
　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

期間… 10月31日（木）まで　一斉駆除
日…７月21日（日）、８月31日（土）　
時間…日の出から日没まで
※腕章を付けた従事者が人や家屋、動
植物に万全の注意を払って実施します
ので、ご理解とご協力をお願いします。
 問産業振興課農政班☎73－0089

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！

期間…７月５日（金）～８日（月）
　来場されたお客様が願いを込めて書
いた短冊を飾ります。

日時…７月21日（日）17時～
　田町のお囃子やよさこいソーランな
どいろいろなイベントが盛りだくさん。
焼きそば、綿菓子などの販売もありま
す。

※７月９日（火）、10日（水）は、空調
設備改修工事のため休業します。ご迷
惑をおかけしますが、ご協力をお願い
します。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

七夕飾り

夏祭り

親子チャレンジフィッシング

生涯学習センター講座追加募集

動物愛護センター親子体験教室

国立館山海上技術学校 体験入学

健康づくり絵画コンテスト

野田小学校 学校公開（一般可） 野焼きはやめましょう

ホタル復活隊

有害鳥獣駆除

日時…７月28日（日）13時（飯岡漁港
現地集合・出船）　対象…市内在住、
在勤の小学３年生以上の親子（祖父母
とお孫さんペアも可）　募集人員… 40
人　※定員になり次第締め切り　参加
費… 3,000円（乗船料、エサ、仕掛け、
保険代含む）※貸し竿は別途500円　
持ち物…長靴、タオル、帽子、手袋、
雨具、ハサミ、クーラーボックス、飲
み物など　申込期間…７月３日（水）
～ 19日（金）
 問生涯学習課スポーツ振興班
 ☎73－0097

◆太巻き寿司（初級）教室
定員… 15人　開始日…７月13日（土）
日程…７月～ 10月の月１回土曜日（全
４回）　時間…13時30分～ 15時30分　
費用…初回のみ材料費500円　申込期
限…７月10日(水)
◆やさしいゆかた着付け教室
定員… 10人　開催日…８月１日（木）
の１回のみ　時間… 18時30分～ 20時
30分　費用…無料（ゆかたは各自持
参）　申込期限…７月26日(金)
　問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

日時…８月８日（木）、15日（木）10時
30分～ 12時、７月24日（水）、８月７
日（水）、14日（水）13時30分～ 15時　
内容…親子で犬のしつけにチャレンジ
など　対象…小学４年生から６年生ま
でのお子さんと保護者　参加費…無料
募集人員…各５組　申込方法…７月16
日（火）から各開催日の前日までに下
記へ電話
　問県動物愛護センター☎0476－93－
5711（富里市御料709番地１）

　本校は、中卒者を対象として船員教
育を行う学校です（高卒同等資格あり）。
日時…７月13日（土）、８月１日（木）、
10月12日（土）10時～ 15時　内容…学
校・入試説明、体験航海、ロープワー
ク教室、操船シミュレーター体験、校
内見学　
　問国立館山海上技術学校☎0470－22
－1912（館山市大賀無番地）

テーマ…健康づくりに関すること（食
事、運動、休養、喫煙、飲酒など）　
応募対象…県内に在住または就学中の
小学生以下　応募規定…①作品は個人
作品で未発表のもの　②用紙は４ツ切
画用紙を縦長に使用　③作品に文字は
入れない　④裏面に所属学校名、学年、
氏名（ふりがな）を記入　締切日…９
月６日（金）必着　その他･･･入賞作品
は「ちばこくほ」ホームページなどで
発表。作品の版権は千葉県国民健康保
険団体連合会に帰属　提出先・問い
合わせ…千葉県国民健康保険団体連
合会事業課保健事業係☎043－254－
7355（〒263－0016千葉市稲毛区天台
６丁目４番３号）

対象…県内に在住、在勤、在学してい
る人　テーマ…健康かみかみ弁当　応
募方法…２人分の献立を記入した応募
用紙にお弁当１個分の写真を添え返信
用封筒（80円切手を貼りあて先を記
入）を同封し、千葉県歯科衛生士会に
郵送　※応募用紙は同会にＦＡＸで請
求するかホームページからプリントア
ウトしてください　締め切り…９月17
日（火）当日消印有効
問千葉県歯科衛生士会FAX043－241
－9903（〒261－0002千葉市美浜区新
港32番地17）、健康管理課☎73－1200

日時…７月10日（水）【授業参観】13時
15分～ 14時（各学級）【教育ミニ集会】
14時15分～ 15時30分（体育館）　お願
い…①駐車場は校庭、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27日（土）10時～ 20時30分
場所…横芝光町原方地先　対象者…小
学３年生～６年生　参加費…無料
 問八日市場青年会議所・岩井
 ☎090－7211－5607

７月31日（水）は
固定資産税　第２期
国民健康保険税　第２期
後期高齢者医療保険料　第１期
介護保険料　第２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

かむ子･のびる子･元気な子
料理コンクール

さお

は や し
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戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

