防衛大・防衛医科大学校
九十九里地域水道企業団職員募集
受験願書受け付け
応募資格…高卒（見込み含む）21歳未
満の人（成績優秀かつ生徒会活動など
に顕著な実績を納め、学校長が推薦で
きる人） 受付期間…９月５日（金）〜
試験期日…９月27日

９月30日（火）は
固定資産税 第３期
20日〜 26日）として、犬・猫の不妊去
国民健康保険税 第４期
勢手術普及助成支援事業を実施します。
後期高齢者医療保険料 第３期
助成対象…千葉県獣医師会の会員動物
介護保険料 第４期 の
病院で年内に手術可能な犬・猫約800
納付期限（口座振替日）です。
頭（応募多数の場合抽選。１世帯当た
り１頭のみ。応募前に手術をした場合

（土）、28日（日）
◆防衛大学校学生（総合選抜）

は助成対象外） 助成金額…当選者に

応募資格…高卒（見込み含む）21歳未

は助成利用券が送られ、12月26日まで

満の人

に手術を受けた場合、手術費用から

受付期間…９月５日（金）〜

９日（火）必着

税と保険料

千葉県獣医師会と千葉県動物保護管

理協会では、動物愛護週間行事（９月

◆防衛大学校学生（推薦）

９日（火）必着

不妊去勢手術の一部助成

試験期日（１次）…９

5,000円割引。手術と同時にマイクロ
チップを装着する場合は費用の一部

月27日（土）

（1,000円）を助成

◆防衛大学校学生（前期）

週末は
何かがある！

ふれあいパ
ふれあいパーク情報

対象動物…【飼い

応募資格…高卒（見込み含む）21歳未

犬】今年度の狂犬病予防注射済みで登

満の人

新米まつり

録がされていること【飼い猫】手術可

開催日時…９月13日（土）、14日（日）

30日（火）必着 試験期日（１次）…11

能であること

10時〜 15時

月８日（土）
、９日（日）

生活課または野栄総合支所で応募はが

新米の販売や炊き立て新米の試食会

◆防衛医科大学校学生

きを受け取り、必要事項を記入の上、

を行いますので、ぜひご来場ください。

応募資格…高卒（見込み含む）21歳未

52円切手を往信・返信両方に貼り、９

満の人

月20日〜 26日の消印が押されるよう

受付期間…９月５日（金）〜

受付期間…９月５日（金）〜

30日（火）必着 試験期日（１次）…11

応募方法…市役所環境

開催日時…９月15日（月）９時〜

にポストへ投函
環境生活課環境班☎73−0088

月１日（土）
、２日（日）
◆防衛医科大学校看護学科学生（自衛
官コース）

資源ごみ集団回収奨励金

応募資格… 18歳以上21歳未満の人 受

市では廃棄物のリサイクルを促進す

付期間…９月５日（金）〜 30日（火）必

るため、自治会・子ども会・町内会な

着 試験期日（１次）…10月18日（土）

どの団体が、家庭から出る資源ごみ
（古 紙、繊 維、ビ ン、缶 な ど）を 回 収

※年齢は平成27年４月１日現在。
自衛隊成田地域事務所
☎0476−22−6275

日曜朝市お客様感謝サービス
毎週日曜日、市役所南側駐車場で行

敬老の日プレゼント
当 日2,000円 以 上 の お 買 い 上 げ レ
シート持参の70歳以上の人にプレゼン
トがあります（先着200人）
。
ふれあいパーク八日市場☎70−5080

香取・東総社会教育振興大会

して、リサイクル業者に引き渡す活動

総合的な社会教育の推進と、生涯学

に対して奨励金（１㎏当たり５円・た

習の一層の振興を図るため、実践発表

だし一事業年度につき限度額20万円）

や記念講演を行います。
日時… 10月８日（水）13時〜 場所…

を交付しています。
奨励金を受けるには、団体として登

市民ふれあいセンター大ホール

対象

われている日曜朝市では、９月７日、

録が必要です。登録手続きなど、詳し

…社会教育関係者および一般の人

新米おにぎりのサービスを行います。

くは下記へお問い合わせください。

容…【実践発表】大正琴、ピアダンス、

環境生活課環境班☎73−0088

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時から30分程度
産業振興課農政班☎73−0089

なかよし動物フェスティバル
動物愛護週間行事（９月20日〜 26
日）として、
「なかよし動物フェスティ
バル2014」が開催されます。
日時…９月20日（土）10時〜 15時

場

所…県動物愛護センター（富里市御料

シンセサイザー演奏【記念講演】音楽
療法士・尾形晃子氏ほか

子ども人形劇

生涯学習課生涯学習室☎67−1266

ボランティアグループ「おはなしや
さん」による人形劇を開催します。
日時…９月28日（日）11時〜 場所…

オストメイト
社会適応訓練講習会

作品…

公益社団法人日本オストミー協会千

「鬼のカーランコ」ほか 入場料…無料

葉県支部によるオストメイト（人工肛

生涯学習課生涯学習室☎67−1266

門・人工膀胱造設者）社会適応訓練講

野栄総合支所２階小ホール

第33回匝瑳市民謡連合会祭り

ぼうこう

習会を開催します。
日時…９月20日（土）13時〜 16時

場
内

709番地１） 内容…動物愛護教室、動

日時…９月28日（日）９時30分開演

所…八日市場公民館３階大会議室

物愛護紙芝居、乗馬体験、チーバくん

場所…市民ふれあいセンター

容…①補装具相談

と写真撮影、地元特産品販売など

…無料

県動物愛護センター☎0476−93−5711

内

入場料

ゲスト…堀ひろみ氏
同会・林☎73−0244

②講演と演習

公益社団法人日本オストミー協会千
葉県支部☎043−309−7571
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「わたしと年金」エッセイ募集
Information

