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4 ⽉は国⺠健康保険適⽤適正化強化⽉間です
　国保資格の適正な適用について、ご協力お願いします。
●国民健康保険の届け出を忘れずに
　国民健康保険は、74歳までの方で社会保険（健康保険、
共済・船員保険も含む）の被保険者、およびその被扶
養者を除く、すべての方が加入する制度です。退職など
の理由で社会保険に加入していない方は、国保に加入
する必要があります。資格取得の届け出が遅れると、社
会保険の資格喪失日までさかのぼって課税されますの
で、必ず14日以内に届け出ましょう。

※退職した場合には、手続きの際、健康保険を脱退した証
　明書（資格喪失証明書など）、印鑑、本人確認できるもの（免
　許証など）、個人番号がわかるものを必ずお持ちください。

●社会保険などの加入に伴い、国民健康保険から脱退する方
　社会保険などに加入したことで、社会保険と国民健
康保険の両方の被保険者証を持っている方は、国保の
資格喪失届が必要です。届け出をしないと、国保税が
課税されたままで、社会保険料と両方を納めている状
態になってしまうので、忘れずに手続きをしましょう。

※手続きの際、社会保険被保険者証と国民健康保険証を
　必ずお持ちください。

●申告を忘れずに
　国保に加入している方は、所得の申告が必要です。申
告しないと、国保税の軽減が受けられなかったり、医療
費の限度額認定申請時の判定が正しくできなくなったり
します。申告していない方は、税務課までご相談ください。

　4月1日から、所得区分が一般、または一定以上所
得者の方は、入院時の食事代（1食あたり）が360円
に変わります。

問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８
　　　　　　税務課　　　☎（４３）１１１５

所得区分 入院時の食事代
一般、または一定以上所得者 360円

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ

90日以内の入院 210円
90日を超える入院 160円

低所得者Ⅰ 100円

　「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。平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平
成28年度中に65歳以上となる方（昭和27年 4月1日ま
でに生まれた方）が対象となります。該当すると思われる
方には申請書を郵送します。
申請書配布期間／ 4 月8日（金）～13日（水）
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。）
注意事項／
 ・顔写真ありの本人確認書類をお持ちでない方は、ご相談
　ください。
 ・  4 月は大変混雑が予想されます。申請期間は約3カ月間
　ありますので、余裕を持って申請してください。また、返
　信用封筒を同封しますので、郵送での申請にご協力くだ
　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

医療費の節約にご協⼒ください

●生活習慣病などが占める費用額の割合 ●年度別・多受診疾病上位 4位

　国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して病院
にかかれるよう、加入者がお金（国民健康保険税）を出し
合い、支え合う制度です。国民健康保険の医療費は、年々
増加しており、今後も増加が予想されます。
　医療費の中でも特に高い割合を占めているのが、がん
や、高血圧性疾患、糖尿病、腎不全などの生活習慣病です。
生活習慣病の多くは、早期に適切な対応を行えば、費用も
時間もかけずに治療することができます。しかし、実際に
は病気が進行するまで気付かずに、重症化してしまうケー
スが多く、結果として医療費がかさんでしまいます。

　増大する医療費を少しでも抑えるため、次のことにご協
力をお願いします。

問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

○一般…職場の健康保険などに加入している人と生活保護を受けている方以外の75歳未満の方
○退職…会社を退職し、国保に加入し被用者年金（厚生年金や共済年金など）を受けている65歳未満の方とその家族
○後期…後期高齢者医療制度対象者で、75歳以上の方と65歳以上 75歳未満で一定の障がいのある方

生活習慣病生活習慣病
などなど
36.27％36.27％

がんがん
10.71％10.71％

そのほかそのほか
53.02％53.02％

44億億5,3045,304万万9,1709,170円円
  （平成 26 年 5月診察分）（平成 26年 5月診察分）

●年度別・医療費の推移 ●年度別・1人あたりの医療費の推移
平成22～ 26年度事業年報より平成22～ 26年度事業年報より

平成22～ 26年度疾病分類統計表より

生活習慣病などの内訳（％）
矢板市栃木県

糖尿病 4.93 4.26
脂質異常症 3.12 2.34
高血圧性疾患 8.02 8.44
虚血性心疾患等 4.08 6.33
脳 塞 4.06 4.43
そのほかの脳疾患 2.59 2.63
動脈硬化 0.07 0.25
肝疾患 0.99 0.35
腎不全 4.39 6.22
骨粗しょう症等 0.49 0.65
歯肉炎および歯周疾患 3.52 3.42

