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のびのび⼦育て応援商品券郵送のお知らせ
　国は、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に
より、地域での消費喚起や、これに直接効果を有する生活
支援を推進するための事業を行います。
　市では、この事業により交付された「地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金」を活用し、市商工会「つつ
じの郷やいた共通商品券」発行事業と併せて、子育てを応
援するため、対象世帯に商品券の支給を行います。
対象世帯／
　9月1日時点で、18歳以下の子どもがいる世帯

支給内容／
　1世帯につき「つつじの郷やいた共通商品券」3,000円分
支給方法／
　9月1日から順次、対象となる世帯の世帯主、または保
護者に対して、商品券をお届けします。
そのほか／
 ・所得制限はありません。
 ・8月中旬以降の転入、または出生により該当となった世帯
　については、発送が遅れる可能性があります。
問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２

平成 26 年度⽮板市⼈事⾏政の運営などの状況について 
　矢板市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に
基づき、職員の任用状況や離職状況・職員の給与の仕組み・
支給状況などについて、お知らせします。
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

部門別職員数  基準日：4月1日（単位：人）
部　門 平成 25年 平成 26 年 平成 27 年
一般行政 121 118 121
福祉行政 56 60 56
一般行政計 177 178 177
特別行政 54 51 48
公営企業等 30 30 32
総合計 261 259 257

部　門

平成24年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成27年度
退職者数 採用者数 退職者数 採用者数 退職者数 採用者数
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考
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年
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か
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一般行政職 6 4 10 10 3 12 2 5 6 10
技能労務職 1 2 1
合　計 11 10 16 14 11 10

支出総額（A) 人件費（B) 人件費率（B)  /（A)
132 億 9798 万円 18 億 4412 万円 13.9%

給　料 職員手当 合　計
8 億 9176 万円 4億 6948 万円 13 億 6124 万円

手当の種類 金額（万円）
扶養手当（扶養親族のある職員に支給） 2,084 
住居手当（借家等に居住し家賃を払っている職員に支給） 652 
時間外勤務手当（正規の勤務時間を超えて勤務した時に支給） 3,573 
宿日直手当（日直業務に従事したときに支給） 102 
管理職手当（管理職の職責に応じ支給） 3,062 
管理職員特別勤務手当
（管理職員が週休日または休日に勤務したときに支給） 8 
通勤手当（電車、自家用車等により通勤する職員に支給） 976 
特殊勤務手当（危険、困難、不健康な業務に従事したとき支給） 0 
児童手当（中学３年生以下の児童を持つ職員に支給） 1,298 
期末・勤勉手当（民間企業のボーナスなどに相当し、年２回支給） 35,193 

合　計 46,948 

給料・報酬額（月額） 期末手当
市　長 845,000 円

 6 月期
12 月期
計

1.30 月
1.40 月
2.70 月

副市長 669,000 円
議　長 440,000 円
副議長 355,000 円
議　員 325,000 円

経験年数
10年 15 年 20 年

一般行政職 大学卒 230,570 円 276,767 円 316,668 円
高校卒 - - -

技能労務職 高校卒 - - 276,933 円

月　額

一般行政職 大学卒 174,200 円
高校卒 142,100 円

研修機関 受講人数（人） 備　考
塩谷・那須南ブロック研修 132（延べ） 新採用職員研修ほか17講座
栃木県市町村振興協会研修 30 行政法研修ほか21講座
市町村職員中央研修所
（市町村アカデミー）等 10 保育行政ほか5講座

平成 25年度 平成 26 年度 比較増減額
職員体育大会 0 円 0 円 0円

レクリエーション 0 円 0 円 0円
人間ドック助成 710,000 円 690,000 円 -20,000 円
その他（常備薬等） 11,844 円 57,672 円 45,828 円

合　計 721,844 円 747,672 円 25,828 円

職員の任免状況 （単位：人）

給与費の状況（一般会計）

職員の初任給の状況

社会教育委員が決まりました
　社会教育委員は、社会教育法第15条に基づき設置され、
社会教育に関し、教育委員会に助言することを任務とし

ています。（任期2年）
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

　消費税率の引き上げによる所得の低い方への負担を緩
和するため、暫定的・臨時的な措置として実施します。該
当すると思われる方には市役所より７月下旬に申請書を郵
送しております。
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 6,000円（1回限り）
必要書類／
①臨時福祉給付金申請書（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本人確認書類（顔写真あり）（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。
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。
 ・8月は大変混雑が予想されます。申請期間は約5カ月間
　ありますので余裕をもって申請してください。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

