
第６回栗山川流域懇談会

名作映画鑑賞会

犬・猫の不妊・去勢手術に一部助成

写遊会写真展

常総交通史を学ぶ会

災害用伝言サービスの活用を

第22回東総藤丸会民謡発表会

市民野球大会組み合わせ抽選会

復興支援フェアin東総

　震度６弱以上の地震などの大きな災

害が発生したときに、自身の安否情報

や伝言などを登録・確認することがで

きるサービスです。

◆災害用伝言ダイヤル「１７１」

　固定電話の番号あてに音声による安

否情報を録音・確認できます。１７１を

ダイヤルし、ガイダンスに従ってメッ

セージの登録・確認をしてください。

一般電話、公衆電話、携帯電話、ＰＨ

Ｓ、スマートフォンから利用できます。

◆災害用伝言板

　文字情報による伝言の登録と確認が

できます。各携帯会社のトップページ

から災害用伝言板を選択してメッセー

ジを登録・確認してください。インター

ネットに接続できる携帯電話、ＰＨＳ、

スマートフォンから利用できます。

※災害用伝言サービスは３月11日（月）

から17日（日）まで、また、毎月１日と

15日などに体験利用ができますので、

この機会に家族や知人との安否確認方

法を確認しておきましょう。

問県防災危機管理課☎043－223－2176

日時…３月10日（日）９時～　場所…

市民ふれあいセンター　入場料…無料

 問同会・林☎73－0244

日時…３月15日（金）18時30分～　場所

…市民ふれあいセンター２階会議室

 問野球協会・増田☎090－4137－6298
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　市では３Ｒ（リデュース・リユース・

リサイクル）運動推進の一環として、

一般家庭において不要になった生活用

品などを有効利用するため、市役所本

庁舎の１階ロビーに「リサイクル情報

コーナー」を設置しています。

◆注意事項

①取引は無料とします。②市は情報提

供のみとなりますので、品物の預かり

はできません。③自動車、オートバイ、

食料品、宝石、貴金属、美術品、携帯

電話、動植物、その他取引として不適

当と思われる品物（法令などにより取

扱が禁止されているものなど）につい

ては対象外です。

 問環境生活課環境班☎73－0088

　市では飼い犬・飼い猫の繁殖を制限

し、生命の不必要な処分をなくすとと

もに野良犬、野良猫の増加を防止する

ため、不妊および去勢手術に係る費用

の一部を助成しています。交付申請の

条件として、手術を受けた年度内に申

請をする必要がありますので、平成24

年４月から平成25年３月末までに手術

を受けた飼い主は、３月末日までに提

出をお願いします。申請方法など詳し

くは下記までお問い合わせください。

 問環境生活課環境班☎73－0088

　１月に実施した学校給食に使用する

食材の放射性物質検査の結果は不検出

（検出下限値以下）でした。詳しくは

学校給食センターまたは市ホームペー

ジで確認してください。

産地・検査品目…【匝瑳市】ネギ、ズッ

キ ー ニ、ハ ク サ イ、コマツ ナ【旭 市】

キャベツ【香取市】ニラ【茨城県】セリ

 問学校教育課給食室☎73－5001

日時…３月10日（日）10時～ 15時　場

所…八日市場駅前ＪＴ跡地　内容…被

災地と地元の物産販売、ステージイベ

ント　

問震災復興を支援する旭・匝瑳の会・

高橋☎60－3008

リサイクル情報コーナーを
利用してください

城西国際大学吹奏楽団
第９回定期演奏会

学校給食用食材
放射線量検査結果

◆３月15日（金）～ 17日（日）

　全品２割引き！（一部商品、レスト

ラン「里の香」を除く）

◆３月17日（日）はイベント日

　ヒップホップダンスのショーやお餅

の無料配布、お楽しみくじ引きなど、

楽しいイベントが目白押しです。ぜひ

ご来場ください。

問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

　千葉県では地域の意見を反映した川

づくりを行うため、流域懇談会を開催

します。一般の人の傍聴もできますの

で、下記までお問い合わせください。

日時…３月11日（月）13時30分～　場

所…横芝光町町民会館大ホール　内容

…河川整備事業の事業再評価、津波対

策ほか

 問山武土木事務所調整課

 ☎0475－54－1134

　第二次世界大戦下のリトアニアで、

ユダヤ人難民にビザを発給し、多くの

命を救った杉原千畝を描いたドキュメ

ンタリードラマを上映します。

日時…３月16日（土）13時30分～　会

場…県立東部図書館　作品…命のビザ

（演出・大山勝美、主演・加藤剛）　定

員…60人　申込方法…来館または電話

（当日受付可）　申し込み・問い合わせ

…県立東部図書館☎62－7070

期日／場所…３月10日（日）／鴨川市

市民会館、３月24日（日）／城西国際

大学水田記念ホール　時間…14時開演

指揮…山口聖一　曲目…Ｊ．シベリウ

ス作曲「フィンランディア」、Ｄ．ホル

ジンガー作曲「スクーティン・オン・

ハードロック」、ヒット歌謡メドレー

など　入場料…無料　※全席自由

 問楽団長・佐藤☎090－5584－6157

日時…３月８日（金）～ 17日（日）９時

～ 17時　※８日（金）は12時～、11日

（月）は休館日　場所…八日市場公民

館市民ギャラリー

 問同会・萩原☎73－4025

日時…３月16日（土）13時50分開会、16

時10分終了予定　場所…八日市場公民

館　講師…丹治健蔵さん（交通史研究

会顧問）　内容…講演「常総の水陸交

通史－水戸街道と利根川水運」　※参

加無料、予約不要

 問東総歴史教育者協議会・野口

 ☎090－4822－9104（８時～ 11時）
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　保護司は、法務大臣から委嘱された

