わが家の犬・猫写真コンクール

子ども映画会

応募資格…県内に在住する人で、プロ、

日時…８月10日（土）10時〜 場所…

アマ、年齢を問いません 応募作品…

野栄総合支所２階小ホール

飼育している犬・猫の写真（３枚まで）

シュガー・ラッシュ

にしつけなど適正飼育についてのコメ
ント（400字原稿用紙１枚以内）を添え
たもの。写真サイズはＬ判とし、全て
の写真の裏面に住所、氏名、電話番号

作品…

入場料…無料

生涯学習課生涯学習室☎67−1266

チャレンジスクール in 大和村
子どもゆめ基金認定助成活動です。

を記入 ※応募作品は返却しません。

期日…８月10日（土）〜 13日（火） 場

募集期間…８月31日（土）まで（必着）

所…山梨県甲州市大和町日川渓谷

応募先・問い合わせ…千葉県動物保護

象…小学４年生〜中学生

管理協会☎043−214−7814（〒260−0001

内容…さまざまな課題にチャレンジす

千葉市中央区都町463番地３）

る自然体験合宿

対

定員…45人

費用…16,500円

チャレンジスクール実行委員会・

納涼ウォーク

税と保険料
９月２日（月）は
市県民税 第２期
国民健康保険税 第３期
後期高齢者医療保険料 第２期
介護保険料 第３期 の
納付期限（口座振替日）です。

週末は
何かがある！

ふれあいパ
ふれあいパーク情報

高橋☎090−3440−8235

期 日 … ８ 月25日（日） ※雨 天 決 行
時間…９時八日市場公民館集合、14時
ごろ解散 参加費… 300円

コース…

千葉科学大学市民公開講座
講座名…おもしろ科学実験

日時…８

八日市場公民館〜タイヘイ〜西光寺〜

月25日（日）13時〜 15時 会場…千葉

天神山公園（昼食）〜八匝水道企業団

科学大学（銚子市） 対象…小学校高

〜老尾神社〜八日市場公民館

学年〜中学生

東総歩こう会・小早志
☎0478−54−2467

市民野球大会組み合わせ抽選会
日時…８月22日(木)18時30分〜 場所
…市民ふれあいセンター２階会議室
野球協会・増田☎090−4137−6298

※保護者同伴

内容…

夏休み期間中（７月下旬〜８月下旬
毎日を予定）ザリガニ釣り体験を行い
ます。
※オードブル、お寿司、その他注文承

①バナナ、オレンジ、桃など、身近な

ります。

果物の「香り」の合成

※お盆の切り花、本市産の贈答品、新

②化学反応を

利用した「発砲入浴剤」の製作体験
千葉科学大学☎0479−30−4510

元プロ野球選手がやって来る
ドリーム・ベースボール
日時…９月１日（日）９時〜 会場…銚

市民ゴルフ大会

ザリガニ釣り体験

子市野球場（雨天の場合は銚子市体育

鮮な夏野菜などを取りそろえてお待ち
しています。旬の野菜を食べて暑い夏
を乗り切りましょう。
ふれあいパーク八日市場☎70−5080

下水道排水設備工事
責任技術者登録更新

開催日… 10月２日（水） 場所…東庄

館）
、銚子市青少年文化会館（ふれあい

ゴルフ倶楽部

講演会のみ） 参加予定選手…金田正

下水道排水設備工事責任技術者の資

事、ワンドリンク付き） 参加費… 3,000

一、谷 沢 健 一、村 田 兆 治、篠 塚 和 典、

格有効期限が平成26年３月31日の人は、

円 申込期限…９月４日（水） ※先

銚子利夫、澤井良輔ほか 内容…少年

登録更新の手続きが必要です。手続き

着160人

少女ふれあい野球教室、ふれあい講演

をしなかった場合は資格を喪失します

プレー費…7,500円（食

松山ゴルフクラブ☎72−3641

八日市場勤労青少年ホーム
スポーツ大会

会、ドリーム抽選会、アトラクション

ので、早めに手続きをしてください。

など 入場料…無料（ただし入場整理

受付期間…９月２日（月）〜 13日（金）

券が必要です） 入場整理券配布場所

申請書類…登録住所へ郵送 更新講習

…八日市場ドーム、のさかアリーナ

勤労者バスケットボール大会…９月29
日（日） 職場対抗バレーボール大会
…10月ごろ実施予定
八日市場勤労青少年ホーム
☎73−4515

つばき杯ビギナーズテニス大会
日時…８月18日（日）８時〜

会場…

銚子市体育館☎0479−24−9559

民会館（千葉市中央区要町１番地１）

危険物取扱者保安講習

千葉県下水道協会事務局（千葉市役

講習対象者…甲種、乙種または丙種危
険物取扱者免状所持者で、製造所など
において危険物取扱作業に従事してい
る人

※同作業に従事していない人で

も受講可

講習日…10月４日（金）
【午

東総運動場 対象…硬式テニス初心者

前】給取【午後】一般

種目…男子ダブルス、女子ダブルス

青少年文化会館

参加費…１組2,000円 申し込み…８

願書配布場所…消防本部予防課

月３日（土）から窓口と電話で受け付け

期間…８月26日（月）〜 30日（金）

東総運動場☎68−1061

会受講日… 11月13日（水）
、20日（水）い
ずれか１日 更新講習会会場…千葉市

所下水道経営課内）☎043−245−6112

千葉県警察官募集（第２回）
募集期間…８月16日（金）まで

採用

予定数…【男子Ａ
（大学卒業または卒

会場…銚子市

業見込み）】65人程度【女子Ａ（大学卒

申込方法…書面申請

業または卒業見込み）】10人程度【男子

受付

匝瑳市横芝光町消防組合☎72−1916

Ｂ（男 子Ａ以 外）】115人 程 度【女 子Ｂ
（女子Ａ以外）】20人程度
匝瑳警察署☎72−0110
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堀川浜海水浴場は開設しません
堀川浜海岸は、海底の状況が悪く、

