
元気な姿を見せることができました。 に合わせて心を一つに応援しました。

な晴天に。最後まで戦い抜きました。
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八日市場小 須賀小

豊和小 平和小

豊和保育所 共興小

八日市場一中 八日市場二中

有害鳥獣駆除を実施しています九十九里地域水道企業団職員募集

募集人員…①一般行政職上級１人②技
術職（化学）上級１人③技術職（土木）
初級２人　受験資格…上記①②は、昭
和58年４月２日～平成５年４月１日生
まれで学歴不問、または平成５年４月
２日以降生まれで大学卒業・卒業見込
みの人　③は、昭和60年４月２日以降
生まれで学歴不問　受付期間…７月29
日（火）～８月15日（金）　試験日…９
月21日（日）　試験会場…県立東金高
等学校　
　問九十九里地域水道企業団総務課
☎0475－54－0631　ホームページhttp
://www.kyusuiki.jp

募集期間…７月１日（火）～８月15日
（金）　採用予定数…男子Ａ（大学卒業
または卒業見込み）50人程度、女子Ａ
（大学卒業または卒業見込み）10人程
度、男子Ｂ（男子Ａ以外）85人程度、
女子Ｂ（女子Ａ以外）・20人程度　
 　問匝瑳警察署☎72－0110

　国立館山海上技術学校は、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）。
　中卒予定者を対象とした体験入学を
実施します。
日時…７月12日（土）、28日（月）、10月
11日（土）10時～ 15時　内容…学校・
入試説明、体験航海、ロープワーク体
験、操船シミュレーター体験、校内見
学　所在地…館山市大賀無番地
 　問同校教務課☎0470－22－1912

　東総運動場では、県内在住・在勤・
在学の硬式テニス初心者を対象とした
テニス大会「ＴＳＵＢＡＫＩＣＵＰ」を
開催します。
日時…８月３日（日）８時～　会場…
県総合スポーツセンター東総運動場
（旭市清和乙621番地）　種目…男子ダ
ブルス　女子ダブルス　参加費…１組
2,000円　申込期日…７月12日（土）８
時45分～　
 問東総運動場☎68－1061

　今年のサマージャンボ宝くじは１
等・前後賞合わせて６億円！サマー
ジャンボミニ6,000万も同時発売します。
　この宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。
都道府県別販売実績による県配分があ
りますので、ぜひ県内の宝くじ売り場
でお求めください。
発売期間…７月４日（金）～ 25日（金）
問千葉県市町村振興協会
 ☎043－311－4162

千葉県警察官（第２回）募集

銚子漁港事務所土木技術師募集

国立館山海上技術学校
体験入学 参加者募集

ビギナーズテニス大会
第12回つばき杯  参加者募集

航空科学博物館
第８回航空寄席

県立旭高等技術専門校
ものづくり体験 参加者募集

サマージャンボ宝くじ
お買い求めは県内で

八日市場特別支援学校
ボランティア講座 参加者募集

７月31日（木）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２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
　カラスなどによる農作物被害を防止
するため、猟友会の協力を得て、市内
全域で一斉駆除を実施しています。
期間… 10月31日（金）まで　一斉駆除
日…７月20日（日）、８月31日（日）　
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

　八日市場特別支援学校では、知的障
がいのある人とのかかわり方やボラン
ティア活動に関心のある、高校生以上
の人を対象に、講話・演習を行います。
日時…７月29日（火）９時15分～ 12
時　場所…同校　申込期限…７月10日
（木）
 　問同校・中田☎72－2777

募集人数…１人　資格…１級もしくは
２級土木施工管理技士または測量士、
測量補の土木技術経験者可　雇用期間
…採用日～平成27年３月31日　雇用形
態…非常勤雇用
　問銚子漁港事務所☎0479－22－6503

　三遊亭遊雀さんと柳家三之助さんに
よる「航空トーク」と古典落語。
日時…７月13日（日）13時～　場所…
同館（芝山町岩山111番地3）１階多目
的ホール　料金…入館料：大人500円、
中高生300円、４歳以上～小学生200円
（受付で先着100人に整理券を配布）
 問同館0479－78－0557

内容…燃料電池で走行する自動車模型
作成　対象…小学生10人・保護者同伴
可（申し込み多数の場合は抽選）　日
時…８月３日（日）９時～ 12時　場所
…同校（旭市鎌数5146番地）　申込期
限…７月25日（金）　参加費…無料
 問同校☎62－2508

期間…７月４日（金）～７日（月）
　豊和小学校の生徒が願いを込めて書
いた短冊を飾ります。ご来場のお客様
も願い事をどうぞ。

日時…７月27日（日）17時～
　金魚すくいや打ち上げ花火など、夏
の催し物が盛りだくさん！焼きそば、
かき氷などの露店も勢ぞろいします。

　落花生の収穫体験をしませんか？昼
食は地元食材の料理でおもてなし。
日程…【手入れ】７月19日（土）【収穫】
10月下旬　参加費…１区画2,000円（全
２回分。一人２区画まで）　申し込み
方法…店頭または電話
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

