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　八日市場ライオンズクラブでは、毎
年学生（主に高校生、大学生）を海外
に派遣しています。交通費は自己負担
になりますが、派遣生の外国での滞在
費（ホームステイ代約１か月）はライ
オンズクラブが負担します。来年７月
の派遣となります。ご応募をお待ちし
ています。
　問ＹＣＥ委員長・角田恒定☎73－7235

日時… 10月２日（水）14時～ 16時　場所
…八日市場地域保健センター　対象者
…神経系難病患者およびその疑いがあ
る人　相談医師…松永高志医師（旭中
央病院神経内科）　※予約制
　問八日市場地域保健センター
 ☎72－1281
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開催日時…９月14日（土）、15日（日）
10時～
　新米の販売や炊き立て新米の試食会
を行いますので、ぜひご賞味ください。

開催日…９月16日（月）
　当日2,000円以上のお買い上げレ
シートをお持ちいただいた70歳以上の
お客様にプレゼントがあります（先着
200人）。

※９月は休まず営業いたします。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

新米まつり

敬老の日プレゼント

戦没者追悼式

第61回八日市場文化祭

第47回のさか文化祭

安心生活創造事業セミナー

危険物取扱者試験（後期）

エアロビクス教室（後期）

建築無料相談会

野田小学校 学校公開（一般可）

神経系難病相談

青少年の国際交流を考える

　市では、戦没者を追悼し平和を祈念
する式典を行います。８月下旬に市か
ら案内状の配布がされなかった戦没者
のご遺族で、参列を希望する場合には、
９月13日（金）までに福祉課へお申し
込みください。
日時… 10月９日（水）10時～　受付開
始…９時　場所…市民ふれあいセン
ター３階大ホール
 問福祉課福祉班☎73－0096

◆芸能発表部門
開催日… 10月26日（土）、27日（日）　
会場…市民ふれあいセンター　出演者
募集…９月１日（日）～８日（日）
◆展示発表部門
開催日… 11月２日（土）、３日（日）　
会場…八日市場公民館　作品募集…10
月１日（火）～８日（火）
※申込用紙は公民館窓口にあります。
問八日市場文化会会長・小泉☎72－0797

開催日… 11月２日（土）、３日（日）　
会場…のさかアリーナ　※野栄文化会
員以外で新規参加を希望する人は、下
記までお問い合わせください。
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

日時…９月29日（日）13時30分～ 15時
場所…市民ふれあいセンター３階大
ホール　定員… 300人　講師…湯浅誠
氏　内容…血縁・地縁・社会縁が希薄
になっている地域におけるさまざまな
課題について一緒に考える　参加費…
無料　申込方法…電話またはメール
　問市社会福祉協議会☎73－0759、メー
ルinfo@sousashishakyo.jp

試験種類…甲種、乙種、丙種　試験日
… 11月24日（日）　会場…千葉科学大
学（銚子市）　申込方法…書面申請お
よび電子申請　願書受付期間…【書面
申請】９月20日（金）～ 10月10日（木）
（土・日を除く）【電子申請】９月17日
（火）～ 10月７日（月）（24時間対応）
　問匝瑳市横芝光町消防組合
 ☎72－1916

　エアロビクス教室（後期）の参加申
し込みを９月３日（火）８時30分から
受け付けします。また、広報そうさ８
月号に掲載したスポーツ教室について
も募集中です。
　問生涯学習課スポーツ振興班
 ☎73－0097

　住宅を建築しようとする人へのアド
バイスや建築中に起こったトラブルの
解消方法などについての相談会です。
日時…９月８日（日）９時～ 16時
場所…市民ふれあいセンター
問匝瑳市八日市場建築連合組合
 ☎73－1578

日時…９月10日（火）９時30分～ 12時
15分　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…９月17日（火）～ 22日（日）９
時～17時（最終日22日は16時まで）　
場所…八日市場公民館市民ギャラリー
 問大木善作☎73－0448

日時…９月15日（日）14時～ 16時　会
場…市民ふれあいセンター会議室　内
容…国際交流プログラムの紹介、ワー
クショップなど　参加費…無料　定員
…20人（先着順）
　問公益財団法人ラボ国際交流セン
ター・松尾☎0479－33－3359

日時…９月20日（金）10時～ 14時30分、
21日（土）９時30分～ 14時30分　場所
…旭中央病院附属看護専門学校　内容
…フリーマーケット、軽食、華道、
マッサージ、血圧体験など
 問同専門学校☎63－8111

９月30日（月）は
固定資産税　第３期
国民健康保険税　第４期
後期高齢者医療保険料　第３期
介護保険料　第４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

ライオンズクラブ
交換学生の募集

旭中央病院附属看護専門学校
彩花祭（学校祭）

南隆一の洋画と
６人の仲間による写真合同展
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アラカルトアラカルト
Information

