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子ども映画会九十九里地域水道企業団職員募集

◆危険物取扱者保安講習
講習対象者…甲種、乙種または丙種危
険物取扱者免状所持者で、製造所など
において危険物取扱作業に従事してい
る人　※同作業に従事していない人で
も受講可　講習日…10月３日（金）【午
前】給取【午後】一般　会場…小見川
市民センターいぶき館　申し込み方法
…書面申請（持参または郵送）　申請
書配布場所…消防本部予防課　受付期
間…８月25日（月）～ 29日（金）
◆危険物取扱者試験（後期）
試験種類…甲種、乙種、丙種　試験日
… 11月30日（日）　会場…千葉科学大
学（銚子市）　願書受付期間…【書面申
請】９月19日（金）～10月７日（火）【電
子申請】９月16日（火）～10月２日（木）
願書配布場所…消防本部予防課
　問匝瑳市横芝光町消防組合
 ☎72－1916

講習名…ハウスクリーニング（家事援
助）　講習期間…９月２日（火）～ 25
日（木）のうち７日間　会場…銚子市
中央地区コミュニティセンター　定員
…12人　対象者…県内在住の55歳以上
で現在仕事に就いていない人　参加費
…無料　応募条件…①ハローワークが
発番した有効期限内の求職者番号を保
有していること　②受講者選考前に実
施の個別相談に参加できること　③修
了日以降に開催する合同面接に参加で
きること　申込期限…８月11日（月）
　問千葉県シルバー人材センター連合
会☎043－227－5112（〒260－0013千
葉市中央区中央３丁目９番16号）

期日… 10月８日（水）　場所…成田東
カントリークラブ　プレー費… 8,500
円（食事・ワンドリンク付き、ロッ
カー代別）　参加費…3,000円　申込期
限…９月８日（月）　※先着160人
 　問松山ゴルフクラブ☎72－3641

日時…８月26日（火）18時30分～　場
所…市民ふれあいセンター２階会議室
 問野球協会・増田☎090－4137－6298

　個人事業税第１期分の納期限は、９
月１日（月）です。納税通知書は、８
月上旬に送付しますので、早めに最寄
りの金融機関で納めてください。
　なお、個人事業税の納税は、口座振
替を利用すると便利です。詳しくは、
下記までお問い合わせください。
 問旭県税事務所☎62－0772

　市では、市税などの滞納によって差
し押さえた財産（不動産）の公売を予
定しています。一般の人も参加できる
入札です。詳細については、市ホーム
ページの「公売情報」をご覧ください。
公売時期…９月上旬を予定　場所…匝
瑳市役所　公売財産…山林、原野（匝
瑳市内）
※公売財産の詳細などを記載した「公
売のしおり」については８月中旬から
閲覧できますので、入札希望者は下記
へお問い合わせください。

問税務課納税推進室☎73－0087

働きたい高齢者のための講習会

市民ゴルフ大会

市民野球大会組み合わせ抽選会

わが家の犬・猫写真コンクール

有害鳥獣駆除を実施しています

不動産公売

個人事業税の納付

九十九里地域水道企業団職員募集危険物取扱者保安講習・
危険物取扱者試験（後期）

県動物愛護センター
親子体験教室

９月１日（月）は
市県民税　第２期
国民健康保険税　第３期
後期高齢者医療保険料　第２期
介護保険料　第３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
日時…８月23日（土）10時上映　場所
…市民ふれあいセンター大ホール　作
品…アナと雪の女王　対象…子どもと
保護者（小学３年生以下の子どもは保
護者同伴）　入場料…無料
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　夏休み期間中の小学生と保護者を対
象に、親子体験教室を開催します。犬
との正しい接し方や動物由来感染症に
ついての講習と愛護センター職業体験
などを通じて人間と動物の関係につい
て親子で考えてみませんか。
日時…８月６日（水）、７日（木）、13日
（水）、14日（木）10時～ 11時30分　場
所…同センター（富里市御料709番地
１）　対象…小学４年生～６年生と保
護者　定員…各日５組（予約制）　参
加費…無料
 　問同センター☎0476－93－5711

　適正飼育管理の意識高揚および愛護
思想の普及を図るため、「わが家の犬・
猫写真コンクール」を実施します。
応募資格…県内に在住する人で、プロ、
アマ、年齢を問いません　応募作品…
飼育している犬・猫の写真（３枚ま
で）に、しつけなど適正飼育について
のコメント（400字原稿用紙１枚以内）
を添えたもの。写真サイズはＬ判とし、
全ての写真の裏面に住所、氏名、電話
番号を記入　※応募作品は返却しませ
ん。　募集期間…８月31日（日）まで（必
着）　応募先・問い合わせ…千葉県動物
保護管理協会☎043－214－7814（〒260
－0001千葉市中央区都町463番地３）