●かかりつけ医を持ちましょう
●はしご受診はやめましょう
●早期発見・治療のため、定期的に健診を受診しましょう
●（緊急な場合を除き）夜間や休日診療を控えましょう
●ジェネリック医薬品について、医師・薬剤師に相談
　してみましょう
●注射や薬をねだるのはやめましょう

期間 場所

4 月18日（月）～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
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※多受診疾病とは…
　受診件数の多い疾病（主病）のこと。毎年 5月診療分につい
て行われる疾病分類統計データから、どのような疾病で受診す
る方が多いか、一目で分かるようになっています。

○矢板市の生活習慣病などが占める費用額の割合では、平成 26
　年 5月診療分の総費用額が 4億 5,304 万 9,170 円で、がんが
　10.71%、生活習慣病などが 36.27%を占めています。
　（栃木県全体では、がん 11.61%、生活習慣病など 39.33%）

○
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狂⽝病予防集合注射のお知らせ
　犬の飼い主は、『狂犬病予防法』により予防注射の接種
（毎年1回）と犬の登録（生涯1回）が義務付けられてい
ます。飼い犬が登録済みの方へ案内ハガキをお送りします
ので、ぜひこの機会をご利用ください。
当日に持参するもの／
　①案内ハガキ（事前に問診票に記入してください）
　※ハガキを忘れた場合は受付に時間がかかります。
　②注射料金　3,500円（お釣りが出ないようにご協力ください）

そのほか／
 ・各日とも2班に分かれて巡回します。
 ・集合注射に来られない場合は、動物病院などで必ず受け
　るようにしてください。
 ・当日は犬の登録（3,000円）も受け付けますので、未登録
　の飼い主の方はご利用ください。
問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

4月15日（金）
時間 場所 時間 場所

① 9：00～ 9：10 梶ヶ沢公民館 ① 9：00～ 9：15 四区公民館
② 9：20～ 9：30 越畑火の見下 ② 9：25～ 9：30 下太田公民館
③ 9：40～ 9：50 乙畑公民館 ③ 9：40～ 9：55 荒井公民館
④ 10：00～10：10 大槻公民館 ④ 10：05～10：15 東泉公民館
⑤ 10：20～10：30 石関公民館 ⑤ 10：25～10：35 郷土資料館（旧上伊佐野小）南正門前
⑥ 10：35～10：45 つつじヶ丘中央公園 ⑥ 10：45～10：55 矢板カントリークラブ先チェーン脱着所
⑦ 10：50～11：00 たけのこ園駐車場 ⑦ 11：05～11：15 平野公民館
⑧ 11：10～11：15 玉田公民館 ⑧ 11：25～11：30 立足公民館
⑨ 11：25～11：35 コリーナ矢板ホテル駐車場 ⑨ 11：40～11：50 長井公民館
⑩ 11：45～11：55 山苗代星宮神社 ⑩ 12：00～12：10 上太田公民館
⑪ 12：05～12：15 後岡公民館

4 月16日（土）
時間 場所 時間 場所

① 9：00～ 9：15 針生公民館 ① 9：00～ 9：25 安沢公民館
② 9：20～ 9：30 土屋公民館 ② 9：40～ 9：45 境林構造改善センター
③ 9：35～ 9：45 山田公民館 ③ 9：55～10：10 自然観察ふれあい広場駐車場
④ 10：00～10：10 沢公民館 ④ 10：15～10：25 館ノ川公民館前（旧火の見下前）
⑤ 10：20～10：30 豊田公民館 ⑤ 10：35～10：45 合会公民館
⑥ 10：40～10：50 成田公民館 ⑥ 10：55～11：05 倉掛公民館
⑦ 11：00～11：10 旧安沢小学校跡地 ⑦ 11：15～11：25 元幸岡野川ポンプ倉庫跡地
⑧ 11：20～11：35 中公民館 ⑧ 11：30～11：40 運動公園入口門前
⑨ 11：45～11：55 末広町わかば公園 ⑨ 11：50～11：55 片俣公民館
⑩ 12：05～12：20 富田公民館 ⑩ 12：05～12：15 塩田公民館