アラカルト

＝問い合わせ先

＝申し込み先

日本年金機構では、年金制度との関

就活アドバイス in 山武
ジョブカフェちばのカウンセラーが、

わりを考える機会として、
「わたしと年

就職活動に関する相談・アドバイスを

金」をテーマに、応募者自身や家族の

行います。日ごろ活動をする上で、不

公的年金制度との関わりや公的年金の

安や疑問に思っていることなどお気軽

大切さなどのエピソードを募集します。

にご相談ください。

公民館講座 ピアダンス教室
・太巻き寿司（中級）教室

応募資格…一般、学生、生徒（中学生

期日…９月12日（金） 場所…成東保

以上)

健福祉センター（山武市役所隣り）

◆ピアダンス教室（全８回）

彰状の授与や記念品を贈呈します。応

の人

心と体の癒しを大切に考える体操で

募要項は日本年金機構ホームページを

②14時20分〜15時

す。音楽に合わせたストレッチ体操、

ご確認ください。 提出・問い合わせ

50分

トリム体操、リズムダンスで腹筋・背

先…〒168−8505東京都杉並区高井戸

まで。事前にご予約ください。10分前

筋の運動を行います。

西３丁目５番24号

までに集合をお願いします。 申込先

期間…10月〜１月 曜日…第１・３火

ビス推進部サービス推進グループ「わ

曜日ほか

締め切り…９月19日（金）締切

日消印有効

その他…優秀作品には表

日本年金機構サー

時間…10時〜11時30分

場

たしと年金」係☎03−5344−1100、メー

所…八日市場公民館 定員…なし

受

ルwatashito-nenkin@nenkin.go.jp

講料…無料
◆太巻き寿司（中級）教室（全４回）

第62回八日市場文化祭参加募集

対象…就職を希望している15歳〜39歳
時間…①13時30分〜14時10分
③15時10分〜15時

④16時〜16時40分

※各回２人

…山武市役所☎0475−80−1201
ジョブカフェちば☎047−426−8471

働きたい高齢者のための講習会
講習名…ハウスクリーニング（家事援

◆芸能発表部門

助）講習

開催日… 10月25日（土）
、26日（日）

21日（火）のうち７日間 時間…９時

日時…10月12日（日）
、11月８日（土）
、

会場…市民ふれあいセンター

30分〜16時30分

12月14日（日）
、１ 月10日（土）13時30

募集…９月２日（火）〜９日（火）

定員…15人

分〜15時

房総の郷土料理「太巻き寿司」
。味
の文化財として、伝えていきましょう。

出演者

講習期間…10月７日（火）〜
場所…東金文化会館

対象者…県内在住の55歳

◆展示発表部門

以上で現在仕事に就いていない人

象…太巻き寿司初級教室経験者 定員

開催日… 11月１日（土）、２日（日）

加費…無料

…20人（先着順） 受講料…無料

会場…八日市場公民館

クが発番した有効期限内の求職者番号

※各教室の受付期間は、９月２日（火）

月１日（水）〜８日（水）

を保有していること

〜 14日（日）です。電話での仮申し込み

※申込用紙は公民館窓口にあります。

に実施の個別相談に参加できること

場所…八日市場公民館

対

も受け付けますが、受付期間内に「申

作品募集…10

八日市場公民館☎72−0735

南隆一（元美術教師）の洋画と
その仲間の写真合同展

②受講者選考前

③修了日以降に開催する合同面接会に

八日市場文化会会長・八木
☎72−3358

込書」の提出が必要です。

参

応募条件…①ハローワー

参加できること

申込期限…９月10日

（水）

戦没者追悼式

千葉県シルバー人材センター連合

市では、戦没者を追悼し平和を祈念
する式典を行います。案内状は９月下

会☎043−227−5112

建築無料相談会

日時…９月20日（土）〜 28日（日）９時

旬に送付します。案内状が届かなかっ

〜 17時（月曜日は休館）※20日は12時

た戦没者のご遺族で、参列を希望する

新築、増築、リフォームから手すり

から、28日は16時まで 場所…八日市

場合には、10月10日（金）までに下記

１本の取り付けまで、相談会を開催し

場公民館市民ギャラリー 内容…油彩

へお申し込みください。

ます。

画、アクリルおよびガラス絵、風景写

日時… 10月29日（水）10時〜

真など約60点を展示

け開始…９時
大木☎73−0448

受け付

場所…市民ふれあいセ

ンター３階大ホール

日時…９月14日（日）９時〜 16時
場所…市民ふれあいセンター
匝瑳市八日市場建築連合組合

福祉課福祉班☎73−0096

☎73−1578

台風接近のこの季節、屋根は大丈夫ですか？
台風が来る前に早めの点検をおすすめします。
各種瓦屋根工事一式・太陽光発電機設置
雨桶清掃など屋根でお困りの方、ご相談ください。
雨桶清掃
屋根
困
方 ご相談
点検・見積り無料です。

匝瑳市椿1596−19
☎0479−72−1120
２号広告
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