日にち 場所

通常窓口
8月3日（月）～

平成28年1月8日（金）
※土・日、および下記日程は除く

保健福祉
センター前
プレハブ休日窓口 8月9日（日）・9月6日（日）

出張窓口
8月25日（火）・26日（水） 泉公民館
8月27日（木）・28日（金） 片岡公民館

臨時福祉給付⾦についてのお知らせ

小泉　浩 （矢板市小中学校）福田　英治 （ 矢板市PTA ）武田　正雄 （矢板市文化協会）小川　幸子 （ 学識経験者 ）校長会 連絡協議会

五味渕　俊夫（矢板市小中学校）澳原　初男 （矢板市子ども会）小口　晋 （矢板市自治公民館）海瀬　元之 （ 学識経験者 ）校長会 連合会 連絡協議会

岡本　佳史 （ たかはらさくら ）渡邉　清二 （矢板市体育協会）佐貫　薫 （ 矢板市議会 ）村上　留美子（ 学識経験者 ）青年会議所

君島　里美 （ 矢板市婦人会 ）渡邉　栄之 （ 矢板市区長会 ）中嶋　加代子（ 学識経験者 ）

そのほかの主な職員手当の支給額

期末・勤勉手当の支給割合

経験年数別・学歴別平均給料月額

職員の健康の保持増進対策

主な職員研修の実施状況

職員手当の内訳

特別職の報酬額

人事費の状況（一般会計）

内　容

扶養手当
※国と同じ

配偶者 13,000 円
扶養親族　1人につき 6,500 円
配偶者の無い場合　1人まで 11,000 円

住居手当
※国と同じ

賃貸住宅
○家賃が23,000円以下 家賃の月額から

12,000円を控除した額
○家賃が23,000円を超えるもの 27,000 円以内
持家住宅 支給なし

通勤手当
※国と同じ

交通機関利用者＝運賃相当額
自動車等利用者
○片道   2㎞未満 支給なし
○片道   2㎞以上   5㎞未満 2,000 円
○片道   5㎞以上 10㎞未満 4,200 円
○片道 10㎞以上 7,100～ 31,600円

6 月支給 12 月支給 計
期末手当 1.225 月分 1.375 月分 2.600 月分
勤勉手当 0.675 月分 0.825 月分 1.500 月分

退職手当の基礎支給割合
勤続 20年 勤続 25年 勤続 35年 最高限度

自己都合退職 21.62 月分 30.82 月分 43.7 月分 52.44 月分
応募認定退職 27.025月分 36.57 月分 52.44 月分 52.44 月分
　退職手当の支給割合は、加入している栃木県市町村総合事
務組合が国の支給割合を参考に決定しています。また、矢板市
では定年退職時特別昇給を平成16年度より廃止しています。

※職員手当に退職手当は含みません。

職制上の段階、職務の級などによる加算措置があります。（※国と同じ）

①健康診断の実施
　（年2回の職員の定期健康診断、人間ドックなど）
②メンタルヘルス対策
　（研修会の開催、職場の状況・職員の症状に合わせた産業医による相談など）
③福利厚生事業の実施
　（地方公務員法に基づく職員の保険、元気回復のための事業実施など）

　職員の能力向上による、より充実した住民サービスを目的と
して、県や各行政機関主催の職員研修に、職種に合わせて参
加しています。

○○○○○

好評発売中！！  1ケ 360円（税込）
お土産に、ご贈答に、常備食にも…用途はいろいろ。
お求めは市内取扱店で　お問い合わせ／矢板市商工会　☎（４３）０２７２

～甘さの中に辛さが光る～あっぷるカレーあっぷるカレーあっぷるカレーあっぷるカレー
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平成 28 年 4 ⽉ 職員採⽤案内
矢板市職員 塩谷広域行政職員

職種 一般事務 保健師 一般事務職 消防職

採用人数 8人程度 1人 1人程度 10人程度

受付期限 8月17日（月）＊必着 9月11日（金）＊必着 8月18日（火）＊必着

受付時間 8：30～17：15 8：30～17：15（土・日・祝日を除く）

問い合わせ
 〒 329-2192 矢板市本町5-4
 矢板市総務課
 ☎（４３）１１１３

 〒329-1572 矢板市安沢3622-1
 塩谷広域行政組合総務課
 ☎（４８）２０６６

 〒329-2145矢板市富田94-1
 塩谷広域行政組合 消防本部消防 総務課 
 ☎（４４）２５１３

募集

　矢板市の豊かな環境を守り、育てる人材づくりにご協
力いただける方を募集しています。環境に配慮した社会
をつくるため、皆さんの参加をお待ちしています。
応募資格／
 ・市内に在住、通勤、通学している方
 ・環境保全活動や環境教育に関心のある個人の方や団体、
　または事業者
 ・年数回程度の会合やイベントの運営にご協力いただける方