4 月17日（日）
時間 場所 時間 場所

① 9：00～ 9：20 泉公民館（基幹集落センター） ① 9：00～ 9：20 片岡公民館
② 9：35～ 9：55 東原分譲地すずらん公園 ② 9：30～ 9：40 石関市営住宅石関集場所
③ 10：10～10：45 木幡神社 ③ 9：55～10：20 片岡中学校
④ 11：00～11：25 矢板市役所体育館前 ④ 10：40～10：55 成田ハッピー会館

⑤ 11：10～11：25 東小学校グラウンド南駐車場

飼い⽝・猫の避妊・去勢⼿術補助⾦
　動物を捨てることは犯罪です。市では、飼い犬・猫に対
して避妊・去勢手術の費用を助成する制度を実施していま
す。増やす予定がなければ、不幸な命を増やさぬよう繁殖
制限措置をしましょう。
補助対象／
　矢板市に住民登録、または外国人登録をしている方
補助条件／次のすべてに当てはまる方
 ・飼い主、および同居する家族全員（同一世帯）が市税等
　を完納している
 ・飼い犬・猫を販売目的に飼っていない
 ・飼い犬の場合は、「犬の登録」と「当該年度の狂犬病予防
　注射を実施」している
 ・手術は栃木県獣医師会に属する獣医師が行うこと
　（対象となる獣医師は、栃木県獣医師会のホームページ
　http://www.tochigi-vet.or.jp/ でご確認ください）

補助金額／

申請方法／
　手術後、30日以内に申請書を提出してください。
※申請書を一部見直したため、平成 27年度以前の申請書
　は使用しないようご注意ください。補助金案内や申請書
　などは、市ホームページからダウンロードできます。
申請・問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５
　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

募集

犬 猫
避妊手術（メス） 5,000円 4,000 円

去勢手術（オス） 3,000円 3,000 円

開催

⽮板市いきいき「市⺠⼒」助成⾦
　市民の皆さんが行うまちづくりを応援するため、市内で
公益的な活動をしている市民団体が行う事業に対し、助成
金を交付します。
対象団体／
　5人以上で市内を中心に活動しており、会則などを定め
ている団体
対象事業／
　自発的に行っている公益性の高い事業
※国・県・市から、この助成のほかに財政的支援を受ける
　場合を除きます。また、その類似団体が主催する事業へ
　の出店などは対象外となります。
助成金額／
　1団体につき1事業の必要経費で、上限10万円
※ 飲食費は助成対象外です。

助成率／
　活動年数により、次のとおりです。
　スタート支援…………設立1年以内の団体は100％
　ステップアップ支援…設立2年目以降の団体は80％
受付期間／ 5月9日（月）～27日（金）
そのほか／
　申請多数の場合は、助成対象にならない、または助成率
を変更することがあります。
※詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせ
　ください。
申請・問い合わせ／
　総合政策課　☎（４３）１１１２
　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

募集

「経営リーダー育成塾」受講料補助⾦
　「経営リーダー育成塾」とは、中小企業の経営者と次代
を担う後継者を対象に、経営の基本から財務管理、マーケ
ティングの戦略など、企業活動のマネジメントに必要な知
識を学びます。
　あわせて、研修生間の人的ネットワークづくりも目的と
しています。
対象／市内中小企業の経営者（後継者を含む）など
定員／ 1人　＊応募多数の場合は選考
補助金額／
　26万1,000円（受講料全額分）
※受講修了後に交付します。また、受講料以外の経費（交
　通費、宿泊料など）は自己負担となります。 

補助条件／
　全講義時間数の75％以上を受講すること
主催／
　（公財）県産業振興センター、（株）とちぎ交流センター
申請方法／
　4月1日（金）～5月6日（金）に、商工林業観光課に
ある申込書でお申し込みください。
※申込書は市ホームページからもダウンロードできます。
申請・問い合わせ／
　商工林業観光課　☎（４３）６２１１
　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

募集

○
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重度の障がい者・⾼齢者の⽅へ
4⽉から福祉タクシー券の使い⽅が変わります
　市では、重度の障がい者・高齢者の方の外出時の経済
負担を軽減し、社会進出を図るために、「福祉タクシー券」
を交付しています。4月より、下表のとおり、使い方の一
部を変更しますので、ご活用ください。

