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家族で楽しむ
アグリレディースセミナー

犬の登録と狂犬病予防注射

日時…５月20日（火）14時～ 16時　場
所…いいおかユートピアセンター（旭
市）　講演…【講師】浅野史郎氏（＝写
真）前宮城県知事、
神奈川大学特別招
聘教授【演題】魅
力ある新しいふる
さとづくり　主催
…山武・東総地域
広域幹線道路網整
備促進期成同盟会
問東総地区広域市町村圏事務組合
 ☎62－3305

期日…５月31日（土）小雨中止　時間
…６時50分八日市場ドーム集合、７時
出発　行き先…高尾山（びわ滝コース
→表参道コースの往復約７㎞のコー
ス）　対象…健康で登山道を無理なく
歩ける人、体力に自信のある人　持ち
物…昼食、飲み物、雨具、タオル、帽
子、ストック（持っている人）、軍手、
レジャーシート、保険証など　定員…
40人（定員になり次第締め切り）　参
加費… 1,200円（交通費、旅行保険な
ど）　申込期限…５月24日（土）
　問生涯学習課スポーツ振興班
 ☎73－0097

日時…５月21日～12月17日の毎週水曜
日（全30回）19時～ 21時　場所…さわ
やかホール（旭市イの1775番地）　定
員… 20人　募集期間…５月１日（木）
～ 20日（火）　受講料…無料（別途テ
キスト代3,000円、、新・手話奉仕員養
成講座フォローアップテキスト1,000
円）
　問千葉聴覚障害者センター☎043－
308－6373、福祉課保護班☎73－0096

　海匝農業事務所では、おおむね40歳
未満の女性農業者を対象に、農業や暮
らしについて同世代の仲間と語り合う
場として、また農業や農家生活に関わ
る基礎的な知識や技術を身に付けるこ
とを目的としたセミナーを５月30日
（金）から年５回程度の予定で開催し
ます。参加費は無料で、託児コーナー
も用意していますので、関心のある人
は下記までお問い合わせください。
　問海匝農業事務所改良普及課☎62－
0334、メールm.mtsmt64@pref.chiba.
lg.jp

日時…５月18日（日）９時～ 11時30分
場所…市役所北側駐車場、野栄総合支
所北側駐車場　手数料（１匹当たり）
…【新たに登録する犬】6,500円【登録
済みの犬】3,500円　注意事項…会場
には必ず犬を抑えられる人が連れて来
てください。犬の具合によっては、注
射を受けられない場合があります。ふ
んの後始末は飼い主の責任です。マ
ナーを守り持ち帰るようお願いします。
問環境生活課環境班☎73－0088、野栄
総合支所☎67－3111

　一般家庭から排出される生ごみの減
量化を推進するため、家庭用生ごみ処
理機および生ごみ堆肥化容器（コンポ
スト）を、市内の販売店で購入した人
に購入費の一部補助を行っています。
補助金額…【家庭用生ごみ処理機】購
入金額の３分の１に相当する額（限度
額２万円、１世帯１基まで）【生ごみ
堆肥化容器】購入金額の２分の１に相
当する額（限度額２千円、１世帯２基
まで）　申請方法…①完納証明書　②

市内の販売店で購
入した際の領収書
③印鑑、振込先が
分かるよう通帳な
どを持参の上、環
境生活課または野
栄総合支所で申請
してください。
問環境生活課環境
班☎73－0088

　都市計画法による用途地域以外は、
農業振興地域に指定されています。そ
の中の田畑などで農用地に指定されて
いる土地を「農振農用地」といい、農
業の推進を図る土地として税法上の優
遇と利用の制限がされています。農振
農用地に建物や駐車場を作りたい場合
は、農振計画の変更願を提出してくだ
さい。変更願や添付書類は、市ホーム
ページからも取得できます。なお、こ
れに違反すると原状回復および１年以
下の懲役または50万円以下の罰金に処
せられます。
受付日時…５月１日（木）～ 30日（金）
８時30分～ 17時（土・日・祝日を除
く）　提出場所…産業振興課
 問産業振興課農政班☎73－0089

募集団地…いいぐら団地（飯倉1365番
地、２ＤＫ・家賃7,400円～）　募集戸
数…２戸　募集期間…５月１日～15日
（土・日・祝日を除く）８時30分～ 17
時　応募書類配布場所…都市整備課、
野栄総合支所　応募書類提出先…都市
整備課　※入居資格などの詳細は、下
記までお問い合わせください。
 問都市整備課管理班☎73－0091

日時…５月30日（金）～６月１日（日）
場所…八日市場公民館ロビー
 問産業振興課商工観光室☎73－0089

内容…親と子、親同士、子どもたちの
ふれあいの場の提供、子育て相談　対
象…平成22年４月２日から平成24年４
月１日までに生まれた子どもの親子　
実施回数…年間８回（６月から実施）
時間…９時～　費用…無料　受付期間
…５月７日（水）～14日（水）
 問八日市場幼稚園☎72－0442

