
日時…12月15日（日）13時30分～ 16時
30分　会場…八日市場公民館１階小会
議室　参加費…会員300円（介助者は
無料）、非会員500円（どなたでも参加
できます）　定員…15人
　問ＮＰＯ法人線維筋痛症友の会事
務局・橋本☎045－845－0597、メール
jfsa@e-mail.jp
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　普段はなかなか見ることのできない、
農産物の生産現場を見学してみません
か。地元農産物を使用した昼食会や意
見交換会も行います。
日時…12月７日（土）10時～ 14時30分
参加費…無料　募集人員…先着50人

　12月23日（月）10時30分から、ご来
場いただいた小学生以下のお子さん先
着150人にサンタさんから素敵なプレ
ゼントがあります。

※お歳暮用品や、お正月には欠かせな
いおせち料理（26日ごろから）、お餅、
切り花など各種取りそろえております。
※花・植木見本園には、ポインセチ
ア・シクラメン・洋ランなどの季節の
花が皆さんをお待ちしております。
※年内は31日（火）15時まで、新年は
３日（金）から営業します（３日は15
時まで）。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

わいわいワクワク交流会

クリスマスプレゼント

空き地の管理は適正に

ごみの野焼きはやめましょう

日曜朝市ユリの苗サービス

市民公開講座

ウォーキング教室

就活面接練習セミナー

子ども人形劇

無料法律相談会 IN 銚子

ひょうたん手づくり民芸展

　空き地などで雑草が繁茂した状態を
放置すると、病害虫の発生やごみの不
法投棄だけでなく、たばこのポイ捨て
による火災の原因にもつながり、生活
環境が著しく損なわれてしまいます。
また、空き地から道路上に雑草がせり
出している場合や交差点付近では見通
しが不良になり、交通事故の原因にも
なります。空き地の所有者（管理者）は
定期的な除草や清掃を行ってください。
　なお、除草剤や殺虫剤を使用する場
合は、使用方法などを順守し、事前に
近隣に周知をお願いします。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　ドラム缶などで、ごみの焼却をする
家庭が見られます。野焼きは、煙や悪
臭に加え、有害物質であるダイオキシ
ン類の発生原因となるため、原則とし
て禁止されています。また、火災の原
因にもなります。一般家庭のごみは、
ゴミステーションに出しましょう。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　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、12月１日、
ユリの苗のサービスを行います。
　年内は22日まで、新年は５日から開
催します。
時間…７時30分～（30分程度）
 問産業振興課農政班☎73－0089

日時…12月８日（日）10時～ 12時　場
所…市民ふれあいセンター　講師…日
本大学歯学部特任教授・外木守雄先生
（口腔外科学）　演題…「ストップ ザ 
いびき」～そのいびき歯科で治るかも
しれません～
問香取匝瑳歯科医師会事務局
 ☎0478－79－6570

日時… 12月７日（土）９時～ 12時（雨
天中止）　集合場所…匝瑳市役所前（当
日受付）　参加費… 300円（保険料な
ど）　持ち物など…運動ができる服装、
タオル、飲み物
 問東総歩こう会☎0478－54－2467

　「面接のポイントを知りたい」「面接
時の立ち居振る舞いに自信がない」「基
本を確認したい」というような人にお
勧めです。専門の相談員への就活に関
する「ちょこっと相談」（10分程度・要
予約）や求人情報の閲覧も可能です。
日時…12月４日（水）13時30分～ 16時
（集合13時20分）　会場…山武市役所第
６会議室（ＪＲ成東駅徒歩９分・駐車
場有）　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　主催…山武市・匝瑳市・横芝光
町・ジョブカフェちば
　問産業振興課商工観光室☎73－0089

日時… 12月27日（金）【昼の部】13時～
【夜の部】18時～　※異なるプログラ
ムで２公演行います。　会場…成東文
化会館のぎくプラザ　入場料…前売券
250円、当日券300円　※のぎくプラザ
で販売しています。　演奏曲目…【昼
の部】希望の歌ほか【夜の部】ＳＥＡ 
ＯＦ ＷＩＳＤＯＭ～知恵を持つ海～
ほか【昼夜共通】ポップスステージ
 問成東高校・内田☎0475－82－3171

　地元のボランティアサークル「おは
なしやさん」による楽しい人形劇公演
です。
日時…12月７日（土）11時開演
場所…野栄総合支所２階小ホール
作品…「はると三太の鬼退治」他
入場料…無料
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　来年の干支を絵付けしたものを中心
に創作ヒョウタンを展示即売します。
日時…12月22日（日）10時～ 16時
場所…下富谷コミュニティセンター
問下富谷ひょうたん民芸倶楽部代表・
加瀬☎090－8597－7985

日時… 12月１日（日）10時～ 16時（最
終受付時間15時30分）　場所…銚子電
気鉄道犬吠駅２階　※予約不要
 問たすく法律事務所☎043－222－0741

12月26日（木）は
固定資産税　第４期
国民健康保険税　第７期
介護保険料　第７期

１月６日（月）は
後期高齢者医療保険料　第６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

線維筋痛症友の会
千葉県部会第６回交流会

成東高校吹奏楽部
チャリティーコンサート
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お正月は
地井武男ふれあい記念館へ

