
日時…１月25日（土）９時～　場所…潮
来ホテル（茨城県潮来市あやめ１丁目
10番７号）　必要書類…船舶免許の写
し１枚、写真（縦4.5cm×横3.5㎝）２枚、
住民票（本籍地記載）１枚　費用…更
新１万円、失効１万５千円　申込方法
…必要書類に費用を添えて下記へ申し
込み　申込締切…１月７日（火）
　問水郷ボートサービス
 ☎0299－63－1231
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　年初めの３日（金）は、おいしい甘酒
を用意してご来場をお待ちしています。

　お正月の風物詩・たこ揚げ大会を開
催します。たこはパークで用意し、終
了後にプレゼントします（たこの組み
立て体験もできます）。
日時…１月19日（日）10時受け付け　
参加費…無料（先着30人）

※オードブルやお寿司、切り花など各
種取りそろえております。
※花・植木見本園には、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おります。
※新年は３日（金）から営業します（３
日は15時まで）。４日（土）からは通常
営業となります。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

甘酒サービス

恒例！たこ揚げ大会

寿大学　新春発表会

防災講演会
「東日本大震災から３年
　　 気仙沼市からの報告」

シニアサッカー教室

労災職業病なんでも相談会

船舶免許更新失効講習会

　毎週日曜日、市役所南側駐車場で開
催中の日曜朝市では、１月12日の初売
りで朝市オリジナル福袋が当たる「く
じ付き赤飯」の無料配布を行います。
　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～（30分程度）
 問産業振興課農政班☎73－0089

日時…１月17日（金）13時30分～15時
30分　場所…八日市場公民館３階大会
議室　内容…カラオケ、社交ダンス、
舞踊、民謡、詩吟
 問八日市場公民館☎72－0735

日時…１月19日（日）９時45分開演　
場所…市民ふれあいセンター　出演…
歌謡愛好会、凰泉流萠乃会
 問同会・實川☎73－4836

日時…２月１日（土）13時45分～
場所…市民ふれあいセンター視聴覚室
内容…「東総と日中戦争」をテーマに
紙芝居、朗読、講話などを行います。
参加費… 500円（資料代）※高校生以
下無料
 問同会・野口☎090－4822－9104

　東日本大震災の被災地・気仙沼市か
ら講師を招き、震災前の防災対策や震
災後の気仙沼市の様子、今後の対策・
復興についての講演を行います。
日時…１月25日（土）14時～16時
場所…市民ふれあいセンター大ホール
講師…前宮城県気仙沼市危機管理監・
佐藤健一氏（歴史地震研究会、土木学
会、水産工学会所属）、東日本大震災
気仙沼語り部の会・小泉浩氏
参加費…無料　定員…350人
主催…八日市場地区社会福祉協議会
 問市社会福祉協議会☎73－0759

日時…１月19日（日）16時～ 17時　場
所…市民ふれあいセンター　参加費…
２千円（保険料含む）　主催…市サッ
カー協会シニア部　※初回は参加申し
込みの受け付けと教室の説明のみ。実
技は１月26日（日）から隔週で実施予
定です（会場未定）。
 問同協会・福島☎72－0074

日時…１月26日（日）８時～　場所…
東総運動場　種目…男子ダブルス、女
子ダブルス　対象…県内在住、在勤、
在学の硬式テニス初心者　参加費…１
組２千円　申込方法…１月５日（日）
の８時45分から受け付け。直接または
電話で下記へお申し込みください。
 　問東総運動場☎68－1061

科目／定員…①ＮＣ機械加工科（１年
間）／12人、②自動車整備科（２年間）
／５人　募集期間…１月23日（木）ま
で　選考日…１月30日（木）　合格発表
…２月４日(火)　※詳細は下記へお問
い合わせください。校内見学大歓迎。
 　問同校62－2508

科目／定員…①ディスプレイ科（高卒
以上）／ 10人、②建築科（学歴不問）／
16人、③左官技術科（おおむね40歳未
満）／５人　募集期間…１月６日（月）
～24日（金）　選考日…２月６日（木）
選考方法…適正検査・面接（ディスプ
レイ科のみ学科有り）　その他…建築
科、左官技術科は授業料が無料です。
※定員に満たなかった科は、３月に追
加募集を実施します。
 　問同校☎0475－52－3148

日時…１月25日（土）13時～16時　場所
…成田市中央公民館　対応者…弁護士、
労働安全衛生管理者、ソーシャルワー
カー他　費用…無料　※予約不要
問千葉中央法律事務所☎043－225－4567

１月６日（月）は
後期高齢者医療保険料　第６期 

１月31日（金）は
国民健康保険税　第８期
後期高齢者医療保険料　第７期
介護保険料　第８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

第10回つばき杯
ビギナーズテニス大会

日曜朝市感謝サービス
朝市オリジナル福袋

二元会　新春華舞台

東総歴史教育者協議会講座
「戦争と平和を学ぶ会」

旭高等技術専門校
平成26年度入校生追加募集

東金高等技術専門校
平成26年度訓練生募集
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情報情報情報
勤労青少年ホームを
４月から休館します

