合併処理浄化槽の設置に補助金

緑の募金運動

税と保険料

一般住宅、共同住宅、併用住宅など

緑の募金は、美しい緑豊かな県土の

に合併処理浄化槽を設置する場合に補

建設を図り、県民の生活環境向上のた

助金を交付しています。住宅の新築、

め、学校や公園の公共用地への植樹な

建て替えなどでの設置に12万円、既存

どに役立てられます。また、先の震災

固定資産税 第１期 の

の単独処理浄化槽や、くみ取り便槽か

による被災地域の森林整備、緑化の推

納付期限（口座振替日）です。

ら合併処理浄化槽に付け替える場合は、

進を通じた復旧・復興支援も実施され

次の額を上限に補助金を交付します

ます。皆さんのご協力をお願いします。
募金目標額…１戸当たり50円

（対象人槽は５人槽〜 10人槽）。

取扱先

…ちばみどり農業協同組合（匝瑳市内

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽…

の各支店） 締切日…５月31日（金）

【５人槽】512,000円【６・７人槽】594,000

５月31日（金）は
軽自動車税 第１期

週末は
何かがある！

ふれあいパ
ふれあいパーク情報

円【８〜 10人槽】728,000円 くみ取り便

◆匝瑳市の前年度実績

槽 か ら 合 併 処 理 浄 化 槽 …【５ 人 槽】

募金額… 664,534円

432,000円【６・７人槽】514,000円【８〜

日市場小学校みどりの少年団育成事業

10人槽】648,000円

②飯塚沼農村公園クスノキ植栽事業

※補助対象者は、市内で住宅に合併処

※皆さんからの募金は、公益社団法人

各 日2,000円 以 上 お 買 い 上 げ の レ

理浄化槽を設置する人で、市税などに

千葉県緑化推進委員会へ送られ、その

シート持参のお客様先着300人に花苗

未納がないことなどが条件となります。

一部が匝瑳市へ還元され、活用しまし

プレゼント

※補助金を受け取る場合は、工事前に

た。ご協力ありがとうございました。

申請が必要です。予算には限りがあり

産業振興課農政班☎73−0089

ますので、設置を考えている人は事前
にお問い合わせください。
環境生活課環境班☎73−0088

建築無料相談会

事業実績…①八

市民農園利用者募集

５月４日（土）９時〜

こどもの日プレゼント
５月５日（日）９時〜 16時30分

小学生以下のお友達にミニソフトク
農園を適正に管理できる人であれば、 リームのプレゼント（お一人様１回限り）
借受人の居住地は問いません。
所在地…米持地先（ふれあいパーク八

