ビームライフルなど射撃体験教室
日時…２月18日（日）10時〜15時
所…八日市場ドーム

場

内容…ビームラ

市営住宅（いいぐら団地）入居者

東総学園平成30年度入学生

間取りなど…２ＤＫ・家賃月額6,700円

対象…原則60歳以上で、仲間づくり、

〜

生きがいづくり、社会参加に興味があ

募集戸数…４戸

募集期間…２月

イフル、エアーソフトガンを使用した

15日（木）まで（土・日曜日、祝日を除

る人

競技訓練と希望者向け体験射撃

く８時30分〜17時） 応募書類配布場

コース（週１回・１年制）／20人 受付

所／提出場所…市役所３階都市整備課、

期間…２月９日（金）〜28日（水） ※

部五市体育大会ライフル射撃実行委員

野栄総合支所／同課 ※入居資格など

入学案内は、同学園の他に市役所高齢

会

の詳細は、お問い合わせください。

者支援課などで配布しています。

費…無料

持ち物…上履き

参加

主催…東

※事前申し込み不要。
成田市ライフル射撃協会・茅場

都市整備課管理班☎73−0091

☎090−3003−7864

税理士記念日の無料相談

資格…【一般】18歳以上34歳未満の人

日時…２月23日（金）９時30分〜15時
30分

場所…旭市第二市民会館

予備自衛官補（一般・技能）

内容

…税理士による税務相談

【技能】18歳以上で国家資格などを有す
る人（資格により53歳未満から55歳未
満まで上限あり） 受付期間…４月６日

千葉県税理士会銚子支部

（金）まで 試験日…４月14日（土）〜18

☎0479−22−3901

第27回東総藤丸会民謡発表会
日時…２月25日（日）９時30分〜

場

所…市民ふれあいセンター

日（水）のうち指定する１日 待遇・そ
の他…階級は指定しない。教育訓練召
集手当は日額7,900円。所定の教育訓

在。詳細は、お問い合わせください。

第41回防火ポスター作品展

自衛隊成田地域事務所

市内の小・中学校から寄せられた多

県臨時講師

くの作品から、入選作を展示します。

☎0476−22−6275

職種…臨時的任用講師、養護教諭など
要件…教員免許状所有者で原則65歳以

協賛…匝瑳市

横芝光町危険物安全協会
同組合消防本部予防課☎72−1916

北総教育事務所管理課

※午前（８時30分〜12

記まで郵送または持参（15日の消印有

同センター☎70−2210

ふれあいパーク情報
簡単な手作りベーコンと薫製卵の作
成体験を行います。
日時…２月11日（日）10時〜13時ころ
参加費…1,000円 定員…20人（申し込
み順） 持ち物…軍手、エプロン、三
角巾、ベーコン持ち帰り用の容器、昼
食（ふれあいパーク内で購入可）
ふれあいパーク八日市場☎70−5080

ス マ ホ で広報紙が読めます︒

採用人数…若干名 申し込み…２月６
日（火）〜15日（木）の間に、履歴書を下

かだけの勤務も可能です。

週末は何かがある！

対象…昭和60年４月２日〜平成12年４

勤務先…市学校給

時）、午後（13時〜16時30分）のいずれ

２月28日（水）は
国民健康保険税 第９期
後期高齢者医療保険料 第８期
介護保険料 第９期 の
納付期限（口座振替日）です。

月１日生まれの高卒者（見込み含む）

勤務時間…平日８時30

募集人数…若干名
分〜16時30分

勤務地…県内公立小・中学校

※詳細は、お問い合わせください。

干潟土地改良区長期アルバイト

給食センター臨時調理員
食センター

下の人

☎043−483−1148

募 集

税と保険料

くんせい

所…市民ふれあいセンター
瑳市横芝光町消防組合

☎0479−25−2035

ベーコン作り体験

期間…３月１日（木）〜７日（水） 場
主催…匝

県生涯大学校東総学園

練終了後、予備自衛官として任用。
※年齢はいずれも平成30年７月１日現

同会・林☎73−0244

募集学科／人数…造形学部園芸

効。持参の場合は土・日曜日除く）
同改良区総務課（旭市鎌数2445番
地１）☎62−1495

２号広告
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学校体育施設の利用申し込み
Information

