
借金やヤミ金融
家計に関する無料相談会

　自動車を駐車、停車するときには、
速やかにエンジンを停止しましょう。
不要なアイドリングは燃料の浪費だけ
でなく、周囲の迷惑となり地球温暖化
や大気汚染にもつながります。
 問県大気保全課☎043－223－3810

　テーマとなっている認知行動療法と
は、認知（ものの受け取り方や考え
方）のバランスをとって、ストレス
（問題）に対応することで、気持ちが
安定したり楽になるように手助けをす
る方法です。仕事や家事、人間関係な
どで落ち込んだり、不安を抱えている
人など、一緒に始めてみませんか。
日時…７月11日（木）、25日（木）13時
30分～ 15時30分　場所…旭市第二市
民会館（旧旭市働く婦人の家）　テー
マ…「心の健康のために、認知行動療
法を使ってみよう！」　講師…松澤大
輔さん、浅野憲一さん（千葉大学）　
参加費…無料
 問海匝健康福祉センター
 ☎0479－22－0206

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報ふれあいパふれあいパ

週末は
何かがある！
週末は
何かがある！
週末は
何かがある！

日時…６月16日（日）９時～
　当日2,000円以上のレシート持参の、
先着300人のお父様方に素敵なプレゼ
ントがあります。

※新鮮な初夏の野菜を取りそろえてお
待ちしています。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

父の日プレゼント

野田小学校 学校公開（一般可）

史跡めぐり～東金～

第11回写遊会写真展

和希楽会全体集会

船舶免許更新失効講習会

航空科学博物館イベント

平成25年度慰霊巡拝

労災職業病なんでも相談会

心の健康市民講座

　保護者、野田地区の皆さんの来校を
お待ちしています。
日時…６月19日（水）９時30分～ 12時
お願い…①駐車場は体育館東側・西門
外市有地（旧団地跡）、昇降口は東西
の児童昇降口をご利用ください。②ス
リッパを持参の上、安全管理のため受
付名簿に記名をするとともに「来校
者」の名札を着用してください。
 問同校教頭・古山☎67－2345

日時…７月７日（日）８時45分～ 12時
30分　行き先…家康来訪400周年記念
展とゆかりの地探訪　定員…20人程度
　問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

日時…６月７日（金）～ 16日（日）９
時～17時（月曜日は休館）※７日（金）
は12時～、16日（日）は15時まで　場
所…八日市場公民館市民ギャラリー
 問同会・鈴木☎090－4961－0878

　「和希楽会」は地域に生活している
障がいのある人のネットワークを支援
していく会です。
日時…６月16日（日）13時～ 16時　会
場…小見川市民センターいぶき館（香
取市羽根川38）　対象者…身体に障が
いのある人やその家族、当会の趣旨に
賛同し興味のある人、仕事で障がいの
ある人に関わる人など　参加費…無料
内容…①香取・海匝地域の障がい者団
体・サークル活動紹介　②活躍してい
る障がい者の講演、車椅子ダンス
 問九十九里ホーム病院・木内
 ☎72－1131

　借金やヤミ金融被害、家計管理のこ
とでお悩み・お困りの人を対象に、弁
護士や司法書士、警察官などによる無
料相談会を開催します。
日時…６月30日（日）10時～ 15時　会
場…旭市青年の家（旭市ニの5127）　
定員… 20人（申込先着順）　申込方法
…下記まで電話
 　問県県民生活課☎043－223－2296

日時…７月６日（土）９時～　場所…
潮来ホテル（☎0299－62－3130）　必要
書類…船舶免許コピー、住民票（本籍
地記載）、顔写真２枚（縦4.5㎝×横3.5
㎝）※顔の大きさ2.5㎝以上　料金…
更新１万円、失効１万５千円　申込方
法…６月15日（土）までに下記へ
 問水郷ボートサービス㈱
 ☎0299－63－1231

◆企画展「鳥の飛行」
期間…６月１日（土）～７月28日（日）
内容…身近な鳥の飛行に隠されたさま
ざまな工夫を紹介し、自然界にも存在
する航空科学について理解を深める
◆旅客機ビデオ上映会
日時…６月16日（日）11時～　内容…
日本飛行機ビデオクラブが日本各地で
ハイビジョン撮影した旅客機の美しい
映像作品を上映します
◆やさしい航空のはなし
日時…６月23日（日）13時～　内容…
航空機を安全に運航するため、さまざ
まな分野に利用されている無線につい
て、わかりやすく説明します
 問航空科学博物館☎0479－78－0557

　厚生労働省では、旧主要戦域や遺骨
帰還のできない海上における戦没者や、
旧ソ連およびモンゴル地域における抑
留中死亡者を慰霊するため、遺族を主
体とした慰霊巡拝を毎年実施していま
す。今年度も各都道府県援護担当課を
通じて参加遺族の募集をしていますの
で、参加を希望する人は下記までお問
い合わせください。
問財団法人千葉県遺族会事務局☎043
－251－3358、県健康福祉指導課（遺
族援護班）☎043－223－2346

期日／会場…６月29日（土）／千葉市
中央コミュニティセンター６階講習室
５、７月27日（土）／成田市中央公民
館　時間…13時～16時　対応者…弁護
士、労働安全衛生管理者、ソーシャル
ワーカーほか　相談料…無料　その他
…予約不要、当日受け付け
問千葉中央法律事務所☎043－225－4567

７月１日（月）は
市県民税　第１期
国民健康保険税　第１期
介護保険料　第１期 の

納付期限（口座振替日）です。

税と保険料税と保険料税と保険料

駐車時・停車時には
アイドリング・ストップを！
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À la carteÀ la carte