住宅を建築しようとする人へのアド

ゴールデンウィークプレゼント

日市場東側） 総区画数… 40区画（１

母の日プレゼント
５月12日（日）９時〜

バイスや建築中に起こったトラブルの

区画約30㎡） 募集区画数… 11区画

解消方法などについての相談会です。

賃借料…１区画３千円／年

シート持参のお母様方先着300人に素

日時…５月12日（日）９時〜 16時

※申込書は産業振興課にあります。

敵なプレゼント

産業振興課農政班☎73−0089

場所…市民ふれあいセンター
匝瑳市八日市場建築連合組合
☎73−1578

いきいきシニア講座
日時…５月18日（土）13時30分〜
場…特別養護老人ホーム松丘園

会
テー

日曜朝市草餅サービス

講師…

永野亮太さん（聖マーガレットホーム
作業療法士） 定員…先着30人
九十九里ホーム在宅介護支援セン
ター☎73−2115

※５月は畑に野菜苗の植え付けシーズ
ン。多種の野菜苗を取りそろえてお待

毎週日曜日、市役所南側駐車場で行

ちしています。また、植木園では、ツ

われている日曜朝市では、５月５日、

ツジやその他の花木がたくさん咲きそ

草餅のサービスを行います。

ろっていますのでぜひご来園ください。

時間…７時〜（30分程度）

ふれあいパーク八日市場☎70−5080

産業振興課農政班☎73−0089

マ…「こころにゆとりを…３つのヒン
ト」〜幸せを感じる毎日を〜

当 日2,000円 以 上 お 買 い 上 げ の レ

八日市場さつき展示会
日時…５月31日（金）〜６月２日(日)
場所…八日市場公民館ロビー
産業振興課商工観光室☎73−0089

赤十字活動資金へご協力を
５月・６月は赤十字運動月間です。
赤十字では「人間の生命と健康、尊厳
を守る」ことを基本理念として、国内
における災害救護活動をはじめ、ボラ

世界中の太陽光発電取扱い

ンティア活動・医療事業・血液事業な

電気は買う時代から売る時代にチェンジ!!

どを展開しており、これらの活動は、

太陽光発電システム一式 ＋ 工事代 が

皆様のご協力により支えられています。

売電で月々のお支払いが可能な為

お寄せいただいた資金の一部でＡＥＤ

自己負担０円で設置できます。
※諸条件によってはご希望に添えない
場合もございます。
国・市の補助金申請代行致します

□平成４年創業 20年の実績（全メーカー取扱い）

保証もたっぷり25年で安心
見積り、相談無料
株式会社 アイアイエス エコ

検索

株式会社 アイアイエス〔本社〕旭市鎌数8550－1
0120−86−24−86 ☎090−3475−7500

や避難所で使うことを想定した災害時
用携帯トイレの購入、災害に備え毛布
などの備蓄を行っています。赤十字活
動資金へのご協力をお願いします。
福祉課福祉班☎73−0096
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情報
À la carte