応募期限／8月31日（月）　※期限を超えても随時募集します。
応募方法／
　簡単な履歴書（写真・メールアドレス付）、および自分
の関心がある分野や活動の経歴をA4用紙にまとめご提
出ください。
応募・問い合わせ／
　〒329-2192　矢板市本町 5-4
　矢板市くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

募集 環境⽂化都市やいた創造会議
〜あなたの⾏動をまちの環境づくりに⽣かしませんか〜

　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、
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
いては所有者に今後の意向調査を行い、農地の再生、今
後の農地利用計画の提出など、指導をしていきます。
　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

農地パトロールについて

「⼈・農地プラン」を更新します

　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28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

漏⽔調査を実施中です

　下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。8月17日（月）までに印鑑を持
参の上、農業振興課まで申し出てください。
要件／
①今年度、農地の借受の予定がある農業者
②新規就農者
③スーパーＬ資金を借りる予定の認定農業者
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
　予定がある農業者
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
　の予定がある農業者

　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
構等の制度に関する説明会を行いますので、ご参加くだ
さい。
日時・場所／

問い合わせ／農業振興課　☎（４３）６２１０

○

地 区 名 日　時 場　所
矢板地区 8/19（水）16：00～ 生涯学習館 研修室 1
片岡地区 8/20（木）16：00～ 片岡公民館 コミュニティホール
泉地区 8/21（金）16：00～ 泉公民館 集会室

日時／ 8 月 22日（土）　16：00～ 21：00　※雨天中止
場所／川崎城跡公園　自然観察ふれあい広場
主なイベント／
　16：00～　物産展開店
　17：00～　あんどん点灯
　18：00～　開会式
　18：10～　イベントタイム
　　　　　　（よさこいソーラン、吹奏楽など）
　19：15～　真夏の夜のスライドショー
　19：40～　灯

とうろう

籠流し
　20：40～　花火打ち上げ
　※詳しくは市ホームページをご覧ください。
問い合わせ／川崎城跡公園再生市民会議事務局（都市建設課）
　　　　　　☎（４３）６２１３
　　　　　　 http://www.city.yaita.tochigi.jp/

19：15～　真夏の夜のスライドショー
　あんどんの灯りがつくる
幻想的な世界で、元気いっ
ぱいの 「笑顔」や心あたたま
る「Happy ♡」なスライド
たちが真夏の夜を彩ります。　

19：40～　灯
とうろう

籠流し
　自由に絵を描いて、オリジ
ナル灯籠を作って流してみ
ませんか？回収後、灯籠は
お持ち帰りいただけます。
受付時間／ 16：00～ 19：00
参加費／有料（灯籠代）　

第 8 回光と⾳のあんどんまつり

※「広報やいた7月号」16ページに掲載した「矢板市職員募集」の保健師の受験資格の記載において、一部誤った記載がありました。
　（誤）平成60年 4月2日以降に生まれた方⇒（正）昭和60年 4 月2日以降に生まれた方　　お詫びして訂正いたします。

　今年も大玉・尺玉多数打ち上げ10,000 発！市民手作り
の「つつじの郷やいた花火大会2015」を開催します。
日時／ 10月17日（土）　※荒天時は18日（日）に順延
　　　15：00～ファミリータイム（ステージイベント等）
　　　19：00～花火打ち上げ
場所／文化会館周辺

協賛のお願い
　企業、個人を問わず、１口1,000円から、大会運
営のための協賛金を募集しています。

ボランティアスタッフ募集
　大会準備、運営、片付けなどを手伝ってくださる
ボランティアスタッフを募集しています。

応募・問い合わせ／
　やいた花火大会2015実行委員会事務局（市商工会内）
　☎・ （４３）１７５５

やいた花⽕⼤会 2015 協賛⾦・ボランティア募集

開催
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○

　上記の小・中学校で開催する運動会に、お近くの高齢者
の方々をご招待します。対象になる各地区の高齢者の方は、
ぜひご参加ください。
　参加を希望される方は、お手数でも事前に各学校（川
崎小・片岡小・矢板中は除く）へ連絡くださいますようお
願いします。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７ 

