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日時…３月２日（日）10時～
　お茶会および琴の演奏会を開催しま
す。

◆３月14日（金）～16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16日（日）はイベント日
①千葉県警音楽隊の演奏（10時30分～）
②愛と元気のお笑いアイドルユニット
「つくも99スペシャル」ショー（１回目
11時30分～、２回目13時40分～）
③演歌歌手ふじのみささんによる歌謡
ショー（13時～）
④ビンゴゲーム（14時～）
※当日2,000円以上のお買い上げレシー
トでビンゴゲーム（先着200人）に参加
できます。皆さんお誘い合わせの上、
ぜひご来場ください。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

ふれあいパーク八日市場
12周年記念大感謝祭

ひな祭り

サタデースクール指導者募集

県立特別支援学校校名募集

日時…３月30日（日）13時30分開場、
14時開演　場所…市民ふれあいセン
ター３階大ホール　入場料…無料　
ホームページ… http://www.ufo-web
.com/ 問勝山☎72－2311

日時…３月23日（日）14時開演　場所…
城西国際大学水田記念ホール　指揮…
山口聖一　曲目…喜歌劇「天国と地
獄」序曲、祝典のための音楽、ブレー
メンの音楽隊ほか
 問楽団長・高柳☎080－7748－1010

日時…３月７日（金）～16日（日）９時～
17時　※７日（金）は12時～、16日（日）
は13時まで　場所…八日市場公民館市
民ギャラリー
 問同会・鈴木☎73－1699

期間…４月13日（日）まで　場所…松
山庭園美術館　内容…油彩画、アクリ
ル画、ガンダ彫刻など約百点を展示　
開館日…金・土・日・祝日（10時～ 17
時）　入館料…大人800円、小中学生
400円　※茶道具名品展を同時開催
 問松山庭園美術館☎79－0091

　37の神社を参拝して御朱印をいただ
きましょう。
御朱印めぐりの仕方…①最初の神社で
特製の御朱印帳（200円）を手に入れる
②御朱印帳巻頭の絵馬に願い事を記す
③御朱印料は各神社300円を納める　
主な参加神社…①香取神宮（香取市香
取1697番地）☎0478－57－3211　②猿田
神社（銚子市猿田町1677番地）☎0479－
33－0362　③玉﨑神社（旭市飯岡2126
番地）☎57－2278　④水神社（匝瑳市春
海15番地）☎72－0055（要予約）　※詳し
くは房総神社振興委員会ホームページ
（http://boso.jinja.ne.jp）をご覧くだ
さい。
問房総神社振興委員会事務局（玉前神
社内）☎0475－42－2711

勤務内容…国語と算数の学習支援　勤
務時間…土曜日の８時45分～11時15分
勤務場所…八日市場小学校、栄小学校、
野田小学校　採用条件…高校卒業以上
の学歴を有する人（教員免許状の有無
を問わず）　報酬…時給1,000円　雇用
期間…平成26年５月10日～平成27年２
月21日（年30回実施予定）　募集人員
…８人程度　募集締切…３月14日（金）
応募書類…履歴書（写真添付）、健康
診断書
 　問学校教育課指導班☎73－0094

　千葉県教育委員会では、平成27年４
月に旧飯高小学校を活用して開設する
特別支援学校の校名を募集します。
募集期間…４月１日（火）～ 30日（水）
募集内容…①校名案　②校名としてふ
さわしい理由　応募方法…はがき、Ｆ
ＡＸ、メール　応募上の留意点…①校
名としてふさわしいこと　②学校の所
在が分かること　③児童生徒・保護
者・地域住民にとって親しみやすいこ
と　※寄せられたご意見を参考に校名
を決定します。応募数によって決まる
ものではありません。　応募先・問い合
わせ…八日市場特別支援学校（〒289－
2113匝瑳市平木930番地１）☎72－2777、
ＦＡＸ73－6008、メールyokaichiba-sh
@chiba-c.ed.jp

　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17日～６月28日の毎週土曜
日（全７回）　内容…農作物の栽培過
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　
応募方法…所定の受講願書を提出（願
書は県立農業大学校ホームページから
ダウンロードまたは返信用封筒同封の
上請求）　募集期間…３月17日（月）～
４月４日（金）　選考方法…書類審査
受講料…無料（傷害保険料や校外見学
費用など別途実費が必要）
　問県立農業大学校☎0475－52－5140
（〒283－0001東金市家之子1059番地）

　人事院は平成26年度中に次の採用試
験を行います。受験案内などは人事院
ホームページ内で確認できます。詳し
くは下記までお問い合わせください。
◆総合職試験（院卒者試験、大卒程度
試験）
受付期間（インターネット）…４月１
日（火）～８日（火）　第１次試験日…
４月27日（日）
◆一般職試験（大卒程度試験）
受付期間（インターネット）…４月９
日（水）～ 21日（月）　第１次試験日…
６月15日（日）
◆一般職試験（高卒者試験、社会人試
験（係員級））
受験案内などの配布開始日…５月12日
（月）　受付期間…【インターネット】
６月23日（月）～７月２日（水）【郵送・
持参】６月23日（月）～ 26日（木）　第
１次試験日…９月７日（日）
問人事院関東事務局☎048－740－2006

