
就活イベント

市民公開講座

野焼きはやめましょう

八重垣神社祇園祭カレンダー販売

自動車税の滞納処分を強化

　市では、横芝光町と千葉県ジョブサ
ポートセンターとの共催により、地域
の雇用促進のため、次の就活イベント
を開催します。
◆シニア（55歳以上）のキャリアデザ
インセミナー（在職、求職中問わず）
　定年後の働き方について考えている。
求職中だが、なかなか仕事が見つから
ない。正社員以外の働き方を知りたい、
という人にお勧めのセミナーです。
時間…10時～12時30分　定員…20人（要
予約）　内容…多様な働き方の現状、
新しい仕事観、採用の具体事例
◆出張就労相談会（性別、年齢不問）
　就労に関する悩みについて、相談員
が１対１で相談を受け付けます。
時間…①13時30分～　②14時10分～　
③14時50分～　④15時30分～　※各回
30分で定員１人です。
◆共通事項
期日… 12月２日（火）　場所…横芝光
町役場１階第３会議室　その他…雇用
保険受給中の就職活動実績となります
予約・問い合わせ…横芝光町産業振興
課☎84－1215

　香取匝瑳歯科医師会が主催する公開
講座です。
日時… 12月14日（日）10時～（受付開始
９時30分）　場所…市民ふれあいセン
ター　講師…中久木一乘医師（船橋
市・中久木歯科医院院長）　演題…
「キレイな空気で健康人生！～受動喫
煙を避けましょう～」　参加費…無料
問香取匝瑳歯科医師会事務局
 ☎0478－79－6570

　県は、自動車税の未納額の縮減のた
め、11月から３月までを滞納整理強化
期間とし、給与・預金・自動車などの
差し押さえを一層強化します。自動車
税が未納の場合は、至急納付ください。

 問旭県税事務所☎62－0772

　空き地などで雑草が繁茂した状態を
放置すると、病害虫の発生やごみの不
法投棄だけでなく、たばこのポイ捨て
による火災の原因にもつながり、生活
環境が著しく損なわれてしまいます。
また、空き地から道路上に雑草がせり
出している場合や交差点付近では見通
しが不良になり、交通事故の原因にも
なります。環境美化の観点からも適正
に管理する必要がありますので、空き
地の所有者（管理者）は定期的な除草
や清掃を行ってください。
　なお、除草剤や殺虫剤を使用する場
合は、使用方法などを順守し、事前に
近隣に周知をお願いします。
 問環境生活課環境班☎73－0088

スキー＆スノーボード教室
参加者募集

木造住宅の耐震診断・改修
費用の一部を補助します

土地所有者の責務です
空き地の管理は適正に

12月26日（金）は
固定資産税　第４期
国民健康保険税　第７期
介護保険料　第７期
１月６日（火）は
後期高齢者医療保険料　第６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
期日…平成27年１月30日（金）～２月
１日（日）　出発…市役所玄関前19時
行き先…長野県菅平高原方面　対象…
市内在住、在勤（在学）で健康な人（中
学生以下は、必ず保護者同伴）　定員
…40人（定員に達し次第締め切り）　費
用…大人30,000円、小学生以下25,000
円（ともにリフト代含む）※スキー・ス
ノーボード・ウェアなどレンタルおよ
びスクール参加料は別途　申し込み方
法…電話で仮申し込みの後、正式申込
書を提出し参加費を納入　申込期限…
平成27年１月９日（金）
　問生涯学習課スポーツ振興班
 ☎73－0097

　八日市場本町通り商店街では、八重
垣神社祇園祭2015年版カレンダーを
各加盟店で販売しています。今年の
各町内での迫力ある神輿渡御シーンが
満載です。価格は１本1,000円で、限定
1,500本ですので、お早めにお求めくだ
さい。
 問市商工会☎72－2528

　昭和56年５月31日以前に建築された
木造住宅の耐震診断に対し４万円を上
限に費用の２分の１を補助します。
　診断の結果、耐震強度不足となった
木造住宅を現在の耐震基準まで向上さ
せるための耐震改修工事にも40万円を
上限に工事費の３分の１を補助します。
　いずれも診断・着工前に申請が必要
です。詳しく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

　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

　12月23日（火・祝）10時から、おな
じみ「ハリキリ戦隊ソーサマン」や「愛
と元気のつくも99ＳＰ」のショーが行
われます。ご来場いただいた小学生以
下のお子さんには、11時30分ごろにサ
ンタさんから素敵なプレゼントがあり
ます（先着200人）。

　お歳暮用品や、お正月には欠かせな
いおせち料理（26日ごろから）、お餅、
切り花など各種取りそろえています。
　植木見本園では、ポインセチア・シ
クラメン・洋ランなどの季節の花が皆
さんをお待ちしています。
※年内は31日（水）15時まで、新年は
３日（土）から営業を始めます。（３日
は15時まで）。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

クリスマスイベント

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！
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成東高校吹奏楽部
チャリティーコンサート