七 夕 飾 り

パークでわっしょい！夏祭り

ジャンボ落花生の
手入れ・収穫体験  参加者募集

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！
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情報情報情報

銚子特別支援学校
学校開放講座参加者募集

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

中川繁明（美術教師）と
匝瑳高校美術部作品展

不動産のインターネット公売

市民講座  第12回おしっこの話

日曜朝市お客様感謝サービス

健康づくり出前講座

防火管理甲種新規講習

　毎週日曜日、市役所南側駐車場で
行っている「日曜朝市」では、７月６
日、日ごろのご愛顧に感謝し、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

　旭中央病院では、地域の皆さんの健
康増進を目的に、「健康づくり出前講
座」を実施しています。この講座は、
医師や看護師などの医療従事者が地域
に出向き、健康の維持や病気予防につ
いてお話しするもので、10人以上のグ
ループを対象に57のメニューで実施し
ています。
　講座の実施に当たっては、事前に確
認・承諾をいただく事項があります。
実施を希望するグループは、同病院ま
でお問い合わせください。
 問旭中央病院・広報室☎63－8111

　元匝瑳高校美術教師・中川繁明さん
と在職期間（’90 ～’00）の美術部員の
作品展を開催します。
日時…７月５日（土）～ 13日（日）９
時30分～17時（11日（金）は19時まで）
開催場所…八日市場公民館　市民ギャ
ラリー
 問中川☎090－8872－9481

期日…８月20日（水）～ 21日（木）
場所…横芝光町文化会館　受付期間…
７月29日（火）～ 30日（水）　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消防本部
 ☎72－1916

日時…７月５日（土）10時～ 14時　会
場…東総文化会館芝生広場　内容…子
どもたちに向けた、さまざまな仕事の
展示・体験・紹介【働く車大集合、制
服着用や、職業体験など】、地域特産
品などの販売、
野外ステージ
ショー【千葉
県住みます芸
人・ゴールデ
ンボーイズ
（＝写真）、人
気マスコットキャラクター大集合など】
問海匝地域振興事務所地域振興課
 ☎62－0261

　若者向けの就労支援を行っている
「ジョブカフェちば」の出張版イベン
トを開催します。今回は、就活をス
タートするときに必要な知識を習得す
るためのセミナーです。既に就活を始
めている人でも、進め方の確認ができ
ます。また、就活での悩みごとが相談
できる「ちょこっと相談」や求人票の
閲覧もできます。
日時…７月10日（木）13時30分～ 15時
30分　会場…市民ふれあいセンター 
視聴覚室　対象…就職を希望している
15歳～ 39歳までの人　その他…参加
費は無料。事前予約が必要です。筆記
用具をお持ちください。服装は自由で
す。　応募方法…７月９日（水）までに、
下記へ住所・氏名・年齢・連絡先を電
話またはEメールで。
　問産業振興課商工観光室☎73－0089
メールs-shoko@city.sosa.lg.jp

　市内でも、ごみをドラム缶などで焼
却をする家庭が見られます。
　ごみの焼却（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
にもなり大変危険です。
　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

　市では、インターネットオークショ
ンで、市税などの滞納によって差し押
さえた財産（不動産）の公売を実施し
ます。20歳以上の人で、期間内は24時
間いつでも公売への参加が可能です。
公売方法…「楽天官公庁オークショ
ン」を利用した期間入札　参加申込受
付期間…８月１日（金）13時～ 11日（月）
17時　入札期間…８月22日（金）13時
～９月１日（月）13時
※物件の詳細は市ホームページ内「公
売情報」または楽天官公庁オークショ
ンホームページをご覧ください。（掲
載開始日は８月１日13時からを予定）
問税務課納税推進室収税班☎73－0087

日時…７月５日（土）14時～16時　会場
…東総文化会館小ホール　内容…講
演・身近な病気前立腺がん（旭中央病
院・木村直樹医師）、生活習慣病によ
る頻尿について（冨岡クリニック・冨
岡進医師）、医師への質問コーナー　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
 ☎043－351－8520

　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９万円です（集
合場所までの交通費、帰国時宿泊代、
渡航手続料などは含みません）。
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

　銚子特別支援学校では、学校開放講
座「紙すき体験」を実施します。
日時…７月19日（土）、８月２日（土）、
９日（金）　場所…同校（銚子市三崎町
３丁目94番地１）　申込期限…７月11
日（金）
　問同校教頭・保科☎0479－22－0243

野焼きはやめましょう

ジョブカフェちば出張版
就活基礎セミナー

県民の日海匝地域行事
さんさんフェスタ☀2014

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

の激しい取り合いが展開されました。野田小 栄　小
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