平成 27 年度市内⼩・中学校
運動会への⾼齢者招待について 
学校名 開催日 招待対象者 問い合わせ
西小学校

9 /１2
（土）

70歳以上の方 ☎（４３）０２６３
矢板小学校

75歳以上の方

☎（４３）００４３
川崎小学校 ☎（４３）０２６５
泉小学校 ☎（４３）０４０４
片岡小学校 ☎（４８）０５１０
乙畑小学校 ☎（４８）０６１０
矢板中学校

9 /  5
（土）

☎（４３）０１４４
片岡中学校 ☎（４８）０４１０
泉中学校 泉中生徒の祖父母 ☎（４３）０４０７

申込方法／
 ・①～④は、9月2日（水 )までに参加料1人100円を添えて、
　生涯学習課へお申し込みください。
 ・⑤は、9月11日（金）までに、さくら市サッカー協会宛
　にお申し込みいただき、当日参加料１チーム1,000円を
　お支払いください。

そのほか／
 ・①②（レディースの部・メンズの部）は年齢不問、
　③④は年齢・性別不問、⑤は性別不問です。
 ・各種目の実施要項、参加申込書は、生涯学習課に備え
　付けています。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

募集 第 8 回塩⾕地区ニュースポーツ交流会

種目 場所
① グラウンド・ゴルフ 矢板運動公園陸上競技場 １チーム6人（うち女性2人以上）、10チームまで

② ソフトバレーボール 矢板中学校体育館
1チーム7人以内、各部門2チームまで（※試合は1チーム4人で実施）
・レディースの部　　　　　　　・メンズの部
・トリムAの部（39歳以下）　　  ・トリムBの部（40歳以上）
（※トリムA・Bは試合時、男女各2人を選出）

③ ラージボール卓球 矢板市体育館 １チーム単4人、複 2人、補欠2人の8人（※4人以上で出場可）
・39歳以下の部…3チームまで　　・40歳以上の部…5チームまで

④ ペタンク 御前原公園 1チーム5人（※3人以上で出場可）、5チームまで

⑤ ミニサッカー さくら市鬼怒川運動公園
サッカー場

1チーム監督1人（成人）、選手16人以内（※試合は8人制ルールで実施）
小学生の部…各学年原則2チームまで

対象／市内に在住・通勤・通学している方、市文化協会会員
　　　※出演は1人1種目、出展は1人1点で 2種目まで
申込方法／
　出演・出展を希望する方は、8月3日（月）～24日（月）
に申込用紙（生涯学習課、矢板、泉、片岡の各公民館にあ
ります。）でお申し込みください。 
申込・問い合わせ／矢板市文化祭運営事務局（生涯学習課）　
　　　　　　　　　☎（４３）６２１８

第 48 回⽮板市⽂化祭
出演者・出展者募集

種　目 日　時 場　所

出
演
芸能発表会
吟詠、剣詩舞、民謡
舞踊、音楽など

11/3（祝・火）
9：00開場、9：30開演 文化会館 大ホール

出
展

作品展
書道、絵画、写真
手工芸、文芸など 11/1（日）～ 3（祝・火）

9：00～16：00
（最終日 ～15：00）

生涯学習館 体育室

華　展 文化会館 大ホール ロビー

盆栽展 生涯学習館 ロビー

茶　会 11/3（祝・火）
10：00～15：00 矢板公民館

日時／ 9月27日（日）8：30～

ﾌ ﾛ゙ｯｸ 行政区 氏　名 ﾌ ﾛ゙ｯｸ 行政区 氏　名 ﾌ ﾛ゙ｯｸ 行政区 氏　名 ﾌ ﾛ゙ｯｸ 行政区 氏　名

1
矢板一区 山口　博之

7
片　俣 小野崎　友博

12

東　泉 森戸　康雄
14

下、山根 木下　洋一
矢板二区 兼﨑　正治 塩　田 和気　輝 下伊佐野 関谷　博彦 東安沢 川井　敏裕
矢板三区 加藤　慎一 幸　岡 大沢　祐司 上伊佐野 塚原　信一 山苗代 佐藤　春夫