地域で更生保護活動を担う民間のボラ

ンティアです。刑務所や少年院から出

て「保護観察」を受けることになった

人などを指導・援助するほか、地域社

会における犯罪予防活動を展開するな

ど、安全・安心な地域社会づくりに関

わるさまざまな活動をしています。千

葉県内では平成24年12月末の時点で

1,315人が活躍されています。

　保護司になるためには、保護司法に

定める資格要件を満たすほか、県内に

26ある地区保護司会による推薦が必要

となります。保護司やその任務の詳し

い内容について関心のある人は、下記

までお問い合わせください。

問千葉保護観察所企画調整課庶務係

 ☎043－204－7791

◆航空アート展

　成田空港で撮影された美しい航空写

真の中から、夕景・夜景の写真を紹介。

期間…３月24日（日）まで

◆航空ジャンク市

　普段あまりお目にかかれない航空機

部品やエアライングッズを格安で販売。

日時…３月９日（土）10時～ 17時、10

日（日）10時～ 16時

◆やさしい航空のはなし

　航空機の運航において重要な役割を

果たしているパイロットの講演会です。

日時…３月24日（日）13時～

 問航空科学博物館☎0479－78－0557

　平成25年度分「福祉タクシー利用券」

を３月25日（月）から交付します。

対象者…①身体障害者手帳１級～３級

の視覚障害、下肢・体幹機能障害があ

る人　②療育手帳Ⓐ～Ａの２の人　③

精神保健福祉手帳１級の人

問福祉課保護班☎73－0096、野栄総合

支所☎67－3118

◆保険証の更新

　国民健康保険の被保険者証は、年１

回、４月１日に一斉更新をしています。

新しい保険証は３月中に簡易書留で世

帯ごとに郵送します。

◆臓器提供意思表示欄

　保険証裏面に「臓器提供意思表示欄」

が設けられています。記入する場合の

注意事項については保険証の送付文書

をご確認ください。また、個人情報保

護シールが必要な場合は市役所市民課

または野栄総合支所で配布しています。

◆高齢受給者証の差し替え（70歳から

74歳までの人）

　一部負担金割合が１割の人につきま

して、４月１日より２割に引き上げら

れる予定でしたが、１割に据え置かれ

ることになりましたので、高齢受給者

証を差し替えます。新しい受給者証は

３月中に郵送します。なお、現役並み

所得者の自己負担割合は３割のままで

変更はありませんので、お手元の高齢

受給者証を引き続きご使用ください。

※年度の途中で75歳になる人の有効期

限は、誕生日の前日となります。以降

は後期高齢者医療制度の被保険者とな

り、新しい保険証が発行されます。

※期限切れとなった古い保険証などは

市民課または野栄総合支所まで返却し

てください。

 問市民課国保年金班☎73－0086

就農準備講座

やさしい合気道教室

福祉タクシー利用券の交付 サポステフェア

国民健康保険証の更新

保護司の活動

航空科学博物館イベント

　働くことについて悩みを抱えている

若者とその家族を支援する「ちば北総

地域若者サポートステーション」（愛

称『北総サポステ』）をもっと多くの人

に知っていただくために、サポステ

フェアを開催します。

日時…３月30日（土）13時～ 16時40分

会場…成田市勤労会館３階大会議室　

内容…サポステ・協同労働の紹介、参

加者の経験談など　参加費…無料　申

し込み・問い合わせ…ちば北総地域若

者サポートステーション☎0476－37－

6844

　県内で農業に取り組もうとしている

人を対象に、基礎的な農業知識の習得

と農作業を体験する講座を開催します。

日程…５月18日から７月６日までの各

土曜日（全８回）　会場…県立農業大

学校　内容…作物の栽培過程の体験・

観察など（原則として午前は講義、午

後は実習）　定員… 15人　申込方法…

願書を郵送　選考方法…書類審査　受

講料…無料　※傷害保険料や校外見学

費用などは別途実費が必要　受付期間

…３月18日（月）～４月５日（金）必着

申し込み・問い合わせ…県立農業大学

校農業研修科☎0475－52－5140（〒283

－0001東金市家之子1059）

期間…３月10日（日）から31日（日）ま

での毎週水・土・日曜日（全10回）　

時間…【水・土曜日】19時30分～ 21時

【日曜日】16時30分～ 18時30分　場所

…八日市場二中武道館　参加費…保険

料800円（中学生以下）、1,850円（高校

生以上）　持ち物…運動着、タオル、飲

み物

 問八日市場合気道会・関☎73－3065
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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

Information À la carte
アラカルト
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