情報情報情報 八日市場第二中学校
学校公開

千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験

千葉盲学校オープンスクール・
サマースクール

県立農業大学校
農業者養成研修生募集

八日市場特別支援学校
学校公開

就職応募書類セミナー

道路のり面への除草剤散布

国保特定健診、後期高齢者健診

銚子特別支援学校 学校公開

成東高校吹奏楽部定期演奏会

　国保特定健診と後期高齢者健診が今
月から始まります。対象者には５月中
に受診票などを送付しましたので、個
別健診または集団健診のいずれかで受
診してください。詳細については、送
付の受診票または広報そうさ５月号８
ページをご覧ください。
 問健康管理課☎73－1200

　特別支援学校に関心を持っている人
に授業や学校施設を公開します。
日時…７月２日（火）９時15分～ 11時
45分　所在地…匝瑳市平木930番地１
申込方法…６月17日（月）までに氏名・
所属などを電話またはＦＡＸ
　問同校教頭・西村☎72－2777、ＦＡ
Ｘ73－6008

日時…６月18日（火）、19日（水）９時
20分～ 11時50分　内容…学校施設と
授業の公開　※参加を希望する人は事
前にご連絡ください。
　問同校教頭・保科☎0479－22－0243

日時…６月９日（日）13時開演　会場
…東金文化会館大ホール　入場料…無
料　演奏曲目…平成25年度全日本吹奏
楽コンクール課題曲、ポップスステー
ジ、ローマの噴水ほか
 問同校・内田☎0475－82－3171

◆オープンスクール
日時…６月29日（土）９時10分～　内
容…授業参観、ミニ集会　申込期限…
６月21日（金）
◆サマースクール
日時…７月30日（火）、31日（水）９時
30分～　内容…30日は幼児児童生徒と
その保護者、担任を対象に体験授業な
ど。31日は関係者に視覚障害理解講座
や教材などの紹介　申込期限…７月８
日（月）
　問県立千葉盲学校（〒284－0001四街
道市大日468－１）☎043－422－0231、Ｆ
ＡＸ043－424－4592、Ｅメールchiba-
sb@chiba-c.ed.jp

　農業知識と技術を習得して県内で就
農しようとする人や、既に就農してい
る人を対象にした研修を開催します。
日程…【基礎コース】９月11日（水）～
11月29日（金）【専門コース】９月11日
（水）～平成26年２月28日（金）　内容
…【基礎コース】講義、農作業実習、
校外学習など【専門コース】基礎コー
スの内容、農家実習、希望作目実習な
ど　定員…各コース10人　料金…１か
月3,300円（教科書代などは別途実費
が必要）　申込方法…所定の受講願書、
履歴書、身上書、営農調書、健康診断
書を提出（願書などはホームページか
らダウンロードまたは返信用封筒同封
の上、請求）　受付期間…６月10日
（月）～７月12日（金）消印有効　選考
方法…書類審査および面接
　問県立農業大学校農業研修科（〒283
－0001東金市家之子1059）☎0475－52－
5140、ホームページhttp://www.pref.
chiba.lg.jp/noudai/index.html

　普段の生徒の活動の様子を保護者や
地域の皆さんに見ていただき、学校へ
の理解を深めていただくために教育活
動を公開します。
日時…６月11日（火）９時～ 13時、12
日（水）11時30分～ 15時30分　お願い
…①駐車場は野球グラウンド外野側、
昇降口は生徒用昇降口をご利用くださ
い。②スリッパを持参の上、安全管理
のため必ず受け付けで記名をお願いし
ます。
 　問同校教頭・柴田☎72－1375

日時… 10月13日（日）10時～ 12時　受
験資格…医療・保険・福祉分野の有資
格者で一定期間以上の実務経験のある
人　申込書配布期間…６月３日（月）
～７月10日（水）　申込書配布場所…
市高齢者支援課、市社会福祉協議会、
県保険指導課、県健康福祉センター、
県社会福祉協議会、県福祉人材セン
ター (ＪＲ千葉駅前)　申込受付期間…
６月３日（月）～７月10日（水）当日消
印有効　簡易書留による郵送受付のみ
問県社会福祉協議会介護支援専門員養
成班☎043－204－1610（〒260－8508千
葉市中央区千葉港４－３）ホームページ
http://www.chibakenshakyo.com/

日時…６月26日（水）13時30分～16時
会場…横芝光町役場第三会議室　定員
… 20人（要予約）　対象者…就職を希
望している15歳～ 39歳の人　内容…
応募書類がうまく書けない、何を書い
てよいかわからないという人に、応募
書類の書き方のコツを教えます。ちょ
こっと相談（10分程度・要予約）、求
人情報の閲覧も可能　主催…横芝光町、
匝瑳市、山武市、ジョブカフェちば
　問横芝光町役場産業振興課☎84－1215

　道路のり面に除草剤を散布すると、
草の根まで枯れてしまい、路肩が崩れ
やすくなりますので、過度な散布を控
えるようご協力をお願いします。
 問建設課管理用地班☎73－0092

１号広告

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

世界中の太陽光発電取扱い世界中の太陽光発電取扱い世界中の太陽光発電取扱い

0120－86－24－86

電気は買う時代から売る時代にチェンジ!!

売電で月々のお支払いが可能な為

※諸条件によってはご希望に添えない
　場合もございます。

自己負担０円で設置できます。

☎090－3475－7500

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）

見積り、相談無料
保証もたっぷり25年で安心　保証もたっぷり25年で安心　保証もたっぷり25年で安心　

＋ が太陽光発電システム一式 工事代
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