
施設の概要●見学施設
　調理風景が見学できる見学通路があります。また、
調理台を備えた会議室では、食育研修が可能です。

●太陽光発電設備
　屋上には10kWの太陽光発電設備を設置し
環境にも配慮。普段は施設内の照明・空調用
に利用し、災害時には非常用電源として使用
可能です。

文化まるごと発見フェスタ in 東総

第28回東部地区吹奏楽祭

一心会書道作品展

写遊会　女性展

三ツ葉歌謡会発表会

九十九里地域水道企業団職員募集

　県では、「人権週間」にちなみ、人権
について考え、理解を深めてもらえる
よう「ちばハートフル・ヒューマン
フェスタ」を開催しています。今年度
は、女優・菊池桃子さんによる特別講
演、歌手・大島花子さんによるコン
サートを実施します。入場は無料です。

日時…12月４日（木）13時～16時　場所
…千葉市民会館　定員… 1,000人（申し
込み多数抽選）　申し込み方法…往復
はがきに郵便番号、住所、氏名、電話
番号、入場希望人数（１通に２人まで）、
託児サービス・手話・要約筆記通訳希
望の有無、返信用宛先を書いて郵送
応募期間…11月４日（火）必着
　問ちばハートフル・ヒューマンフェ
スタ事務局☎043－223－2348（〒260
－0855　千葉県庁内郵便局留）

　裁判によらない紛争解決を行う「調
停」の相談会を、次の２会場で実施し
ます。いずれも、事前申し込みは不要、
受付時間は10時から15時です。
相談内容…多重債務、損害賠償、交通
事故、土地・近隣・金銭トラブル、離
婚、養育費、遺産相続など
《東金会場》日程… 10月19日（日）　場
所…東金市中央公民館　
 問東金簡易裁判所☎0475－52－2331
《旭会場》日程… 10月26日（日）　場所
…いいおかユートピアセンター
問千葉家庭裁判所八日市場支部☎72－1300

日時…10月28日（火）９時15分～ 11時
45分　場所…同校（平木930番地1）
 　問同校・平野・鈴木☎72－2777

　耐震補強工事のため休館していまし
たが、11月から利用可能となるため、
10月１日から受け付け（着物着付け教
室含む）を開始します。
問八日市場勤労青少年ホーム☎73－4515

　「若者だって農業、頑張っている。」
をテーマとして開催します。
日時…10月21日（火）12時30分～　場
所…東総文化会館　内容…海匝地区若
者の活動ＰＲ、全国食の甲子園協会藤
田志穂会長による講演　参加費…無料
 問海匝農業事務所☎62－0334

　森林所有者を対象とした技術研修会
を実施します。参加費は無料です。
日時…10月23日（木）13時～ 16時　場
所…佐原中央公民館　内容…講演「山
を活かす薪の売り方・作り方」　申込
期限…10月９日（木）先着70人　
　問県北部林業事務所☎0475－82－3121

八日市場特別支援学校　学校公開

勤労青少年ホーム予約開始

海匝農業・農村活性化フォーラム

林業技術研修会

九十九里地域水道企業団職員募集ちばハートフル・
ヒューマンフェスタ２０１４

調停委員・弁護士による
無料調停相談会

10月31日（金）は
市県民税　第３期
国民健康保険税　第５期
後期高齢者医療保険料　第４期
介護保険料　第５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
　こどもや若者が主役となる参加型、
鑑賞型、体験型イベントです。当日は
忍者学校やキッズダンス、ゆるキャラ
登場など内容盛りだくさん。本市から
は「弦楽オーケストラＵＦＯ」、「松山
庭園美術館」が参加します。「東総う
まいもんまつり」も同時開催。
日時…10月19日（日） 10時30分～ 15時
場所…東総文化会館　※入場無料　
 問東総文化会館☎64－2001

　海匝・香取地区の中学校・一般、21
団体による吹奏楽の演奏会。
日時…10月５日（日）10時～ 16時　場
所…銚子市青少年文化会館大ホール　
入場料… 300円（全席自由）※小学生
以下無料。
 問八日市場二中・細谷☎72－1375

　小学生から大人までの同会１年の成
果、書道作品120点を展示します。
期間…10月10日（金）～ 12日（日）　時
間…９時～ 17時（12日は12時まで）　
場所…八日市場公民館市民ギャラリー
 問同会・田守☎73－4463

　女性会員による写真展です。
期間… 10月１日（水）～８日（水）　時
間…９時～ 17時　場所…八日市場公
民館市民ギャラリー
 問同会・岡田☎73－2532

日時… 10月12日（日）９時50分～　場
所…市民ふれあいセンター　ゲスト…
物まね芸人・藤井マサヒロ　舞踊…凰
泉流萠乃会　
 問同会・鈴木☎62－2071

　秋深まる匝瑳の里山を散策しながら、
檀林コンサートを鑑賞します。昼食時
においしい汁物のサービスあり。
日時… 10月５日（日）10時出発　距離…
12㎞　募集人員…先着100人　申し込
み方法…店頭・電話　参加費…無料
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

秋の里山ハイキング

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報ふれあいパ ク情ふれあいパ ク情ふれあいパ ク情報
週末は何かがある！週末は何かがある！週末は何かがある！

