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日曜朝市お客様感謝サービス

震災記録を学ぶ会

　国は医療機関の役割分担を推進して
おり、当院のような500床以上の病院
は紹介患者さんを中心とした診療を行
うことが求められています。
　健康上の不安があるときは、まず、
かかりつけ医に相談し、その上で、よ
り専門的な検査や治療が必要な場合に
は、かかりつけ医から病院あての紹介
状を持って受診してください。当院で
は、紹介状をお持ちの患者さんの診療
順を優先的に変更しています（一部対
応していない診療科があります）。
　紹介状をお持ちになると初診時の選
定療養費が不要となります。また、当
院での治療が終わり、病状が安定した
患者さんには、かかりつけ医や近くの
医療機関への「逆紹介」を行っていま
すのでご協力ください。
 問旭中央病院☎63－8111

日時…６月15日（日）14時～ 16時30分
場所…のさか図書館２階ホール　内容
…香取・海匝地域の障がい者団体・
サークル紹介、自由発表　対象…障が
いのある人とその家族、仕事で障がい
のある人に関わる人、活動に興味があ
る人　参加費…無料
問九十九里ホーム病院作業療法士・木
内☎72－1131

　認知症について学びます。
日時…６月28日（土）13時30分～　場
所…特別養護老人ホーム松丘園 機能
訓練室　講師…特別養護老人ホーム松
丘園　介護長・川嶌恵子氏　定員…先
着30人
　問九十九里ホーム在宅介護支援セン
ター☎73－2115

日時…６月８日（日）12時30分開場、13
時開演　場所…東金文化会館大ホール
曲目…全日本吹奏楽コンクール課題曲、
ポップスステージ、楽劇「サロメ」よ
り七つのヴェールの踊りほか　
 問同校・内田☎0475－82－3171

　防災ワークショップや防災ゲームな
どの他、「いざという時の裏ワザ」も教
えます。スカウトのみんなと楽しく過
ごしましょう。
日時…６月22日（日）10時受付、14時
15分解散　場所…八日市場公民館３階
大会議室　対象…幼児～小学生（小学
２年生までは保護者が同伴してくださ
い）　持ち物など…水筒、おにぎり、
動きやすい服装　参加費… 100円（参
加記念品があります）
　問ガールスカウト千葉県第98団・平
山☎79－1406、上代☎090－4430－3309

和希楽会　障がい者交流会

ガールスカウトと遊ぼう！

旭中央病院からのお知らせ
「紹介・逆紹介にご協力を」

いきいきシニア講座
『知って得する認知症!!』

成東高校吹奏楽部
第47回定期演奏会

県立東部図書館文学講座
「千葉県が誇るべき歌人・蕨眞」

銚子特別支援学校
第１回学校公開

八日市場特別支援学校
第１回学校公開

八日市場第二中学校
学校公開

６月２日（月）は
軽自動車税
固定資産税

６月30日（月）は
市県民税　第１期
国民健康保険税　第１期
介護保険料　第１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
　日曜朝市では、６月１日、新じゃが
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）　場所…Ｊ
Ａちばみどり八日市場支店駐車場
 問産業振興課農政班☎73－0089

日時…６月５日（木）11時30分～ 15時
30分、６日（金）９時～ 13時30分　お
願い…①駐車場は野球グラウンド外野
側、昇降口は生徒用昇降口をご利用く
ださい。②スリッパ持参の上、安全管
理のため必ず受け付けをしてください。
 問同校教頭・浪川☎72－1375

日時…６月27日（金）９時15分～ 11時
45分　場所…匝瑳市平木930番地１　
※来校希望者は10日（火）までに、氏
名、所属などを下記へご連絡ください。
　問同校教頭・平野、鈴木☎72－2777

日時…６月17日（火）、18日（水）９時
20分～11時50分　場所…銚子市三崎町
３丁目94番地１号　※来校希望者は、
事前にご連絡ください。
　問同校教頭・保科☎0479－22－0243

日時…６月21日（土）13時40分～16時
場所…いいおかユートピアセンター
（旭市横根1365番地25）　講師…旭津波
被災者支援の会・平塚四郎氏　参加費
…無料　※予約不要
問東総歴史教育者協会・野口
 ☎0478－86－3226

演題…「千葉県が誇るべき歌人蕨眞―
アララギ創刊者、その人と歌―」　講
師…秋葉四郎氏　日時…６月14日（土）
13時30分～ 15時30分　場所…同館３階
研修室　定員…70人　※入場無料
 問同館☎62－7070

けっしん

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！

　当日2,000円以上お買い上げのレ
シート持参のお父様方に素敵なプレゼ
ント（先着300人）。
日時…６月15日（日）９時～

　千葉特産のジャンボ落花生とジャガ
イモの植え付け、手入れ、収穫体験を
実施します。昼食は地元食材を使った
料理でおもてなし！
年間予定…６月、７月、10月の全３回
※初回は６月７日（土）10時～
参加費…１区画3,000円（全３回分。一
人２区画まで）申し込み…下記まで直
接または電話、FAX（70－5081）

　問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

父の日プレゼント

野菜をつくろう！
「農業体験」参加者募集
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八日市場特別支援学校
ボランティア募集