　カラスなどによる農作物被害を防止
するため、猟友会の協力を得て、市内
全域で一斉駆除を実施しています。
期間… 10月31日（金）まで　一斉駆除
日…８月31日（日）　時間…日の出か
ら日没まで
※腕章を付けた従事者が人や家屋、動
植物に万全の注意を払って実施します
ので、ご理解とご協力をお願いします。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　夏休み期間中（７月下旬～８月下旬
毎日を予定）ザリガニ釣り体験を行い
ます。

※オードブル、お寿司、その他料理の
注文承ります。
※ナスやキュウリ、ゴーヤなど、今が
旬の夏野菜を食べて、暑い夏を乗り切
りましょう。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

ザリガニ釣り体験

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
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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 物品、委託の入札における
電子入札の開始

新米の放射性物質検査
検査前の出荷自粛はありません

自衛官などの採用試験

労働力調査にご協力を

2015年版県民手帳の予約受付

匝瑳市職員募集

銚子漁港事務所土木技師募集

　市では、県や関係団体と連携し、平
成26年産米の放射性物質検査を実施し
ますが、今年度は、検査前の出荷、販
売などの自粛は行いません。ただし、
検査の結果、基準値を超えた放射性物
質が検出された場合には、出荷、販売
などが制限されることもあります。
　なお、検査結果は、判明し次第、防
災行政無線や市ホームページなどで公
表します。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　市では、平成27年度採用予定の職員
を下記の通り募集します。申し込みは
８月15日（金）までです。
募集職種…一般行政職上級10人程度、
技術職（土木）上級１人程度、一般行
政職初級（身体障がい者対象）１人程
度、保育士職２人程度
※受験資格などの詳細は、広報そうさ
７月号および市ホームページで確認し
てください。採用試験に関することは、
下記までお問い合わせください。
 　問総務課人事班☎73－0084

募集人数…１人　資格…１級もしくは
２級土木施工管理技士または測量士、
測量士補の土木技術経験者可　雇用期
間…採用日～平成27年３月31日　給
与・休日など…県職員待遇
　問銚子漁港事務所☎0479－22－6503

◆航空学生（パイロット）
応募資格…18歳以上21歳未満の人
試験日…【１次試験】９月23日（火）【２
次試験】10月18日（土）～ 23日（木）の
うち指定する１日
◆一般曹候補生
応募資格…18歳以上27歳未満の人
試験日…９月19日（金）、20日（土）の
うち指定する１日
◆自衛官候補生（女子）
応募資格…18歳以上27歳未満の人
試験日…９月26日（金）、27日（土）の
いずれか１日
◆自衛官候補生（男子）
応募資格…18歳以上27歳未満の人
試験日…受け付け時にお知らせ
※年齢はいずれも平成27年４月１日現
在。受付期間（締め切り）は９月９日
（火）までです。
　問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

募集団地…いいぐら団地（２ＤＫ・家
賃8,100円～）　募集戸数…２戸　募集
期間…８月１日（金）～15日（金）※土
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
応募書類提出場所…都市整備課
※入居資格などの詳細については、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

　お盆には、供物などを河川などに流
す棚流しの風習が残っています。棚流
しされた供物などをそのまま放置する
と生活環境を悪化させる原因となりま
すので、各自が責任をもって回収・処
理してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　現在、ダイレクト入札（郵送による
入札）で実施している物品と委託につ
いて、平成26年９月１日以降、一部の
案件で電子入札を開始します。また、
平成27年４月１日からは、全ての案件
について実施する予定です。
　電子入札を利用するには、ＩＣカー
ド（電子証明書）などの購入やパソコ
ンの設定が必要です。詳細は、「ちば電
子調達システム」ホームページ内に掲
載されている「電子入札を利用する前
の準備について」を参照してください。
 問財政課管財班☎73－0085

　労働力調査は、国の経済政策や雇用
対策などの基礎資料を得ることを目
的とした重要な調査で、総務省が毎
月公表している「完全失業率」は、こ
の調査をもとに発表しています。調査
の対象となった世帯には、県知事発行
の調査員証を身に付けた統計調査員が
調査票の記入のお願いに伺います。皆
さんのご理解とご協力をお願いします。
調査期間・調査地域…９月～来年１月
（野手の一部）、11月～来年３月（堀川
の一部）
問県総合企画部統計課☎043－223－2220

　千葉県統計協会から県民手帳が発行
されます。購入を希望する人は、下記
までお申し込みください。
価格…１冊500円　サイズ…縦145mm×
横85mm　色…紺色または黄色　申込
期限…８月22日（金）　※期限後は市内
書店などで購入してください。　配付
時期…10月上旬予定（代金引換）　配付
場所…市役所２階企画課
 問企画課企画調整班☎73－0081

お盆の供物は忘れずに回収

市営住宅入居者募集

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

２号広告

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。
点検・見積り無料です。

各種瓦屋根工事一式・太陽光発電機設置
雨桶清掃 屋根 困 方 ご相談

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。
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。
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。

匝瑳市椿1596－19
☎0479－72－1120
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盛り上がる連合渡御での水かけの場面（５日）
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