　なお、申請方法については、これまでと変更ありません。
対象となる方や申請に必要なものなど、詳しくは広報やい
た3月号の18ページをご覧ください。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

⾼齢者運転免許⾃主返納⽀援事業の⼀部変更
市バス無料乗⾞券の有効期限を延⻑します
　市では、安全な交通環境の整備および高齢者に対する
支援の一環として、平成 22年 4月より65歳以上の高齢
者で、運転免許を自主返納された方を対象に、市バス無
料乗車券（1年間有効）を交付してきました。
　平成 28年 4月より、この有効期間を3年間に延長する
ことになりました。市内にお住まいの65歳以上の方で運
転免許を自主返納された際は、ぜひご活用ください。

交付申請方法／
　警察署にて発行された「運転免許の取消通知書」と「運
転免許」をくらし安全環境課窓口までお持ちください。
※これまでに市バス無料乗車券を受領済の方は、窓口で申
　告いただければ2年間付与し、再交付します。
申込・問い合わせ／
　くらし安全環境課　　☎（４３）６７５５

3月以前 4月以降

変更点 ・乗車１回につき、タクシー券１枚で
　基本料金分を助成

・原則として乗車1回につき、タクシー券1枚で基本料金分の助成
・ただし、1回の乗車料金が基本料金の2倍以上になった場合、
　タクシー券を2枚まで使用可

4 ⽉ 6 ⽇（⽔）〜 15 ⽇（⾦）
春の交通安全市⺠総ぐるみ運動
【運動の基本】子どもと高齢者の交通事故防止
〈運動の重点〉
①自転車の安全利用の推進
　（特に、自転車安全利用5則の周知徹底）
　自転車の無秩序な通行等による事故を防止するため、
安全利用を徹底しましょう。

　自転車安全利用5則とは
　1.自転車は車道が原則、歩道は例外
　2.車道は左側を通行
　3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　4.安全ルールを守る
　5. 子どもはヘルメットを着用
※平成27年 6月より道路交通法が一部改正され、主に自転車
　運転時のながら運転（携帯電話を操作しながら）等が禁止さ
　れました。また、悪質な場合は安全講習が義務化されました。

②後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイル
　ドシートの正しい着用の徹底
　シートベルトやチャイルドシートを正しく着用しない
と、「全身を強打する」「同乗者と衝突する」「車外に放
出される」など、乗車全員が被害を受ける危険性が高く
なります。
　もしものときのためにも、必ずシートベルトやチャイ
ルドシートを正しく着用しましょう。

③飲酒運転等悪質、危険運転の根絶
　飲酒運転は過失ではなく故意による悪質な犯罪です !
「飲んだら乗らない、乗るなら飲まない、乗る人には飲
ませない」を徹底しましょう。

問い合わせ／市くらし安全環境課　☎（４３）６７５５
　　　　　　矢板警察署　　　　　☎（４３）０１１０

太陽光発電システム設置費⽤補助⾦
　市では、地球温暖化対策の一環として、二酸化炭素な
どの温室効果ガスの排出を削減するため、地球にやさしい
太陽光発電システムの設置費用を助成しています。
補助対象／
　市税を完納しており、現在お住まい、またはこれからお
住まいになる市内の住宅に、新たに太陽光発電システム
（10kW未満、事業用は除く）を設置する方
補助金額／
　太陽電池の最大出力1kW当たり3万円（上限12万円）
※ただし、シャープ製品を設置する場合は、1kW当たり
　5万円（上限20万円）

受付期間／
　4月1日（金）～平成29年 2月28日（火）
※予算額になり次第、受付終了します。
申請方法／
　設置工事の10日前までに申請してください。
※平成29年 3月15日（水）までに設置工事を完了できる
　ものに限ります。
※市ホームページで、申請手続きの流れを紹介しています。
　また、申請書のダウンロードもできます。
申請・問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５
　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

募集

合併処理浄化槽設置費補助⾦
　市では、良好な生活環境を保全する一環として、生活
排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併
処理浄化槽の設置費用を助成します。
補助対象／次のすべてに当てはまる方
①公共下水道事業認可区域、または農業集落排水事業区
　域等の集中処理施設以外の区域の方
②一般住宅（併用住宅は住宅部分の面積が延床面積の2分の1以
　上）のくみ取りトイレやし尿浄化槽を合併処理浄化槽に
　切り替えるか、新築や増改築のため10人槽以下の合併処
　理浄化槽を設置する方
③浄化槽を設置する業者が決定し、平成29年 2月末まで
　に工事に着手し、3月末までに完了が可能な方
④市税を滞納していない方
補助金額／