農業委員会委員
選挙人名簿の登載申請

借金問題の解決へ
無料債務相談窓口

千葉県動物愛護センター
動物愛護事業

匝瑳市放課後子ども教室
安全管理員を募集します

八日市場特別支援学校高等部
「きらら市」（製品販売会）

木造住宅の耐震診断・改修
費用の一部を補助します

道路上に張り出た竹木は
適切に管理してください

不動産公売

八日市場二中  学校公開

「中退共」の退職金制度

　八日市場勤労青少年ホームは、耐震
補強工事のため、４月から10月中旬ま
で休館する予定です。
 問産業振興課商工観光室☎73－0089

　市では、市税などの滞納を解消する
ために、法律に基づき滞納処分（差
押）した財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
は、市ホームページでご確認ください。
実施時期…３月中旬を予定　場所…匝
瑳市役所　公売財産…市内の農地・宅
地など（公売財産が農地の場合は、買
受適格証明書が必要です）
※公売財産の詳細について記載した
「公売のしおり」は、１月中旬から閲
覧できますので、入札参加希望者は下
記へお問い合わせください。
 問税務課納税推進室☎73－0087

　毎年１月１日現在で、農業委員会委
員選挙人名簿の調製が行われます。対
象者は農業委員会委員選挙人名簿登載
申請書を１月10日（金）までに農業委
員会または野栄総合支所へ提出してく
ださい。
　申請書は農家組合長を通じて配布さ
れますが、届かない場合は印鑑を持参
の上、農業委員会または野栄総合支所
で直接申請してください。
 問農業委員会事務局☎73－0090

　借金の問題はきちんとした手続きで
解決できます。秘密は厳守します。安
心してご相談ください。
受付時間…月～金（祝祭日を除く）８
時30分～12時、13時～16時30分
問財務省千葉財務事務所債務相談窓口
 ☎043－251－7830

　放課後子ども教室は、小学生を対象
に放課後の学校施設を使用して、さま
ざまな学びや体験活動を通じた生きる
力の向上を目指して実施しています。
募集人数…若干名　勤務内容…入級児
童への宿題などの学習支援、体験学
習・自由遊びなどの安全管理　勤務先
…市内放課後子ども教室　勤務時間…
月～金曜日14時30分～18時30分（学校
行事により勤務時間の変更あり）　報
酬…時給千円　応募資格…教員免許状
所有者またはこれに相当する経験の保
有者（資格を有していない場合もご相
談ください）　応募方法…１月21日
（火）までに履歴書、健康診断書（25年
度内に受診した検査結果でも可）、免
許状の写し（所有者のみ）を下記へ提
出してください。
 問学校教育課指導班☎73－0094

　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、費用の２
分の１（上限４万円）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、工事費
の３分の１（上限40万円）を補助します。
いずれも診断・着工前に申請が必要で
す。詳しくは下記へお問い合わせくだ
さい。
 問都市整備課管理班☎73－0091

　垣根や樹木が道路上に張り出してい
ると、標識などが見えにくくなるだけ
でなく、道路が狭まり、車両や歩行者
の通行の妨げになります。また、強風
や降雪により、折れた幹や枝が通行中
の車両や歩行者に当たるなど、事故の
原因にもなります。
　竹木の所有者は、伐採や枝の刈り込
みなど適切な管理をお願いします。
※電線や電話線がある場所での作業は
危険を伴う場合があるので、管理者に
連絡の上、立ち会いを受けてください。
 問海匝土木事務所☎72－1101

◆犬のしつけ方教室（随時予約制）
【基礎】日時…１月11日（土）、３月９
日（日）13時～14時30分　定員…先着
20組（飼い犬同伴不可）　受講料…無
料【実技】日時…１月11日（土）、３月
９日(日)14時～ 16時　定員…先着20組
受講料…３千円　※実技は（公財）千
葉県動物保護管理協会の主催です。
◆パピークラス（随時予約制・無料）
日時…２月22日（土）、３月21日（金・祝）
※時間は応相談
◆一般譲渡会（無料）
日時…１月23日（木）、２月20日（木）、
３月20日（木）13時30分～　※直接お
越しください。
◆飼い主さがしの会（随時予約・無料）
期日…１月23日（木）、２月９日（日）、
３月９日（日）　時間…犬猫を欲しい
人９時30分～、あげたい人10時～
問同センター☎0476－93－5711（富里
市御料709番地１）

日時…１月22日（水）９時～ 13時、23
日（木）11時30分～ 15時30分　お願い
…①自動車は野球グラウンド外野側に
駐車してください。②上履きを持参し
てください。③安全管理のため受け付
けで記名してください。
 問同校教頭☎72－1375

日時…１月30日（木）、31日（金）10時
30分～15時　場所…ショッピングモー
ルサビア内（横芝光町横芝2122番地）
販売製品…木工製品、手すき和紙製品、
園芸製品、染め物、陶芸製品
 問同校高等部・志田☎72－2777

　退職金は「中小企業退職金共済制度」
を活用しませんか。①国の制度だから
安心（掛金の一部を国が助成）②社外積
み立てで管理が簡単③掛金は全額非課
税といった特長があります。
※詳細はホームページをご覧ください。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
問（独）勤労者退職金共済機構中小企業
退職金共済事業本部☎03－6907－1234
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