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場

中 S51～ 55 4F 12,100～ 29,300 3DK ー ー ○ ○ ー 1台のみ
2,000円

上太田 H19 4F 13,900～ 40,300 1DK～ 3LDK（ｴﾚﾍﾞー ﾀｰ有） ○ ○ ○ ○ ○ 1台のみ
2,000円

高倉 S58、S60 3F 16,100～ 26,800 2DK～ 3DK ー ー ○ ○ ○ 1台のみ
2,000円

石関 H1～ 3 3F 18,100～ 29,600 3DK ー ー ○ ○ ○ 1台のみ
2,500円

乙畑 H5～10 3F 22,500～ 35,700 3DK ー ー ○ ○ ○ 1台のみ
2,500円

場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場

乙畑 H8 3F 50,000 3DK ○ ー ○ ○ ○ 1台のみ
2,500円

【 特定公共賃貸住宅】

⽝・猫の飼い主のみなさんへ
　ルールやマナーを守り、地域のみなさんが安心して生
活できる環境づくりにご協力ください。
①適正なしつけ
　「鳴き声」「におい」「フン」などによって、近隣に迷
惑が掛からないようにしてください。
②所有者の明示
　迷子にならないよう配慮し、仮に迷子になったときの
ために所有者をはっきりさせましょう。（首輪等に記載
するなど）また、大切なペットが交通事故に遭わないよ
うに、犬の散歩時は必ずリード（引き綱）を付け、猫は
室内飼いに努めてください。
③不妊手術の実施
　むやみに繁殖させないようにしてください。
※市では不妊・去勢手術補助金制度を設けています。
④終生飼養
　最後まで飼い主としての責任をもって飼いましょう。
動物を捨てることは犯罪となります。

●無責任にエサだけを与えることはやめましょう！
　エサを与える行為は「飼い主」とみなされ、終生
飼養の責任が生じます。
●もし飼い犬・猫が迷子になったら…
　栃木県動物愛護指導センター　☎０２８（６８４）
５４５８までご連絡ください。

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

平成27年度 下水道の日 標語の部 国土交通大臣賞

下水道  水がいからの  守り神
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市からのお知らせ Yaita Infomation

　健康指標となる体力年齢を測ってみませんか？
日時／ 6 月 25 日（土） 9 ：30 集合（午前中で終了予定）
場所／市体育館
対象／ 20 ～ 79 歳の健康な一般男女
定員／ 30 人程度
参加費／無料
内容／
● 20～ 64 歳の方
　握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび
　20 ｍシャトルラン（往復持久走）、立ち幅跳び
● 65～ 79 歳の方
　握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち
　10 ｍ障害物歩行、6分間歩行
必要なもの／
　運動のできる服装、体育館シューズ、タオル、飲み物
申込方法／
　6月 17 日（金）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　生涯学習課　☎（４３）６２１８ 

体⼒テスト募集

　郷土資料館から歩いて、自然豊かな矢板を再認識して
みませんか。普段、何気なく見ている植物名を教えても
らったり、その地に伝わるお話を聞き、いにしえに思い
をはせましょう。
日時／ 6 月 28 日（火）
　　　8：15 郷土資料館集合　11：30 解散予定
定員／ 20 人　※先着順
参加費／無料
　　　　※ただし、山縣有朋記念館入館料 700円は実費
コース／
　郷土資料館～上伊佐野～山縣有朋記念館～郷土資料館
必要なもの／飲み物・雨具・帽子・汗ふきタオル
申込方法／
　6月 24 日（金）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２
　＊月曜・祝日休館

おさんぽクラブやいた募集 郷⼟資料館市⺠作品展
●第 3回　矢板水彩画愛好会展
　矢板水彩画愛好会の会員 12 人が描いた風景画、人物
画など、約 30 点を展示します
日時／ 6 月 11日（土）～ 26日（日）10：00～ 16：00
　　　※初日は 13：00 開場、最終日は 15：00 で終了

●矢板高等服装技能学院　2016 作品発表会
　矢板高等服装技能学院の生徒 7人が作成したクレイ
アートや和服リフォーム作品など、約40点を展示します。
日時／ 6月29日（水）～7月10日（日）10：00～16：00

場所／郷土資料館  多目的ホール
そのほか／常設展は、通常通りご覧いただけます。
問い合わせ／
　郷土資料館　☎（４３）０４２３
　＊月曜休館

開催

雇用期間／
　7月  3 日（日）～ 8月 28 日（日）
開設期間／
　7月 21 日（木）～ 8月 25 日（木）
勤務時間／
　8：30 ～ 16：30（天候により不規則になる場合もあります）
勤務内容／監視、受付、清掃
応募資格／
①期間内で 20 日以上勤務できる方
②高校生以上の学生、または 18 歳以上の方
③健康に自信があり、水泳のできる方