2 矢板四区 我妻　理弘

8

下太田 室井　英明 第一農場 渡辺　裕也

15

越　畑 森林　明

3
矢板五区

齋藤　勇
荒　井

伊藤　章 第二農場 肥後　隆章 東乙畑 小川　英司
石塚　桂介 田城　幸男　 田野原 片山　悟 西乙畑 地神　正展

針　生 矢澤　勝春 土　屋 渡辺　訓

13

長　井
増子　純一 白　栗 高久　真司

4
矢板六区 長野　剛憲 山　田 鈴木　利明 赤羽　博之 上大槻 富川　貴雄
末広町 小林　佑馬

9 中
篠原　智幸 寺　山 村山　博充 下大槻 富川　竜大

5 富　田
和気　守義 森　真治 高　原 小祝　正則 石　関 植木　宏一
高橋　弘

10
東　町

吉津　清人 立　足 伴内　哲夫 玉　田 齋藤　賢

6

木幡東
相馬　英雄 荒浪　弘和

平　野
船山　幸男

コリーナ
矢板

中村　修
佐藤　明

早川町
廣井　健太郎 星野　和幸 大野　康之

木幡西 永井　進一 萩野　貴志

14

通　岡 市村　敏夫 古谷　幸樹
川崎反町 君島　光俊

11
沢 福田　一紀 前　岡 薄井　英男 つつじが丘 金子　稔子

境　林 山口　孝夫 豊　田 塚原　明 後　岡 渡辺　貞行

16

片岡一区 松本　貢一
館ノ川 三堂地　丈志 成　田 小川　和洋 梶ケ沢 海藤　崇 片岡南 鈴木　好行
高　塩 齋藤　光治

12
泉

渡辺　智史 上安沢 和氣　敏男 片岡二区 鈴木　章仁

7
倉　掛 和気　広美 豊田　光徳 中安沢 渡邊　克彦 片岡三区 菊地　智彦
合　会 菅野　正代 上太田 髙橋　昭 本田坪 村上　勝久 片岡四区 林　拓也

　市民体育祭の日程が決まりました。参加希望の方は、
各ブロックの社会体育推進員へお申し込みください。

問い合わせ／生涯学習課　☎　（４３）　６２１８

第 55 回⽮板市⺠体育祭の⽇程が決まりました！

○

競　技 8/23
（日）

8/24
（月）

8/25
（火）

8/26
（水）

8/27
（木）

8/28
（金）

8/29
（土）

8/30
（日）

8/31
（月）

9/1　
（火） 場　所

夏季

野球 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 運動公園野球場・多目的グラウンド
ソフトボール（40歳以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

片岡運動場
ソフトボール（50歳以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
バレーボール（女子） ○ 市体育館・矢板小体育館
ソフトバレーボール ○ 矢板中体育館
サッカー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 運動公園サッカー場・東小校庭
ゲートボール ○ 御前原公園
ゴルフ ○ メイフラワーゴルフクラブ
ソフトテニス（男子・女子） ○ 運動公園テニスコート
グラウンド・ゴルフ ○ 運動公園陸上競技場
ラージボール卓球 ○ 市体育館

秋季 陸上競技・レクリエーション 10 月 11 日（日） 運動公園陸上競技場

平成 27年度矢板市社会体育推進員／

競技日程・場所／



　　平成 27 年 8月号 23平成 27 年 8月号22

市からのお知らせ Yaita Infomation

受付期間／ 8月19日（水）～9月13日（日）8：30～17：00
　　　　　※土・日を除く（道の駅やいたは、土・日申込可能）

発送予定日／ 9月29日（火）
申込方法／
　農業振興課、農業公社、道の駅やいたにある申込書に
記入の上、代金を添えてお申し込みください。ファクス、
ホームページからの申し込みも可能です。
※農作物の育成や天候により、発送日・品目が変更になる
　場合もありますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ／
　矢板市ふるさと便推進協議会事務局（市農業公社）
　☎（４３）２６５０ 　 （４３）２６５１
　 http://www.yaita-nougyoukousya.jp

 フルーツ便

野 菜 便

限定
20⼝

11品目：3,500円　13品目：5,000円
矢板たかはら米、味噌、巨峰、ピーマン、なす
長ネギ、りんごジュース、たまご　など

5品目：3,500円
矢板たかはら米、梨、ぶどう、りんご　など

新 米 便
（矢板たかはら米）

  7kg：3,500円 　11kg：5,000円
15kg：6,700円

アロマ講座
〜初⼼者でも簡単なハンドマッサージを楽しもう！〜

募集トレセンピラティス教室（後期）
　呼吸を意識しながら体幹をトレーニングします。体力に
自信のない方でも安心して参加できます。
日時／ 9月1日（火）～12月22日（火）の
　　　毎週火曜日（祝日を除く）
　　　全15回　10：30～12：00
場所／ 9～ 11月　農業者トレーニングセンター（片岡）
　　　12月　　　 農村環境改善センター（沢）
定員／ 30人
参加費／ 1,000円（15回分）
講師／藤田　明湖先生
持ち物／ヨガマット、タオル、飲み物
申込方法／
　8月17日（月）～24日（月）9：00～ 19：00（※火曜
日は17：00まで）に、直接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