写遊会写真展

ふさのくに神社御朱印めぐり

国家公務員募集

ＵＦＯ＆竹の子オーケストラ
スプリングコンサート

城西国際大学吹奏楽団
第10回定期演奏会

出井保勝とコノキ・ミクオ
二人展

県立農業大学校就農準備講座
受講者（前期）募集
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宝くじの収益金は
身近な街づくりなどに
役立っています

水道料金の請求金額が
変更になります

犬・猫の不妊・去勢手術の
費用を一部助成

市民野球大会
組み合わせ抽選会

リサイクル情報コーナーを
利用してください

第15回千葉県作業療法士会学会
一般公開

第11回つばき杯ビギナーズ
ミックステニス大会

災害案内メールの配信 男女共同参画講演会

道路のり面への除草剤散布

第23回東総藤丸会民謡発表会

　消費税法の改正により、平成26年４
月１日から水道料金に加算される消費
税が８％となります。なお、従前より
継続してご使用のお客様は、４月１日
以降の初回請求分について旧税率
（５％）が適用されます。
◆水道料金の計算方法（税抜き）
【基本料金（使用水量20㎥まで）】4,120
円【超過料金（20㎥を超える分）】１㎥
当たり206円
4,120円＋（使用水量－20㎥）×206円
※この金額に８％の消費税相当額が加
算されます。
 問八匝水道企業団☎73－3171

　市では、千葉県市町村振興協会から
「サマージャンボ宝くじ」と「オータム
ジャンボ宝くじ」の収益金の配分を受
けています。今年度はこれらの収益金
を、子ども医療費助成事業の財源の一
部に使いました。
　宝くじの収益金は、都道府県別の販
売実績額などによって配分されるので、
購入の際はぜひ千葉県内の宝くじ売り
場で購入をお願いします。
 問財政課財政班☎73－0085

　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25
年４月から平成26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

　ちば消防共同指令センターの運用開
始に伴い「住民向け災害案内メール」
の配信サービスが可能になりました。
このサービスにより、匝瑳市内で発生
した火災、救助、その他消防車が出動
する災害の情報を、電子メールにより
受信することができます。登録方法は、
https://fire.mail-dpt.jp/sosaにアク
セスするか、携帯電話
で「ＱＲコード」を読み
取り「災害案内メール
配信サービス」サイト
にアクセスし、登録してください。
電話による火災などの災害に関する問
い合わせ（自動音声）☎73－3500
病院照会、その他の問い合わせ
 ☎72－0119
問匝瑳市横芝光町消防組合☎72－0119

　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
り扱い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

　道路のり面に除草剤を散布すると、
草の根まで枯れてしまい、路肩が崩れ
やすくなりますので、道路構造の保全
と安全な道路交通のため、過度な散布
を控えるようご協力をお願いします。
 問建設課管理用地班☎73－0092

日時…３月20日（木）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

　「絆社会　男性と女性　共に進める
まちづくり」をテーマに、多方面で全
国のまちづくりを支援されてきた関幸
子さん（株式会社ローカルファースト
研究所代表取締役、内閣府経済社会総
合研究所客員研究員）をお迎えして、
住民の力で、暮らしやすく、魅力ある
まちを作っていくためのアドバイスを
お話ししていただきます。
日時…３月19日（水）15時～ 17時（受
付14時30分～）　場所…八日市場公民
館３階大会議室　定員… 100人　参加
費…無料　託児…無料・予約制・定員
10人（０歳児～就学前）　申し込み方
法…電話で「氏名、電話番号、託児希
望の有無」を下記まで連絡　申し込み
締切…３月17日（月）
 　問企画課企画調整班☎73－0081

日時…３月９日（日）13時～ 16時　場
所…旭中央病院　内容…【特別講演】
「生活習慣病は脳の病気でもある」講
師：関谷貞三郎氏（関谷医院院長）【シ
ンポジウム】「東総地区の現状とこれ
から」　主催…一般社団法人千葉県作
業療法士会
問旭中央病院作業療法士・菅谷
 ☎63－8111

日時…３月９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16日（日）８時～　場所…
東総運動場　種目…ミックスダブルス
対象…硬式テニス初心者　参加費…１
組2,000円（保険料含む）
 　問東総運動場☎68－1061

日時…３月８日（土）10時～ 17時、９
日（日）10時～ 16時　場所…航空科学
博物館　内容…航空部品やエアライン
グッズを格安で販売
 問航空科学博物館☎0479－78－0557
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