受付期間／
　4月8日（金）～平成29年 2月24日（金）
※予算額になり次第、受付終了します。
申請に必要なもの／
　申請書、家屋評価証明書（既存住宅の場合）、印鑑（認め印）、
位置図（案内図）など
申請方法／
　本人、または家族が、設置前に申請してください。
※市ホームページで、申請手続きの流れを紹介しています。
　また、申請書のダウンロードもできます。
申請・問い合わせ／
　上下水道事務所 下水道班　☎（４３）６２１４
　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

募集

公共下⽔道を
ご利⽤中の皆さんへ
　右の写真のような廃布類が水処
理センターへ流れ、機器の故障の
恐れがありました。下水道の施設
の大部分は地下にあるため、故障
時の修理は大変困難です。
　次のものを流すと、下水道管の損傷やポンプの故障によ
る機能低下につながり、悪臭の原因にもなりますので、絶
対に流さないでください。

　利用ルールを守っていただくことで、維持管理にかかる
経費を節減できます。ご協力をお願いします。
問い合わせ／上下水道事務所 下水道班 　☎（４３）６２１４

教育⼤綱を策定しました
　平成27年 4月に、「地方教育行
政の組織及び運営に関する法律」
が改正されたことを受けて、市で
は、市長と教育委員会が円滑に意
思疎通を図りながら、教育行政を
推進していくため、「矢板市総合教
育会議」を設置・開催するとともに、
本市の教育大綱を策定しました。
今後はこの大綱に基づき、教育

委員会がさらに教育行政を推進することができるよう、市
長部局による支援を行っていきます。
閲覧方法／
　①総合政策課、生涯学習館、各公民館での文書閲覧
　②市ホームページ内に掲載
問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２
　　　　　　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

【絶対に流してはいけないもの】
 ・雨水　　 ・薬品類
 ・ティッシュペーパー、衛生関連製品
 ・ビニール類、布類、野菜くず　
 ・天ぷら油、灯油、ガソリンなどの油類

○

5人槽 33万 2,000円
7人槽 41万 4,000円

10人槽 54万 8,000円
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勤労⻘少年ホーム講座
対象／
　市内に在住・勤務している青少年（40歳未満）
※ただし、定員に余裕があれば 40歳以上の方も可
　（原則2講座まで）
開催期間／ 5月～平成 29年 2月
受講料／無料（ただし、教材費は受講生負担）
受付時間／
　8：30～19：00（土・日は17：00まで）

申込方法／
　4月4日（月）～ 25日（月）に、窓口で直接本人がお
申し込みください。その際、利用者会費1,000円がかかり
ます。
※電話、代理の方はお申し込みいただけません。
※40歳以上の方の申込受付は4月15日（金）からです。
申込・問い合わせ／
　勤労青少年ホーム　☎（４３）８２１０

講座 講師 内容 日時 定員

1 エンジョイ
ダンスエアロ 斉藤　史子先生 ダンス系をベースに、燃焼系・筋肉コンディショニン

グ・ストレッチをバランス良く取り入れて進めます。 毎   週 月曜 18:45 ～ 19:45 15 人

2 ゴルフ 赤羽　弘光先生 ルールやマナーを含め、ゴルフ全般を学びます。 第1～3月曜 19:00 ～ 21:00 30 人

3 トラベル英会話 英会話学校講師 英会話の基礎から、旅先でのとっさのひと言までを
学びます。 第1～3火曜 19:00 ～ 21:00 12 人

4 エクササイズ
ボクシング 小林　　忠先生 ボクシングの動きを取り込んだエクササイズで、

心と体の健康を保ちます。 第 1・3火曜 19:00 ～ 20:30 10 人

5 着付 青木　敏子先生 浴衣から太鼓結びまで実技中心に学びます。 第1～3木曜 19:00 ～ 21:00 10 人

6 花をいける 石塚　敦子先生 フラワーアレンジメントの技術を用いて、季節に合わ
せた花を自分らしくいけることを学びます。 第   3  金曜 19:00 ～ 21:00 10 人