銚子連絡道路整備促進地区大会

ふれあい健康ウォーク2014春

手話奉仕員養成講座

農業振興地域整備計画変更願

市営住宅入居者募集

八日市場さつき展示会

八日市場幼稚園ひよこクラブ

家庭用生ごみ処理機など
購入費を一部補助
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蓮沼ウォーターガーデン　夏季アルバイト募集蓮沼ウォーターガーデン　夏季アルバイト募集蓮沼ウォーターガーデン　夏季アルバイト募集
資　　格…高校生以上60歳くらいまで
給与（時給）…高校生780円～、大学生・専門学生・一般800円～
　　　　　※経験、能力等考慮のうえ決定します。
勤務期間…７月12日～９月15日　※当社シフトによる
面接日時…５月31日（土）・６月１日（日）・７日（土）・８日（日）
　　　　　※10時～ 12時、13時～ 15時の都合の良い日
必要書類…履歴書（写真添付）
申 込 先…〒289-1803　千葉県山武市蓮沼ホ368－1
　　　　　蓮沼海浜公園管理事務所☎0475－86－3171（９時～ 17時）

しょう

へい

６月２日（月）は
軽自動車税　第１期
固定資産税　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
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オオキンケイギクは
駆除しましょう 行政相談委員が

相談をお受けしています

合併処理浄化槽の設置に補助金

建築無料相談会

緑のカーテンを作りませんか

緑の募金運動

　アサガオやゴーヤなどのつる性の植
物を利用した「緑のカーテン」には日
光を遮り、室内の温度上昇を抑える効
果があります。市では夏場の家庭など
における節電対策として、アサガオと
ゴーヤの種子の無料配布を行います。
配布期間…６月30日（月）まで（無く
なり次第終了）　配布数…アサガオ・
ゴーヤ各500袋（１世帯３袋、１事業
所６袋まで）　配布場所…環境生活課、
野栄総合支所　※プランターやネット
などはご自身で用意してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　オオキンケイギク（大金鶏菊＝写真）
は、５～７月ごろに黄色い花を咲かせ、
空き地や道路沿いなどによく見られる
植物です。繁殖力が強く他の植物の生
育に大きな影響を与えるため、家庭で
栽培することや、譲渡、野外に放つこ
となどが全て禁止されました。
駆除方法…地下茎と種で増えるため、
根を残すことなく引き抜き、可燃ごみ
として出してください。

 問環境生活課環境班☎73－0088

　緑の募金は、学校や公園の公共用地
への植樹などに役立てられます。また、
震災により被災した地域の森林整備、
緑化推進を通じた復興支援も実施され
ます。皆さんのご協力をお願いします。
募金目標額…１戸当たり50円　取扱先
…ちばみどり農業協同組合（匝瑳市内
の各支店）　締切日…５月30日（金）
◆匝瑳市の前年度実績
募金額… 773,623円　事業実績…①八
日市場小学校みどりの少年団育成事業
②天神山公園植栽事業　※皆さんから
の募金は、公益社団法人千葉県緑化推
進委員会へ送られ、その一部が匝瑳市
へ還元され活用しました。ご協力あり
がとうございました。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　５月・６月は赤十字運動月間です。
赤十字では「人間の生命と健康、尊厳
を守る」ことを基本理念として、国内
における災害救護活動をはじめ、ボラ
ンティア活動・医療事業・血液事業な
どを展開しており、これらの活動は、
皆さんのご協力に支えられています。
　お寄せいただいた資金の一部で、災
害資金の積み立てや、ＡＥＤの整備、
避難所で使う毛布などの備蓄を行って
います。今年度も赤十字活動資金への
ご協力をお願いします。
 問福祉課福祉班☎73－0096

日時…５月17日（土）10時～ 11時30分
場所…市民ふれあいセンター３階大
ホール　テーマ…「ありがとう十万回
で奇跡が起こる…」　講師…矢島実先
生（株式会社モミモミカンパニー代表
取締役）　参加費…無料
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　一般住宅、共同住宅、併用住宅など
に合併処理浄化槽を設置する場合に補
助金を交付しています。住宅の新築、
建て替えなどでの設置に12万円、既存
の単独処理浄化槽や、くみ取り便槽か
ら合併処理浄化槽に付け替える場合は、
次の額を上限に補助金を交付します
（対象人槽は５人槽～10人槽）。
◆単独処理浄化槽から合併処理浄化槽
５人槽…512,000円　６・７人槽…594,000
円　８～10人槽…728,000円
◆くみ取り便槽から合併処理浄化槽
５人槽…432,000円　６・７人槽…514,000
円　８～10人槽…648,000円
※補助金を受ける場合は工事前に申請
が必要です。対象者は、市内で住宅に
合併処理浄化槽を設置する人（共同住
宅、併用住宅を含む）で、市税などに
未納がないことなどが条件となります。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　総務大臣から委嘱された行政相談委
員は、皆さんから国の仕事などに関す
る苦情や意見、要望をお聞きして、公
平な立場から相談した人に助言する、
関係する行政機関などに通知するなど
の活動を無報酬で行っています。
　市では、加瀨健二さん（八日市場ハ）、
上代八千代さん（今泉）が行政相談委
員として、相談を受け付けています。
相談日は、16ページの無料相談（人権・
行政合同相談）をご覧ください。
 問秘書課秘書班☎73－0080

日時…５月18日（日）９時～ 16時
場所…市民ふれあいセンター
問匝瑳市八日市場建築連合組合
 ☎73－1578

家庭教育学級子育て講演会

赤十字活動資金へご協力を
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主治医の先生の同意があれば、健康保険が適用になります。
（毎週１回～３回／負担割合１割の場合１回あたり約500円前後）
無料で体験マッサージも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
＊但し、健康保険の適用になりうる方に限らせていただきます。

訪問リハビリマッサージ

匝瑳市山崎66　☎0479－79－2270

すずき治療院

歩く事がつらくてお困りの方へ
国家資格を持ったマッサージ師が
ご自宅へ訪問いたします。

かじろ

魅力満開　新緑の匝瑳
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