募集人数／
　男女　各 10 人程度
賃金／
　一般・大学 時給 880 円、高校生 時給 800 円
申込方法／
　6月 21 日（火）までに、勤労青少年ホームにある申
込書でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　市施設管理公社（勤労青少年ホーム内）
　☎（４３）４６２０

⽮板運動公園 プール監視員 募集
　ふるさと創年大学の第 1回目は、開講式と基調講演
を行います。オープン講座のため、申し込みは必要あり
ません。どなたでも参加できます。
　今年度の基調講演は、東日本大震災の際に、福島県最
大の避難所である「ビックパレットふくしま避難所」の
運営責任者を務めた天野氏に、その時の様子や、一人ひ
とりの生き方として何が大切かなどの講演をいただきま
す。ぜひ、ご参加ください。
日時／ 6 月 19 日（日）13：30 ～
場所／文化会館　小ホール
題目／
　「地

ま ち

域を創る～東日本大震災・ふくしまの教訓～」
講師／
　福島大学うつくしま未来支援センター
　特任准教授　天野　和彦氏
問い合わせ／
　生涯学習課　☎（４３）６２１８

ふるさと創年⼤学
開講式＆基調講演開催

テーマ／
　市内の時節にふさわしい写真（風景・催し物など）
規格／
　カラー写真（デジタルデータ可）
　※合成写真不可
応募資格／アマチュアの方
応募方法／
　7月 8日（金）までに、写真の裏面に撮影場所、撮影
者の住所・氏名 ･ 電話番号を明記して、郵送、または直
接お持ちください。
そのほか／
 ・応募は 1 人 1 点まで、未発表のものに限ります。
 ・採用者には粗品を進呈します。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市本町 5-4　矢板市議会事務局
　☎（４３）６２１６

議会だより表紙写真
8 ⽉ 1⽇号募集

　7月 2 日（土）、矢板運動公園駐車場で、市消防団が
夏季点検、および自動車ポンプと小型動力ポンプの操法
競技会を実施します。
　消防団の点検は、年 2回、夏季点検と通常点検（10
月 15 日予定）があり、これは、消防自動車や消防器具
等、緊急時に備えて、不備や欠陥がないことを点検する
とともに、団員の士気高揚をはかることを目的とし、一
堂に会して行っています。自由にご見学いただけますの
で、ぜひお越しください。
　また、実施にあたり、当日 5：00 にサイレンを吹鳴
します。多くの方が就寝中の時間であるため、ご迷惑を
お掛けしますが、ご了承くださいますようお願いします。
また、火災発生と間違わないよう、ご注意ください。
問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

消防団・夏季点検
消防ポンプ操法競技会開催

募集
　「第 9回 光と音のあんどんまつり」の運営スタッフボ
ランティアを募集します。
日時／ 8 月 27 日（土）15：00 ～ 21：00　※雨天中止
場所／川崎城跡公園
申込期限／ 7 月 8 日（金）
申込方法／
　申込方法など、詳しくは市ホームページ（トップページ
＞組織でさがす＞都市建設課＞あんどんまつり）をご覧いただ
くか、お問い合わせください。
申込・問い合わせ／
　川崎城跡公園再生市民会議事務局（市街地整備班）
　☎（４３）６２１３

あんどんまつり
運営スタッフボランティア

　精油を使って、無添加の虫よけスプレー＆かゆみ止め
ジェルを作りましょう。
日時／ 7 月 1 日（金）9：30 ～ 11：30
場所／片岡公民館  調理室
定員／ 15 人　＊先着順
参加費／ 800 円
申込方法／
　6月 14 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

アロマ講座
〜⾍よけスプレー＆かゆみ⽌め〜募集

旨旨
辛辛

酸辣つけ麺酸辣つけ麺
750 円 →750 円 → 650650 円円

坦々つけ麺坦々つけ麺
690 円 →690 円 → 590590 円円

          炸醤麺          炸醤麺
780 円 →780 円 → 680680 円円
オリジナルオリジナル セットチャーハンも

+260 円 →++160160円円

○つけ麺（正油）つけ麺（正油）

和風つけ麺　和風つけ麺　

魚介濃厚つけ麺　魚介濃厚つけ麺　

690 円→690 円→ 590590 円円

690 円→690 円→ 590590 円円

740 円→740 円→ 640640 円円

味一番味一番
営業時間
　11：00～ 14：00
　17：00～ 19：45
電話　0287（43）0012
場所　矢板郵便局となり

※来店者様限り※来店者様限り
サービスデーサービスデー
つけ麺全品・つけ麺全品・炸炸

ジャージャージャージャー

醤醤麺 100 円引き麺 100 円引き／／  ～ ～ ／／661919661616木 日