7 ヨガ 鈴木眞樹子先生 さまざまなポーズを行うことで、心身の調整力、柔軟
性などを高めていきます。 第1～3金曜 19:00 ～ 20:30 15 人

8 カンフー
フィットネス（気功）関口　範満先生

健康で元気な体と心、集中力と落ち着いた平常心を
養います。 第1～3土曜 10:00 ～ 11:30 15 人

9 やさしいストレッチ 阿久津あすか先生 体を動かし、運動不足を解消します。 第1～3土曜 14:00 ～ 15:30 20 人

募集

⼥⼦⼒アップ講座
　体のゆがみ調整、体質改善を促すストレッチ、美容によ
い食事作り、メイクアップ講座で、より美しく、そして健
康的に、自分磨きしてみませんか？
対象／ 20～ 40歳の女性
　　　※ただし定員に余裕があれば 40歳以上の方も可
定員／ 20人　＊先着順
参加費／無料（5回目は、材料費実費負担）
日時・内容／全8回

申込方法／
　4月15日（金）より、電話、または直接お申し込みくだ
さい。　
持ち物／
　ヨガマット（または厚めのバスタオル）、飲み物、タオル、
動きやすい服装　　　　　
申込・問い合わせ／片岡公民館　☎（４８）０１０１
　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

募集

日時 内容 講師 場所
1 5月18日（水）

10：00～11：30 ストレッチ 平木場美由紀先生 片岡公民館 コミュ二ティホール
2 6月１日（水）

3 6月15日（水）

4 6月29日（水）

5 7月 6 日（水） 10：00～12：30 美容によい食事作り（調理実習） 人見　惠子先生 片岡公民館 調理室

6 8月31日（水）

10：00～11：30

ストレッチ 平木場美由紀先生　片岡公民館 コミュ二ティホール

7 9月14日（水） メイクアップ講座 メイクアップアドバイザー 片岡公民館 研修室

8 9月28日（水） ストレッチ 平木場美由紀先生 片岡公民館 コミュ二ティホール

⽔種⽅式で作るパン教室
　ストレート方式よりも失敗なく、おいしく作ることがで
きる水種方式でパンを作ってみませんか？
日時・内容／全3回

場所／片岡公民館 調理室
定員／ 20人　＊申込者多数の場合は抽選
参加費／ 3,000円（材料費3回分）※初回に集金します。
講師／野村　みどり先生
持ち物／エプロン、三角巾、持ち帰りの容器・袋、筆記用具
　　　　（お持ちの方は、めん棒・ゴムべら・パンマット）
申込方法／4月20日（水）までに電話でお申し込みください。
　　　　　※抽選の場合、結果はハガキでお知らせします。
申込・問い合わせ／片岡公民館　☎（４８）０１０１
　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

募集

日時 内容
① 5月11日（水）

9：30～13：00
ライ麦パン

② 6月 8 日（水） フランスパン

③ 7月13日（水） 9：30～13：30 食パン

⽶粉のお菓⼦教室
　初心者でも楽しく参加できる講座です。米粉を使った
ケーキを作りながら、仲間づくりをしませんか？
日時・内容／全3回

場所／矢板公民館 調理実習室
定員／ 20人　＊申込者多数の場合は抽選
参加費／ 3,500円（材料費3回分）※初回に集金します。
講師／野村　みどり先生
持ち物／エプロン・三角巾・ハンドミキサー・ゴムべら
　　　　泡だて器・持ち帰り容器・筆記用具
申込方法／
　4月5日（火）～15日（金）に電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

募集

日時 内容
① 4 月23日（土）

9：30～12：00

フルーツタルト

② 5月28日（土） レモンフェザーケーキ

③ 6月25日（土） デコロールケーキ

ショートテニスクラブ
　トレセンのクラブ活動です。和気あいあいと楽しく、
ショートテニスやラージボール卓球をしています。皆さん
も参加してみませんか？
日時／
　5月～平成29年 3月の第2・4水曜日
　9：30～11：30
場所／
　農業者トレーニングセンター（片岡）
定員／ 20人　＊先着順
参加費／ 1,000円
必要なもの／
　ショートテニスラケット、卓球ラケット、体育館シューズ
受付時間／
　9：00～19：00（火曜日は17：00まで）
申込方法／
　4 月18日（月）より、直接窓口へお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　農業者トレーニングセンター　☎（４８）０６８０