１号広告

菊池桃子さん大島花子さん

１号広告

梅田家
匝瑳市八日市場イ28
☎0479－72－0211

御宴会、祝事、法事、同窓会等　ぜひご利用ください。

お料理  お一人様3,000円より（法事は送迎いたします）。

お友達、ご近所の方　グループでランチはいかがですか？

ランチ
1,500円
（要予約）

三段弁当
フルーツ付
味噌汁
香の物

日本料理

手作りの味をお楽しみください手作りの味をお楽しみください

まき
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アラカルトアラカルト
Information

À la carteÀ la carte

情報情報情報
県立農業大学校
平成27年度入校生募集

県立旭高等技術専門校
平成27年度入校生募集

農林業センサス調査員募集 日曜朝市26周年感謝祭

朗読ボランティア講座参加者募集

建築無料相談会建築無料相談会銚子１日合同行政相談所

移動暴力相談所

【推薦入試】募集人員…農学科約40人、
研究科約10人　受験資格…農学科：高
等学校を卒業した人、または平成27年
３月卒業見込みの人で学校長の推薦が
ある人　研究科：農業大学校を卒業し
た人、または平成27年３月に卒業見込
みの人で学校長の推薦がある人　試験
日… 10月28日（火）　試験場所…同校
（東金市家之子1059番地）　受付期間…
10月１日（水）～ 15日（水）
【一般入試】平成27年１月から実施し
ます。詳細はお問い合わせください。
 問同校☎0475－52－5121

募集科目／応募資格…①ＮＣ機械加工
科（１年間）８人／高等学校を卒業し
た人、または同等以上の学力を有する
と認められた人。概ね40歳未満の人。
②自動車整備科（２年間）10人／高等
学校を卒業した人、卒業見込みの人　
募集期間… 10月７日（火）～11月７日
（金）　選考日…11月18日（火）
 問同校☎62－2508

　県最低賃金が10月１日から、時間額
798円に改正されました（従来は777円）。
県最低賃金は、県内の事業所で働くす
べての労働者（パート、アルバイトを
含む）、その使用者に適用されます。
問千葉労働局賃金室☎043－221－2328

　農林業センサスは、農林業、農山村
の実態を把握し、農林業施策に必要な
基礎資料を整備するため、５年ごとに
行われる統計調査です。今回の調査は
平成27年２月１日を基準日として実施
します。市では、この調査を担当して
いただく調査員を募集します。
任命期間…平成27年１月９日～３月８
日　申込期限… 10月20日（月）　申し
込み方法…電話またはメール
　問企画課企画調整班☎73－0081
 メール：k-kikaku@city.sosa.lg.jp

　平成27年度新規採用職員を募集しま
す。
職種…土木工事の設計・施工管理およ
び農業水利施設の電気などの点検・整
備・管理　応募資格…平成２年４月２
日から平成９年４月１日までに生まれ
た人で、高等学校以上を卒業、または
平成27年３月までに卒業見込みの人。
採用時に匝瑳市、旭市、横芝光町に居
住し通勤可能な人　受付期間…10月15
日（水）～22日（水）※土・日曜日除く
申し込み方法…履歴書（写真添付）、卒
業（見込み）証明書を持参または郵送
　問千葉県大利根土地改良区
 ☎72－1506（八日市場ハ974番地2）

　千葉県ウオーキング協会による、基
本的な歩き方・運動効率の良い歩行方
法・諸注意などの説明と、３～４㎞の
ウオーキングを実施します。
日時…10月18日（土）９時～ 12時　※
雨天中止　受付集合場所…匝瑳市役所
前　参加費… 300円（保険・資料代）　
その他…運動のできる服装。タオル、
水など飲料持参。年齢不問。
問東総歩こう会・小早志☎0478－54－2467

　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、26周年
に感謝し、赤飯のパック詰めとお茶の
サービスを行います。
日時…10月５日（日）７時30分～（30分
程度）　※10月からは冬時間（７時30分
～）になります。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　視覚による情報取得が困難な人たち
に、聞き取りやすく正確な情報を伝え
ることのできる朗読ボランティアの養
成講座を実施します。参加費は無料。
対象…受講後、朗読ボランティアサー
クル「はすの実」で活動ができる人（は
すの実は「広報そうさ」などを朗読し
テープに録音をしています）　日時…
10月23日（木）９時30分～ 16時　場所
…市民ふれあいセンター　
 問市社会福祉協議会☎73－0759

　登記、年金、税金など行政機関で行
う手続きに関する相談や、相続、離婚、
多重債務などの法律相談を行います。
日時…11月１日（土）13時～15時30分（受
付時間）　場所…イオンモール銚子２
階来らっせホール　※無料、予約不要
問千葉行政評価事務所☎043－244－1100

　千葉県暴力団追放県民会議事務局で
は、「暴力団に関する相談」を海匝地域
で実施します。
日時… 10月22日（水）10時～ 16時　場
所…海匝地域振興事務所（旭市二1997
番地１）　※随時の暴力団相談は下記
にて実施しています。
問同会事務局☎043－254－8930（千葉
市中央区中央４丁目13番７号）

ウオーキング教室

大利根土地改良区職員募集

千葉県最低賃金改正のお知らせ

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

２号広告

取扱メーカー
　三州瓦メーカー各種
　長州産業、京セラ、リクシル、Ｑセルズ、アップソーラー、サンテック　他
　雨樋の清掃や屋根上の蜂の巣の撤去など屋根でお困りの方はご相談ください。
　点検・見積り無料です。

屋根の専門家だからできる確かな技術
高品質の屋根・太陽光発電の施工をサポートします
屋根の専門家だからできる確かな技術
高品質の屋根・太陽光発電の施工をサポートします
屋根の専門家だからできる確かな技術
高品質の屋根・太陽光発電の施工をサポートします

匝瑳市椿1596－19
☎0479－72－1120

夏
休
み
が
明
け
て
最
初
の
給
食
提
供
日
と
な
っ
た
９
月
３
日
、
笑
顔
で
給
食
を
頬
張
る
子
ど
も
た
ち
（
吉
田
小
ラ
ン
チ
ル
ー
ム
）

23 広報そうさ H 26. 10. 1