甲種防火管理新規講習

干潟土地改良区職員募集

日曜朝市トウモロコシサービス

精神科ユーザーの心の健康講座

働きたい高齢者のための講習会

ボランティア講座

市民講座 第11回おしっこの話

借金の返済で悩んでいる人へ

八日市場第一中学校 学校公開

第14回匝美会展

第２回写遊会十人展

　テーマとなっているピアサポートと
は、「病気や障がいのある皆さんが、
支え合うことでお互いに元気になるこ
と」です。
日時…８月19日（月）、９月10日（火）、
10月22日（火）10時～ 14時30分　場所
…市民ふれあいセンター　テーマ…
「ピアサポート活動をやってみよう！」
講師…土屋徹さん（元国立精神・神経
センターＡＣＴ－Ｊプロジェクト臨床
チームリーダー）ほか　参加費…無料
　問福祉課保護班☎73－0096、海匝健
康福祉センター☎0479－22－0206

　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、７月７日、
トウモロコシのサービスを行います。
採れたての新鮮な農産物などを用意し
ていますので、ぜひご来場ください。
時間…７時～（30分程度）
 問産業振興課農政班☎73－0089

　授業や生徒の活動の様子を、保護者
や地域の皆さんに公開します。
日時…７月９日（火）８時30分～ 15時
 問同校教頭・神原☎72－1185

日時…７月９日（火）～ 19日（金）９
時～17時（月曜日は休館）※９日（火）
は12時～、19日（金）は15時まで　場
所…八日市場公民館市民ギャラリー
 問同会・平山☎090－3508－4601

　千葉財務事務所では、無料の債務相
談窓口を開設しています。専門相談員
が電話や来所で相談を受け、必要に応
じ法律の専門家に引き継ぎを行ってい
ます。秘密は厳守します。
問財務省千葉財務事務所債務相談窓口
 ☎043－251－7830

　絵画、彫刻、工芸などの展示会です。
日時…７月２日（火）～７日（日）10時
～ 18時（２日は13時から。７日は16時
まで）　会場…八日市場公民館市民
ギャラリー
 問匝美会事務局・太田☎72－3503

日時…７月６日（土）、８月24日（土）、
10月19日（土）９時30分～14時30分　
場所…八日市場特別支援学校（匝瑳市
平木930番地１）　対象…障がいのある
児童生徒の地域生活や学校生活を支援
するボランティアに関心のある人（高
校生以上）　内容…講話、ボランティ
ア体験　申込期限…７月３日（水）
 問八日市場特別支援学校・佐藤
 ☎72－2777

日時…７月６日（土）14時～16時　場
所…東総文化会館小ホール　内容…ロ
ボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術～手
術用ロボット「ダ・ヴィンチ」による
前立腺がん手術、始まりました～（旭
中央病院・鈴木規之医師）、過活動膀
胱って何？～その診断と治療～（ゆう
きクリニック・結城崇夫医師）、質問
回答コーナー　参加費…無料　共催…
旭市泌尿器研究会
問アステラス製薬㈱千葉第二営業所・
生部☎043－351－8520

講習名…介護職員養成　講習期間…９
月２日（月）～ 10月４日（金）　会場…
東総コンピューター（銚子市双葉町
３）　定員… 12人　対象者…県内在住
の55歳以上の人で現在仕事に就いてい
ない人　参加費…無料　応募の条件…
①ハローワークが発番した有効期限内
の求職者番号を保有していること　②
受講者選考前に実施の個別相談に参加
できること　③修了日以降に開催する
合同面接に参加できること　申込方法
…ハローワークで受講申込書を入手、
記入し、郵送またはＦＡＸ　申込締切
…８月12日（月）必着
　問千葉県シルバー人材センター連合
会☎043－227－5112、FAX043－227
－5197（〒260－0013千葉市中央区中
央３丁目９番地16号）

　日本遺族会では、先の大戦で父など
を亡くした戦没者の遺児を対象として、
父などの戦没した旧戦域を訪れ、慰霊
追悼を行うとともに、同地域の住民と
友好親善を図るための事業を実施して
います。費用は参加費として９万円で
す。日程など詳細は日本遺族会まで。
申し込みは千葉県遺族会へ。
問財団法人日本遺族会事務局
 ☎03－3261－5521
　財団法人千葉県遺族会事務局
 ☎043－251－3358

期日…８月22日（木）～ 23日（金）　場
所…いいおかユートピアセンター　受
付期間…７月22日（月）～ 23日（火）　
申込用紙…日本防火・防災協会のホー
ムページからダウンロード、または消
防本部に備え付け
　問匝瑳市横芝光町消防組合☎72－1916

採用人数…若干名　応募資格…昭和61
年４月２日から平成８年４月１日まで
に生まれた人で、高校を卒業した人ま
たは卒業見込みの人　申込期間…８月
19日（月）～ 30日（金）※土日除く
問干潟土地改良区総務課☎62－1495
（〒289－2505旭市鎌数2445番地１）

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

ぼう

こう

！
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