保育所入所の受付開始工業統計調査にご協力を

受動喫煙防止対策助成金制度

忘年ウオーク

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

　衆議院議員総選挙は、12月２日（火）
公示、14日（日）に投票が行われます。
◆投票時間　午前７時～午後８時
◆投票所
　投票所入場券でご確認ください。
　なお、第２投票所は、「勤労青少年
ホーム」となりますのでご注意ください。
◆投票方法
小選挙区選挙…候補者氏名を書いて投
票　比例代表選挙…政党などの名称を
書いて投票　国民審査…やめさせたい
裁判官の氏名の上欄に×を書いて投票
◆期日前投票
期間…【衆議院議員総選挙】12月３日
（水）～13日（土）【国民審査】12月７日
（日）～13日（土）　時間…午前８時30分
～午後８時　場所…市役所１階ロビー、
野栄総合支所１階ロビー
※選挙公報・審査公報は、12月10日
（水）ごろに新聞折り込み予定です。
 問市選挙管理委員会☎73－0084

　日曜朝市では、12月７日にユリの苗
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。
年内は28日まで、新年は11日から開催
します。
時間…７時30分～（30分程度）　場所
…ＪＡ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

　経済産業省では、平成26年12月31日
を基準日として「工業統計調査」を実
施します。
　工業統計調査は、製造業を営む事業
所を対象として、その活動実態を明ら
かにするために毎年実施されます。調
査結果は、国や地方公共団体の行政施
策の基礎資料、企業や大学などでの研
究資料、小・中・高等学校の教材など
に利用されています。
　対象事業所へは12月中旬から１月に
かけて調査員が「調査員証」を携行し
てお伺いしますので、ご協力をお願い
します。提出いただいた調査票につい
ては、統計法に基づき調査内容の秘密
は厳守されますので、正確な記入をお
願いします。
 問企画課企画調整班☎73－0081

　職場での受動喫煙防止対策に取り組
む中小企業主が、一定の基準を満たす
喫煙室を設置・回収する費用（上限
200万円）を助成する制度です。
　詳細については、千葉労働局のホー
ムページをご覧ください。
問千葉労働局健康安全課
 ☎043－221－4312

日時… 12月25日（木）【昼の部】13時～
【夜の部】18時～　※異なるプログラ
ムで２公演行います。　場所…成東文
化会館のぎくプラザ　入場料…前売券
300円、当日券350円　※のぎくプラザ
で販売しています。　演奏曲目…【昼
の部】伝説のアイルランドほか【夜の
部】愛の祭壇ほか【昼夜共通】ポップ
スステージ
 問成東高校・内田☎0475－82－3171

　平成27年４月からの保育所新規入所
希望および継続入所希望の受け付けが
始まります。
受付期間…12月１日（月）～19日（金）
申請書類の配布…福祉課、野栄総合支
所および各保育所（園）に備え付けて
あります　※手続きの説明を行います
ので、なるべく保護者がお越しくださ
い。申し込み…配布書類に必要事項を
記入し、各種必要書類を添付した上で
福祉課または野栄総合支所に期限内に
提出。なお、市外の保育所へ入所希望
の人は下記へお問い合わせください。
詳しくは広報そうさ11月号９ページを
ご覧ください。

問福祉課児童班☎73－0096

　千葉県ウオーキング協会による市
内の里山と田園地帯をめぐるウオー
キングを実施します。
日時…12月７日（日）９時～ 14時　受
付集合場所…八日市場公民館　参加費
… 300円　コース…八日市場公民館～
市民病院～脱走塚～爪かき地蔵～松山
神社～松山庭園美術館～大浦～ふれあ
いパーク（昼食）～八匝水道～天神山
公園～八日市場公民館（約10㎞）
問東総歩こう会・小早志
 ☎0478－54－2467

　毎年12月10日から16日までは「北朝
鮮人権侵害問題啓発週間」です。
　拉致問題の解決をはじめとする北朝
鮮当局による人権侵害問題への対応が
国際社会を挙げて取り組むべき課題と
されています。一日も早い解決に向け、
この問題についての関心と認識を深め
ていきましょう。
 問匝瑳警察署☎72－0110

日曜朝市お客様感謝サービス

12月14日（日）投票日
衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

校・内田☎0475－82－3171
ていきましょう。

問匝瑳警察署☎72－0110

１号広告

株式会社 アイアイエス〔本社〕旭市鎌数8550－1

0120－86－24－86 ☎090－3475－7500

塩塩塩害害害ででで困困困っっったたたらららすすすぐぐぐおおお電電電話話話くくくだだださささいいい!!!!!!塩害で困ったらすぐお電話ください!!
「太陽光パネルを導入したいが海の近くだから
心配で…。」
「給湯器も塩害ですぐに故障する…。」
そんな塩害でお困りの方、世界中の塩害専
用製品を多数取り揃えています！

株式会社 アイアイエス エコ 検索平成４年創業22年の実績（全メーカー取扱い）

見積り、相談無料

１号広告

梅田家
匝瑳市八日市場イ28
☎0479－72－0211

３段重（５名様分）２万円～
２名様分よりお受け致します。（限定50名様分）

忘年会・新年会も御予約承っております。

お電話お待ちしております。

日本料理

おせち料理 御予約承りますおせち料理 御予約承ります

　任期満了に伴う市議会議員選挙の投開票が10月26日に
行われ、20人の新議員が決まりました。今回の選挙には、
定数20人に対し、21人が立候補。投票率は63.99％でした。

新議員の顔ぶれ決まる
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