À la carteÀ la carte

情報情報情報
防衛大・防衛医科大学校
受験願書受け付け

家庭用生ごみ処理機など
購入費の一部補助

ひとり親家庭の父母など
就業支援講習会

住宅・土地統計調査にご協力を

不妊去勢手術の一部助成

なかよし動物フェスティバル

日曜朝市新米おにぎりサービス

県立農業大学校学生募集

◆防衛大学校学生（前期）
受験資格…高卒（見込み含む）18歳以
上21歳未満の人　受付期間…９月５日
（木）～ 30日（月）必着　試験期日（１
次）…11月９日（土）、10日（日）
◆防衛医科大学校医学科学生
受験資格…高卒（見込み含む）18歳以
上21歳未満の人　受付期間…９月５日
（木）～ 30日（月）必着　試験期日（１
次）…11月２日（土）、３日（日）
◆防衛医科大学校看護学科学生（自衛
官コース）
受験資格…高卒（見込み含む）18歳以
上21歳未満の人　受付期間…９月５日
（木）～ 30日（月）必着　試験期日（１
次）…10月19日（土）
※応募資格は日本国籍を有する人など
です。詳細はお問い合わせください。
　問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

募集人員…農学科約40人、研究科約10
人　受験資格…【農学科】高等学校を
卒業した人または平成26年３月卒業見
込みの人で学校長の推薦がある人【研
究科】農業大学校の農学科などを卒業
した人または平成26年３月に卒業見込
みの人で学校長の推薦がある人　試験
期日… 10月29日（火）　試験場所…東
金青年の家　試験内容…書類審査、小
論文、面接　願書受付… 10月１日（火）
～15日（火）　合格発表…11月６日（水）
　問県立農業大学校☎0475－52－5121

　千葉県獣医師会と千葉県動物保護管
理協会では、動物愛護週間行事（９月
20日～ 26日）の一環として、不妊去勢
手術普及助成事業を実施します。
助成対象…千葉県獣医師会の会員動物
病院で年内に手術可能な犬・猫約800
頭（応募多数のため毎年抽選になって
いるため１世帯当たり１頭のみ。応募
前に手術をした場合は助成対象外）　
助成金額…当選者には助成利用券が送
られ、12月26日までに手術を受けた場
合、手術費用から5,000円が割引　対
象動物…【飼い犬】今年度の狂犬病予
防注射済みで登録がされていること
【飼い猫】手術可能であること　応募
方法…市役所環境生活課または野栄総
合支所で応募はがきを受け取り、必要
事項を記入の上、９月20日～ 26日の
消印が押されるようにポストに投函
問千葉県獣医師会☎043－232－6980、
千葉県動物保護管理協会☎043－214－
7814、環境生活課環境班☎73－0088

　動物愛護週間行事（９月20日～ 26
日）として、「なかよし動物フェスティ
バル2013」が開催されます。
日時…９月22日（日）10時～ 15時　場
所…県動物愛護センター（富里市御料
709番地１）　内容…動物愛護教室、動
物愛護紙芝居、乗馬体験、チーバくん
と写真撮影、動物ちぎり絵、地元特産
品販売など
問県動物愛護センター☎0476－93－5711

　毎週日曜日、市役所南側駐車場で行
われている日曜朝市では、９月１日、
新米おにぎりのサービスを行います。
時間…７時～（30分程度）
 問産業振興課農政班☎73－0089

　一般家庭から排出される生ごみの減
量化および堆肥化を推進するため、家
庭用生ごみ処理機および生ごみ堆肥化
容器（コンポスト）を、市内の販売店
で購入した人に購入費の一部補助を
行っています。
補助金額…【家庭用生ごみ処理機】購
入金額の３分の１に相当する額（限度
額２万円、１世帯１基まで）【生ごみ
堆肥化容器】購入金額の２分の１に相
当する額（限度額２千円、１世帯２基
まで）　申請方法…①完納証明書　②
市内の販売店で購入した際の領収書　
③印鑑・振込先がわかるよう通帳など
を持参の上、環境生活課または野栄総
合支所で申請してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　10月１日を基準日として、５年に１
度の「住宅・土地統計調査」が行われ
ます。この調査は、全国約350万世帯
を対象とした大規模な調査で、調査の
結果は、暮らしと住まいに関する計画
や施策を企画・立案するための大切な
資料となります。調査の対象となった
世帯には、千葉県知事発行の調査員証
を身に付けた統計調査員が調査票の記
入のお願いに伺います。なお、調査内
容を統計以外の目的に使用することは
ありません。皆さんのご理解とご協力
をお願いします。
 問企画課企画調整班☎73－0081

◆パソコン講座
期間…11月２日（土）～ 12月21日（土）
場所…千葉市　定員…20人　申込期限
…10月11日（金）
◆介護職員初任者研修①
期間… 10月19日（土）～平成26年３月
８日（土）　場所…千葉市　定員… 18
人　申込期限…９月27日（金）
◆介護職員初任者研修②
期間… 11月２日（土）～平成26年３月
１日（土）　場所…千葉市　定員… 24
人　申込期限…10月11日（金）
　問千葉県母子寡婦福祉連合会
 ☎043－225－9177

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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