八日市場幼稚園ひよこクラブ
Information

アラカルト

防災行政無線による火災の放送

内容…親と子、親同士、子どもたちの

期日…６月１日（土）小雨中止

ふれあいの場の提供、子育て相談

…７時八日市場ドーム集合、７時10分

火災の種類…建物火災、林野火災、危

出発

ん伏姫ハイキングコース）
※約９㎞の

実施回数…年間８回（６月から実施）

コースです。歩きやすい靴・服装で参

時間…９時〜

加してください。 持ち物…昼食、飲

費用…無料

受付期間

…５月７日（火）〜 15日（水）
八日市場幼稚園☎72−0442

中止

時間…市役所玄関前７時集合、

７時10分出発、生涯学習センター７時
市仁右衛門島

み物、雨具、タオル、帽子、ストック
（持っている人）、軍手、レジャーシー
定員… 40人（定員に

なり次第締め切り） 参加費… 1,000円

期日…５月26日（日）少雨決行・荒天

20分集合、７時30分出発

行き先…南房総市方面（とみさ

ト、保険証など

第２回自然観察会

発生、鎮火

野田小 学校公開（一般可）

時間

月１日までに生まれた子どもの親子

険物火災、航空機火災 放送の種類…
総務課消防防災班☎73−0084

（交通費、旅行保険など） 申込期限…
５月25日（土）
生涯学習課スポーツ振興班

場所…鴨川

☎73−0097

対象…小学生〜一般

八日市場勤労青少年ホーム
スポーツ大会

日時…５月15日（水）９時30分〜 12時

（小学４年生以下は保護者同伴） 内容

お願い…①駐車場は体育館東側・西門

…県指定名勝「仁右衛門島」に船で渡

外市有地（旧団地跡）
、昇降口は東西

り、島内の散策や潮溜りにいる生き物

勤労者卓球大会…５月26日（日） 勤

の児童昇降口をご利用ください。②ス

を観察

労者バスケットボール大会…６月16日

リッパを持参の上、安全管理のため受

帽子、筆記用具、保険証、着替え、ぬ

持ち物…昼食、水筒、タオル、

付名簿に記名をするとともに「来校

れてもよい靴（素足、サンダル、スカー

者」の名札を着用してください。

ト不可） 定員…42人 参加費…800円

同校教頭・古山☎67−2345

（観覧料、有料道路代、駐車料金など）
申込期限…５月14日（火）

税務職員採用試験

生涯学習課生涯学習室☎67−1266

受験資格…①平成25年４月１日におい
て高等学校または中等教育学校を卒業

家庭教育学級子育てコンサート

（日） 職場対抗バレーボール大会…６
月23日（日）
八日市場勤労青少年ホーム
☎73−4515

旭中央病院 新患の受け付け
このところ、地域の皆さんから「旭
中央病院にはかかれないのか？」とい

した日の翌日から起算して３年を経過

日時…５月11日（土）14時〜 15時30分

う質問をいただくことがありますが、

していない人および平成26年３月まで

場所…市民ふれあいセンター３階大

旭中央病院では、一部診療科を除き、

に高等学校または中等教育学校を卒業

ホール

制限なく新たに受診を希望する患者さ

見込みの人

②人事院が①に掲げる人

…」 講師…南修治さん（シンガーソ

ん（新患）の受け付けを行なっています。

に準ずると認める人 申込書交付期間

ングライター・カウンセラー） 参加

ただし、一部「紹介状」や「予約」が必

…５月13日（月）〜７月３日（水）
※土

費…無料

日除く

申込書受付期間…【インター

ネット】６月24日（月）〜７月３日（水）
【郵送・持参】６月24日（月）〜28日（金）
試験日…【第１次試験】９月８日（日）
【第 ２ 次 試 験】10月17日（木）〜 25日
（金）のうち指定する日

※詳細につ

いては下記までお問い合わせください。
銚子税務署総務課☎0479−22−1571

テ ー マ …「愛 ひ と つ あ れ ば

主催…匝瑳市教育委員会

生涯学習課生涯学習室☎67−1266

ラグビー体験教室
日程／場所…５月11日（土）／八日市
場小学校グラウンド、18日（土）／豊

介護職員初任者研修
介
員
研

第５回 歌謡愛好会
チャリティー発表会
日時…５月19日（日）９時30分〜 16時
場所…市民ふれあいセンター大ホール

生涯学習課スポーツ振興班☎73−0097

（旧ヘルパー２級）
通信・スクーリング

※実習はなくなりました。詳細は下記までご連絡ください。

ライフサポート樂樂

旭市ロ1004−17
TEL 0479−63−5036 FAX 0479−63−5100
１号広告
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旭中央病院☎63−8111

栄小学校グラウンド 時間…９時〜 12

５月18日〜９月14日
月 8日 ９月 日 毎週土曜日
毎週土曜日コース予定
日
日コース予定
特定非営利活動法人

須となる診療科がありますので、詳し
くは下記までお問い合わせください。

時（雨天中止） 対象…幼児〜小学生

樂樂地域福祉研修センター（旭市ロ832−19）

23

対

象…平成21年４月２日から平成23年４

４月１日から防災行政無線による火
災の放送は次の通り行っています。

ふれあい健康ウォーク2013春

同会・岡田☎73−2532

蓮沼ウォーターガーデン 夏季アルバイト募集
募集職種…売店、レストラン、監視員、改札、駐車場、機械助手など
資
格…高校生以上65歳くらいまで
給与（時給）…高校生760円〜、大学生・専門学生・一般800円〜
※経験、能力等考慮のうえ決定します。
勤務期間…７月13日〜９月８日 ※当社シフトによる
面接日時…６月１日（土）・２日（日）・８日（土）・９日（日）
※９時30分〜12時、13時〜15時の都合の良い日
必要書類…履歴書（写真添付）
申 込 先…〒289-1803 千葉県山武市蓮沼ホ368−1
蓮沼海浜公園管理事務所☎0475−86−3171（９時〜17時30分）

１号広告