株式会社ミヤスズ発行の
商品券をお持ちの人へ

農業委員会委員選挙人名簿の
登載申請

シルバー人材センター
会員募集

旭中央病院附属看護専門学校
看護学生募集

保育所の入所受け付け

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

八重垣神社祇園祭カレンダー販売

家屋の全棟調査

自動車税の滞納処分を強化

工業統計調査にご協力を

　７月25日のオープン以来10月末まで
に5,644人が来館、そのうち約７割が
市外からのお客様です。年内は29日
（日）まで、新年は３日（金）から開館
します。家族そろって「ちいちい茶屋」
を訪ねてみませんか。
 問市商工会☎72－2528

　八日市場本町通り商店街では、八重
垣神社祇園祭2014年版カレンダー（１
本1,000円、限定1,500本）を11月下旬
から各加盟店、商工会および地井武男
ふれあい記念館で販売しています。
 問市商工会☎72－2528

　株式会社ミヤスズは、平成25年９月
20日に破産手続き開始の決定を受けま
した。同社発行の商品券をお持ちの人
は、資金決済に関する法律に基づき還
付を受けることができますので、還付
を希望する人は、平成26年２月12日
（水）までに下記へ申し出てください。
問千葉財務事務所理財課
 ☎043－251－7214

　経済産業省では、平成25年12月31日
を基準日として「工業統計調査」を実
施します。
　工業統計調査は、製造業を営む事業
所を対象として、その活動実態を明ら
かにすることを目的としています。調
査結果は、国や地方公共団体の行政施
策の重要な基礎資料として利用される
とともに、企業、大学などでの研究資
料、小・中・高等学校の教材などに広
く利用されています。対象事業所へは
12月中旬から１月にかけて調査員が
「調査員証」を携行してお伺いします
ので、ご協力をお願いします。
 問企画課企画調整班☎73－0081

　平成26年４月からの保育所新規入所
希望および継続入所希望の受け付けが
始まります。
受付期間…12月２日（月）～ 20日（金）
申請書類の配布…福祉課、野栄総合支
所および各保育所（園）に備え付けて
あります　※手続きの説明を行います
ので、なるべく保護者がお越しくださ
い。　申し込み…配布書類に必要事項
を記入し、各種必要書類を添付した上
で福祉課または野栄総合支所に期限内
に提出。なお、市外の保育所へ入所希
望の人は下記へお問い合わせください。
詳しくは広報そうさ11月号14ページを
ご覧ください。
 問福祉課児童班☎73－0096

　毎年12月10日から16日までは「北朝
鮮人権侵害問題啓発週間」です。
　拉致問題の解決をはじめとする北朝
鮮当局による人権侵害問題への対処が、
国際社会を挙げて取り組むべき課題と
されています。一日も早い解決に向け、
この問題についての関心と認識を深め
ていきましょう。
 問匝瑳警察署☎72－0110

　市では、固定資産税を適正に課税す
るため市内の家屋の全棟調査を行って
います。居宅（住宅）のほか、倉庫、物
置、車庫、作業場など、居宅以外の家
屋も固定資産税の対象となります。順
次調査を行う予定ですのでご理解とご
協力をお願いします。
 問税務課資産税班☎73－0087

　県は、自動車税の未納がある人に対
し、給与など（給与、預金、自動車）
の差し押さえを12月から一層強化しま
す。自動車税が未納の場合は、至急納
付してください。

 問旭県税事務所☎62－0772

　毎年１月１日現在で、農業委員会委
員選挙人名簿の調製が行われます。農
業委員会委員選挙人名簿登載申請書を
平成26年１月10日（金）までに農業委
員会または野栄総合支所へ提出してく
ださい。対象者は、市内に住んでいる
平成６年４月１日以前に出生した人で
次のいずれかに該当する人です。
①10アール以上の農地を耕作している
人　②①の同居の親族またはその配偶
者で年間おおむね60日以上耕作に従事
する人　③10アール以上の農地を耕作
する農業生産法人の組合員、社員また
は株主で年間おおむね60日以上耕作に
従事する人
　申請書は12月下旬に農家組合長を通
じて配布します。申請書が届かない場
合は、印鑑を持参の上、農業委員会ま
たは野栄総合支所で直接申請してくだ
さい。
 問農業委員会事務局☎73－0090

募集人員…奨学生約35人（二次募集含
む）　受験資格…①高等学校を卒業ま
たは同等以上の資格を有する人　②平
成26年３月に高等学校卒業見込みの人
願書受付…【一次募集】12月24日（火）
～平成26年１月10日（金）必着【二次
募集】平成26年２月10日（月）～ 21日
（金）必着　試験日…【一次募集】平成
26年１月17日（金）、18日（土）【二次
募集】平成26年２月28日（金）、３月１
日（土）　試験科目…国語〈国語総合・
現代文〉（古文・漢文除く）、英語Ⅰ、
数学Ⅰ、面接（筆記試験合格者のみ実
施）
 問同専門学校☎63－8111（内線7702）

対象…市内在住で心身ともに健康で働
く意欲があり、センターの趣旨（自
主・自立、共働・共助）に賛同できる
60歳以上の人　主な職種…植木、除草、
清掃など　※加入希望者は12月９日
（月）10時までに同センターへお越し
ください。説明会を行います。
問市シルバー人材センター☎70－2030
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