初⼼者のためのパソコン教室募集⽶粉のお菓⼦教室（後期）募集
　マウスやキーボードの操作など、パソコンの初歩的知識
を身につけ、ワープロソフト（ワード）で文章や図が作れ
るようになるまでを学びます。講師とアシスタントが、わ
かりやすく、丁寧に手ほどきします。パソコンは各自持ち
込みとなりますのでご用意ください。
日時／ 10月6日（火）～平成28年 3月22日（火）の
　　　毎週火曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　全18回　10：00～12：00　
場所／矢板公民館　2階大会議室
対象・定員／一般成人（初心者）30人
参加費／ 6,000円程度（教材代）
講師／シルバー大学校北校　パソコンクラブ卒業生
持ち物／
　ウインドウズ 8/8.1/10 搭載のマウス対応のノートパソコン
　※マイクロソフト オフィス2007/2010/2013をインストール
　　した状態でお持ちください。
申込方法／
　8月5日（水）～9月4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

　アンチエイジング（老化防止）も期待できる希少なオイ
ル使ったハンドマッサージで、癒やしのひとときを一緒に
過ごしてみませんか？
日時／ 9月24日（水）10：00～11：30
場所／片岡公民館　研修室
対象・定員／女性 15人
参加費／ 500円
講師／川原田　純子先生
持ち物／
　バスタオル１枚
　※当日は爪を短く切ってお越しください。
申込方法／
　9月10日（木）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

　米粉を使用し、いろいろなお菓子を作って仲間づくりを
しませんか？初心者でも楽しく参加できます。
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・ゴムべら・泡だて器・ハンドミキサー・筆記用具
申込方法／
　8月5日（水）～26日（水）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

日　時 内　容

① 9 月 26 日（土）

9：30～12：00

米粉のマドレーヌ

② 10 月 31 日（土） 米粉 deフロランタン

③ 11 月 28 日（土） 米粉抹茶甘納豆ケーキ

○

みんなの読書会 〜蔵で語る、あなたの 1 冊。私の 1 冊。〜開催

募集 健康ウォーキング
　健康づくりみどりの会による健康ウォーキングを行いま
す。今年は高根沢町をウォーキングします。あなたもぜひ
参加してみませんか？
日時／ 9月27日（日）　8：40市役所集合
　　　9：00出発　15：00市役所解散予定
　　　※荒天時は矢板小学校体育館で体操を行う予定です。
コース／親水公園～ふれあい牧場～元気あっぷむら
　　　　※約1時間15分のコースです。
　　　　※元気あっぷむら周辺で昼食となります。
対象／市内在住の方
定員／ 50人程度
参加費／ 100円（保険料含む）※当日お持ちください。
必要なもの／飲み物、雨具、お弁当など

申込方法／9月15日（火）までに電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

　「蔵＊武project」主催による、読書会を行います。
　読書会とは、テーマに合った本を持ち寄って紹介しあっ
たり、本の意見交換をする会です。今回のテーマは「夏だ！
旅だ！冒険だ！旅にまつわる本、旅に行きたくなる本」です。
　読書が好きな方、旅が好きな方、いつもと違うジャンル
の本を読んでみたい方など、お気軽にご参加ください。
日時／ 8月8日 (土 )　10：00～12：00
場所／矢板武記念館　東蔵

必要なもの／
　旅にまつわる本、旅に行きたくなる本 (漫画でも可 )
入館料／一般100円 ( 未就学児～学生は無料 )
そのほか／
 ・申し込みは必要ありませんので、直接お越しください。
 ・駐車場は市役所をご利用ください。
問い合わせ／蔵＊武project　✉ p.kuratake@gmail.com
　　　　　　生涯学習課　☎（４３）６２１８

緑とつつじの⼋⽅⾼原ふるさと便募集

※すべて送料込みの金額です。（ただし、本州以外は別途300円）

○