千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験

有害鳥獣駆除を実施しています

学校教科書の一般展示

「がん予防・がん検診推進」標語

健康づくり絵画コンテスト

写遊会写真展

第２回自然観察会　参加募集

　がんに関する正しい知識の普及およ
びがん検診の受診率を高めるため、
「がんの予防またはがん検診の推進に
関する標語」を募集します。
応募資格…市内在住・在学の人　応募
条件…未発表に限り１人１点まで　応
募方法…所定の応募用紙により、７月
31日（木）までに備え付けのボックス
に投函、または保健センター（健康管
理課）へ郵送・持参してください。応
募用紙とボックスは市役所、野栄総合
支所、保健センターに設置。応募用紙
は市ホームページからダウンロードで
きます。　その他…10月ごろに受賞者
へお知らせするほか、市ホームページ
や広報そうさなどで発表。優秀作品に
は記念品などを贈呈します。
 問健康管理課☎73－1200

　食生活・運動・睡眠・歯磨き・禁煙
など、健康づくりに関する絵画を募集
します。
対象…県内在住または就学の小学生以
下の児童　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作品裏面に所属学校名、学
年、氏名（ふりがな）を記入　締め切
り…９月12日（金）必着　その他…応
募者全員に参加賞。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
合会に帰属します。　提出・問い合わ
せ先…〒263－0016千葉市稲毛区天台
６丁目４番３号　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

日時…６月６日（金）～ 15日（日）９
時～17時（月曜日は休館）※６日は12
時～、15日は16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

　県指定名勝「仁右衛門島」（鴨川市）
で、島内散策や潮溜りの生き物観察。
期日…６月28日（土）※少雨決行・荒
天中止　集合場所／時間…①市役所玄
関／７時　②生涯学習センター／７時
20分　対象…小学生～一般（小学４年
生以下は保護者同伴）　持ち物…昼食、
水筒、タオル、帽子、筆記用具、保険
証、ぬれてもよい靴（素足・サンダ
ル・スカート不可）、着替え　定員…
45人　参加費…１人800円（観覧料、有
料道路代、駐車料金など）　申し込み
…18日（水）までに下記へ。
　問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　赤十字防災ボランティア匝瑳市連絡
協議会では、災害発生時に応急救護活
動やボランティアセンターの運営など
に協力してくれる個人ボランティアを
募集しており、説明会を開催します。
　災害時「自分になにができるか」を
一緒に考えてみましょう。
日時…７月12日（土）10時～ 15時（受
付９時30分～）　場所…市民ふれあい
センター２階視聴覚室
 　問福祉課福祉班☎73－0096

　子どもが健やかに成長するためには、
安定した家庭環境のなかで温かい愛情
が必要です。親の病気や離婚などさま
ざまな事情により、家庭的な温もりを
求めている子どもを家族として迎え入
れ、愛情と誠意をもって親身になって
育ててくださる里親を求めています。
　詳しくは、下記までお問い合わせく
ださい。

問銚子児童相談所☎23－0076

　厚生労働省では、旧主要戦域や遺骨
帰還のできない海上における戦没者や、
旧ソ連・モンゴル地域における抑留中
死亡者を慰霊するため、遺族を主体と
した慰霊巡拝を毎年実施しています。
　参加を希望する人は下記までお問い
合わせください。
問財団法人千葉県遺族会事務局☎043
－251－3358または千葉県健康福祉指
導課遺族援護班☎043－223－2346

　カラスなどによる農作物被害を防止
するため、10月31日（金）まで市内全
域で有害鳥獣駆除を実施しています。
　腕章を付けた匝瑳猟友会員が、人や
家屋、動植物に万全の注意を払って実
施していますので、ご理解とご協力を
お願いします。
一斉駆除日…６月15日（日）、７月20
日（日）、８月31日（日）
時間…日の出～日没　
 問産業振興課農政班☎73－0089

　海匝地区の小・中学校で使用する教
科書などの展示を行います。児童・生
徒の保護者や一般の人も閲覧できます。
日時…６月13日（金）～ 28日（土）９時
～16時30分　※月曜日除く　場所…八
日市場図書館　出品本…小・中学校教
科書、特別支援学校用教科書および一
般図書
問北総教育事務所海匝分室☎62－2554

　在学児童・生徒の親子余暇活動
（ハッピークラブ）に協力してくださる
高校生以上のボランティアを募集して
います。全３回を予定しており、１回
ごとの参加も可能です。
活動日時…７月５日（土）、８月23日
（土）、10月18日（土）の各日９時15分
～ 14時　場所…同校（匝瑳市平木930
番地１）　申込期限…各活動日の２週
間前までに下記へご連絡ください。
 　問同校・中田☎72－2777

試験日… 10月26日（日）　受験資格…
医療・保健・福祉分野の有資格者など
で一定期間以上の実務経験のある者　
申込書配布期間／場所…６月16日
（月）～７月23日（水）／各市町村介護
保険担当課、各県健康福祉センターほ
か　申し込み受付期間…６月16日（月）
～７月23日（水）※最終日消印有効（簡
易書留による郵送受け付けのみ）
問千葉県社会福祉協議会介護支援専門
員養成班☎043－204－1610、ホームペー
ジhttp://www.chibakenshakyo.com

家庭に恵まれない子の里親募集

平成26年度慰霊巡拝  参加募集

防災ボランティア説明会

23 広報そうさ H 26. 6. 1