募集 ヨガ講座（前期）
　ヨガ講座を開催します。自分の体力にあわせ無理なくで
きます。健康維持のため、参加してみませんか？
日時／ 5月12日（木）～9月29日（木）の毎週木曜日
　　　13：30～14：30　計 20回
場所／ 5～ 7月　農業者トレーニングセンター（片岡）
　　　8～ 9月　農村環境改善センター（沢）
定員／ 40人　＊先着順
参加費／ 1,000円（前期20回分）
必要なもの／
　ヨガマット（または厚めのバスマット）
講師／上田　時子先生
受付時間／
　9：00～19：00（火曜日は17：00まで）
申込方法／
　4月25日（月）～5月1日（日）に、直接窓口へお申し
込みください。
申込･問い合わせ／
　農業者トレーニングセンター　☎ （４８）０６８０

募集

●ヤマハ音楽教室　●ヤマハ英語教室

●ピアノ ･エレクトーン個人レッスン

●フルート教室　　●おとなのピアノ　

http://lumbiny.com/http://lumbiny.com/

お気軽にお問い合わせください!!

株式会社 ルンビニー楽社株式会社 ルンビニー楽社

矢板センター
矢板市扇町 2-2-1
℡ 0287(43)2728

日光市今市456（かましん4F）
℡ 0288(22)5325

ミュージックセンター今市

○○
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スーパーキックベースボール⼤会 2016
日時／ 5月15日（日）
　　　8：00～ 8：15　受付
　　　8：15～ 8：45　開会式・講習会
　　　8：45～12：00　ブロックリーグ
　　　ブロックリーグ終了後　閉会式
場所／矢板運動公園 サッカー場
参加資格・チーム編成／
 ・小学生以上の矢板市民とし、居住地域より出場すること。
 ・1チームにつき、監督1人、選手6人以上12人以内。
　ただし、小学生が3人以上参加すること。
実施方法／
　市内16ブロックの地域対抗とし、ブロックごとに順位
を決定します。
参加料／１チーム1,000円（当日受付時に徴収します）

申込方法／
　各地域のスポーツ推進委員がとりまとめの上、別紙出場
選手名簿を5月6日（金）までに、ファクス、メール、ま
たは直接提出してください。
そのほか／
 ・雨天の場合は矢板市体育館でレクリエーションゲームを
　行います。実施の有無については7：00に事務局が決定
　します。
そのほか／
　チャレンジコーナーも実施しますので、お気軽にご参加
ください。（当日自由参加・無料）
申込・問い合わせ／
　生涯学習課　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６
 ✉ syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp

募集

郷⼟資料館企画展
⻑峰焼〜籠⽬⽂の陶器〜

　長峰焼は、昭和40年から50年
代にかけて、長峰公園付近で製作
されていました。七輪や土管のほか、
皿や壺などの陶器も製作され、そ
の作品は各地に残されています。
　今回の企画展では、長峰焼の歴
史を掘り起こし、さまざまな作品を
展示します。
日時／ 4 月2日（土）～5月8日（日）10：00～16：00
場所／郷土資料館　多目的ホール
入館料／無料
問い合わせ／郷土資料館　☎（４３）０４２３
　　　　　　＊月曜休館

開催

⼋⽅ヶ原の情報誌・ホームページができました！
　ツツジや滝などの絶景が楽しめる八
方ヶ原の情報誌、ホームページ、動画、
マップが完成しました。
　市内のレジャーや買い物スポットも
多数紹介しています。情報誌やマップは、
ホームページからダウンロードできますので、ぜひご利用
ください。

※この事業は、宝くじの収入を財源とした
　「コミュニティ助成事業」により、実施
　しました｡

問い合わせ／商工林業観光課　☎（４３）６２１１
　　　　　　  http://happyhappo.net/

4⽉10⽇（⽇）
3つの選挙が⾏われます
　4月10日（日）に、矢板市長選挙、矢板市議会議員補欠
選挙、栃木県議会議員（矢板市選挙区）補欠選挙の3つの
選挙が同日に行われます。
期日前投票／

　

問い合わせ／
　選挙管理委員会事務局　☎（４３）６２１９

選挙名 期日前投票
矢板市長選挙

4月4日（月）～9日（土）
矢板市議会議員補欠選挙

栃木県議会議員
（矢板市選挙区）補欠選挙 4月2日（土）～9日（土）
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