アラカルト

＝問い合わせ先

＝申し込み先

学校体育施設の開放について、平成

市内２か所の動物病院では、狂犬病

談窓口を開設し、解決のための助言や、

請の受け付けを行います。

必要に応じた法律専門家の紹介をして

希望団体は、２月11日（日）までに、
なお、申し込みが重複した場合は調

した。注射後の市役所での手続きは不
要です。犬の登録がない人は、新規登
録も併せて行うことができます。
動物病院での注射時は、登録の有無

■新聞未購読世帯へは広報を送付します︒送付希望は市役所秘書課︵☎
・００８０︶までご連絡ください︒

73

があります。
生涯学習課スポーツ振興班
☎73−0097

国民年金にお得な「前納」制度

時30分〜12時、13時〜16時30分
同事務所☎043−251−7830

催 し
建築無料相談会

国民年金の保険料を一定期間まとめ

新築・増築・リフォームから手すり

て前払いできる制度を「前納」と言い、

１本の取り付けまで、相談に応じます。

割引が適用されるのでお得です。

日時…２月11日（日）９時〜16時

場

所…市民ふれあいセンター

を確認するため、鑑札または市から送

前納には、納付書、口座振替、クレ

付された予防注射の案内はがきを持参

ジットカードにより、それぞれ「２年

してください。この他の手続きは、こ

前納」
「１年前納」
「６か月前納（上期・

れまで通り市役所で行います。

下期）」があります。口座振替の場合は、

対象動物病院…八日市場動物病院（八

他の二つよりも割引額が高く、さら

日市場ハ）
、いいぐら台動物病院（飯

に当月分保険料を当月末に納める「早

日時…２月11日（日）９時50分開演

倉台） 費用…注射済票交付手数料は

割」もあります。

場所…市民ふれあいセンター

550円、新規登録手数料は3,000円

※

この他に注射料金が掛かります。

《申込方法》納付書の場合…２年前納

匝瑳市八日市場建築連合組合（鈴木）
☎73−1810

二元会 華舞台

環境生活課環境班☎73−0088

４月上旬に送付の納付書を使用してく

事業系ごみは適正な処理を

ださい。

口座振替・クレジットカー

事業活動に伴い出されるごみ（事業

込期限は２月28日（水）です（下期６か

ドの場合…年金事務所へ申し込み。申

系ごみ）は、家庭から出されるごみと
区分され、排出する事業者の責任で適
正に処理することが法律で義務付けら
れています。
このため、事業系ごみは地域のごみ
ステーションへ出すことはできません。

主催…

歌謡愛好会・凰泉流萠乃会
同会・實川☎73−4836

は年金事務所へ申し込み。その他は、

心の健康を考える集い
◆こころの健康のつどい（①）
各回テーマを決めて、ピアサポー
ターや精神保健福祉士と学びます。

月前納は８月末まで）。
佐原年金事務所☎0478−54−1442、

日時…２月13日（火）
、３月13日（火）
のいずれも10時〜12時

市民課国保年金班☎73−0086

場所…八日市

労災の介護施設「ケアプラザ」

場公民館

厚生労働省が労災保険事業の一環

テーマ…２月は「うつと仕

◆こころのしゃべり場（②）

事復帰」、３月は「認知行動療法」
精神科に通院している人、社会に出

また、匝瑳市ほか二町環境衛生組合に

で設置する労災特別介護施設（ケアプ

よる収集も行いません。

ラザ）として、県内では「ケアプラザ

にくい人の情報交換会です。

四街道」があります。入居要件などは、

日時…２月13日（火）
、３月13日（火）

事業者自らが処理施設へ搬入するか、

一般財団法人労災サポートセンターの

のいずれも13時30分〜15時30分

廃棄物収集・運搬許可業者に委託する

ホ ー ム ペ ー ジ（www.rousaisc.or.jp）

…八日市場公民館

などして処理してください。

をご覧ください。

事業系ごみは、その種類に応じて、

環境生活課環境班☎73−0088

場所

①は福祉課障害福祉班☎73−0096、

ケアプラザ四街道☎043−433−0120

②は聖マーガレットホーム☎74−3457

自 動ド ア も 検 診 が 必 要 で す !
ドアに挟まれそうになった？
タッチ式に変えたい？

全メーカー ・ 扉 ・ 鍵
サッシ 等対応します
建設業千葉県知事
許可（般-25） 第 48918 号

変な音がする？
検知器の反応が悪い？

自動ドア施工 1 級
技能士が伺います

☎ 0479（72）5551

株式会社 東総オートドア 匝瑳市長谷3600
１号広告
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います。相談無料、秘密は厳守します。
開設日時…月〜金曜日（祝日除く）の８

整を行いますが、希望に添えないこと

予防注射を受けた際に、その場で注射
済票の交付が受けられるようになりま

財務省千葉財務事務所では、債務相

30年度の利用団体の登録と利用許可申

所定の申請書を提出してください。

狂犬病予防注射済票の交付が
動物病院で受けられます

借金問題で悩む人の相談窓口

広報そうさ H 30. 2. 1
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