Information

アラカルト

自衛官などの採用試験

クールの応募作97点を展示します。

を開設しないこととしました。

日時…８月１日（木）〜 20日（火）９

産業振興課商工観光室☎73−0089

時〜 17時（月曜日を除く） 場所…八
日市場公民館市民ギャラリー
産業振興課商工観光室☎73−0089

毎週日曜日、市役所南側駐車場で行

応募資格…18歳以上21歳未満の人 受

われている日曜朝市では、８月４日、

付期間…９月６日（金）まで必着

スイカのサービスを行います。ぜひご

試

市観光協会が主催したフォトコン

潮の流れも速いため、今年は海水浴場

日曜朝市スイカサービス

◆航空学生（パイロット）

フォトコンクール全作品展示会

有害鳥獣駆除
カラスなどによる農作物被害を防止

験日…９月21日（土）

来場ください。

するため、一斉駆除を実施しています。

◆一般曹候補生

時間…７時〜（30分程度）

期間… 10月31日（木）まで 一斉駆除

産業振興課農政班☎73−0089

応募資格…18歳以上27歳未満の人 受
付期間…９月６日（金）まで必着

試

ら日没まで

労働力調査にご協力を

験日…９月16日（月）

※腕章を付けた従事者が

万全の注意を払って実施します。

この調査は、国の経済政策や雇用対

◆自衛官候補生

日…８月31日（土） 時間…日の出か

産業振興課農政班☎73−0089

応募資格…18歳以上27歳未満の人 受

策などの基礎資料を得ることを目的と

付期間…【男子】年間を通じて受け付

した重要な調査で、総務省が毎月公表

け【女子】９月６日（金）まで必着 試

している「完全失業率」は、この調査

お盆には、供物などを河川などに流

験日…【男子】受け付け時にお知らせ

をもとに発表されています。調査対象

す棚流しの風習が残っています。棚流

【女子】９月22日（日）〜 26日（木）の

世帯へは調査員がお伺いしますので、

しされた供物などをそのまま放置する

指定する１日

調査への回答をお願いします。

と生活環境を悪化させる原因となりま

※年齢は、平成26年４月１日現在（自

調査期間・調査地域…８月〜 12月（野

すので、各自が責任をもって回収（処

衛官候補生は、採用予定月の１日現在）

手の一部）、10月〜２月（堀川の一部）

理）してください。

※調査員は県知事発行の調査員証を携

自衛隊成田地域事務所

帯していますので、ご確認ください。

☎0476−22−6275

県総合企画部統計課☎043−223−2220

九十九里地域水道企業団
職員採用試験

働きたい高齢者のための講習会

環境生活課環境班☎73−0088

2014年版県民手帳の予約受付
価格…１冊500円 サイズ…縦145mm×
横85mm 色…紺色または黄色 申込

募集人員…【一般行政職上級】１名【技

講習名…技能職のための初級パソコン

期限…８月23日（金） ※期限後は市

術職（土木）上級】１名【技術職（電気）

講習期間…９月３日（火）〜 10日（火）

内書店などで購入してください

会場…東金文化会館 定員…15人

時期… 10月上旬予定（代金引換） 配

上級】１名

受験資格…①昭和57年４

対

配付

付場所…市役所２階企画課

月２日から平成４年４月１日までに生

象者…県内在住の55歳以上の人で現在

まれた人で、学歴を問わない。②平成

仕事に就いていない人

４年４月２日以降に生まれた人で学校

応募条件…①ハローワークが発番した

教育法に基づく大学（短期大学を除

有効期限内の求職者番号を保有してい

く）を卒業した人（平成26年３月まで

ること

に卒業見込みの人を含む）
。 申込書受

相談に参加できること

③修了日以降

米トレーサビリティ法では、米・米

付期限…８月16日（金） 試験実施日

に開催する合同面接に参加できること

加工品の取引などをした際に、
「記録

…９月22日（日）

申込方法…ハローワークで受講申込書

の作成・保存」および「産地情報の伝

を入手、記入し、郵送またはＦＡＸ

達」を義務付けています。生産者の皆

申込締切…８月12日（月）必着

さんだけでなく、米・米加工品に関わ

九十九里地域水道企業団総務課
☎0475−54−0631

参加費…無料

②受講者選考前に実施の個別

千葉県シル

世界中の太陽光発電取扱い

企画課企画調整班☎73−0081

お米の生産者の皆さんへ
出荷時の注意

る全ての事業者が同様の取り組みを行

バー人材センター

う必要があります。

電気は買う時代から売る時代にチェンジ!!

連合会☎043−227

記録事項…品名、産地、数量、年月日、

太陽光発電システム一式 ＋ 工事代 が

−5112、FAX043

取引先名、搬出入の場所、用途が限定

−227−5197（〒260

されている米穀（加工用米など）はその

−0013千葉市中央

用途 ※記録は原則３年間保存 産地

売電で月々のお支払いが可能な為

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
１号広告
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お盆の供物は忘れずに回収
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区中央３丁目９番

伝達…事業者間の産地伝達および一般

16号）

消費者への産地伝達（
「国産」
、
「千葉県
産」など、事実に基づき産地を伝達）
県安全農業推進課☎043−223−3082

