
　総務省では、「統計の日（10月18日）」
の周知を図るため、次の通り標語を募
集します。
募集部門…①小学生の部②中学生の部
③高校生の部④一般の部⑤統計調査員
の部　応募方法…所定の応募用紙を３
月31日（土）までに総務省まで提出（統
計調査員は３月16日（金）までに市役
所２階企画課まで）。応募作品は自作
で未発表のものに限り、応募数は１
人５作品まで　※応募用紙は総務省
ホームページ（http://www.soumu.
go.jp/）からダウンロードできる他、
企画課でも配布しています。応募用紙
以外で応募の場合は、部門、都道府県
名、氏名（ふりがな）、所属・学校名（学
年）、電話番号、標語を明記してくだ
さい。詳しくは、同ホームページをご
覧ください。
 問企画課企画調整班☎73－0081

◆試験種目、応募資格
一般…【大卒程度】22歳以上26歳未満
の人（20歳以上22歳未満の人は大卒、
修士課程修了者などは28歳未満の人で、
いずれも見込み含む）【院卒者試験】修
士課程修了者など（見込み含む）で20
歳以上28歳未満の人　歯科・薬剤科…
専門の大卒（見込み含む）で20歳以上
30歳未満の人（薬剤科は20歳以上28歳
未満の人）で、細部制限あり　※年齢
は平成31年４月１日現在。
◆受付期間
　５月１日（火）まで　※必着
◆１次試験日
一般…５月12日（土）・13日（日）　歯
科・薬剤科…５月12日（土）
問自衛隊成田地域事務所

 ☎0476－22－6275

「統計の日」標語

自衛隊 幹部候補生
（一般、歯科・薬剤科）

　春キャベツの生産が全国１位、秋冬
ダイコンの生産が全国２位である銚子
で、キャベツとダイコンの収穫・出荷・
調理の見学・体験をします。
日時…３月28日（水）９時～15時ごろ
（銚子市青少年文化会館前に８時55分
集合）　定員…30人（申し込み順。小
学校４年生以下は要保護者同伴）　参
加費…１人1,000円（昼食代、保険代含
む）　主催…銚子ジオパーク推進協議
会　※事前に下記まで申し込み
問同協議会事務局☎0479－24－8911

 （月曜日、祝日休み）

　スキー事故による全身まひから懸命
のリハビリで回復を遂げた、腰塚勇人
氏による特別講演。人生観が大きく変
わった自身の経験に基づいて、命の大
切さを訴える「命の授業」を行います。
日時…３月31日（土）13時20分～15時
（12時30分開場）　場所…市民ふれあい
センター　定員…400人（申し込み順）
申し込み…22日（木）までに下記まで
参加費…1,000円　主催…千葉県倫理
法人会下総地区青年委員会
問同会下総地区・沼田

 ☎047－334－2194

募集人数…若干名　勤務先…市学校給
食センター　勤務時間…平日８時30分
～16時30分　※午前のみ（８時30分～
12時）、午後のみ（13時～16時30分）の
勤務も可能です。
 問同センター☎70－2210

春のキャベツ・ダイコン
まるごと体験ジオツアー

千葉県倫理法人会講演会
「腰塚勇人『命の授業』」

募 集
給食センター 臨時調理員

　「八匝少年少女発明クラブ」では、子
どもたちに工作を教える指導員を募集
しています。発明クラブでの活動経験
がない人でも構いません。月に１回か
ら参加ができます。
活動日…原則毎週日曜日（時間は９時
～11時30分）　活動場所…匝瑳市就労
支援事業所ほほえみ園敷地内（八日市
場イ）　対象…高校生以上で、工作が
好きな人、電気関係に詳しい人、大工
さんなど　内容…コンテスト出展品な
ど年間を通した制作活動の指導
問同クラブ・笹本☎73－3510、メー

ルsp2586lotte2659@plum.ocn.ne.jp

発明クラブ 指導員

週末は何かがある！週末は何かがある！
ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

16周年記念イベント

　ふれあいパーク八日市場は、今年３
月で開館16周年。日ごろのご愛顧に感
謝して、記念イベントを開催します。
　レジ通過者に“紅白タマゴ”をプレ
ゼント。また、1,000円以上のお買い
上げレシートを持参の人は、景品が当
たるくじ引きにチャレンジできます。
日時…３月11日（日）10時～
※10日（土）・11日は、館内商品を１
割引きで提供します（一部商品および
里の香を除く）。

　普段は見る機会が少ない生産現場を
見学するツアーです。昼食会では、地
元の野菜をふんだんに使った料理が食
べられます。
日時…３月25日（日）10時～14時　定
員…30人（申し込み順）　※参加無料
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

わいわいワクワク交流会
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問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先

情報情報
アラカルトアラカルトÀ la carte

Information

　第10回特別弔慰金の請求期限は４月
２日（月）です。
　期限を過ぎると、時効により特別弔
慰金を受ける権利がなくなりますので、
忘れずに請求してください。
◆対象
　戦没者などの死亡当時の遺族で、平
成27年４月１日現在（基準日）で恩給
法による公務扶助料や戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金などの受
給者（戦没者の妻や父母など）がいな
い場合に、次の順番による順位が先に
なる遺族１人に支給されます。
第１順位…基準日までに戦傷病者戦没
者遺族等援護法による弔慰金の受給権
を取得した人　第２順位…戦没者など
の子（死亡当時の胎児も含む）　第３
順位…戦没者などの①父母②孫③祖父
母④兄弟姉妹（死亡当時に生計関係が
あったことなどの要件で順番が入れ替
わることがある）　第４順位…第１順
位から第３順位まで以外の戦没者など
の三親等内の親族（甥、姪など。戦没
者などの死亡時まで引き続き１年以上
生計関係があった人に限る）
◆支給内容
　５年償還の記名国債で額面は25万円
◆請求窓口
　市役所１階福祉課、野栄総合支所　
※請求に必要な書類などは窓口に備え
付けています。詳しくは、下記までお
問い合わせください。
 問福祉課社会福祉班☎73－0096

戦没者遺族への特別弔慰金
請求期限は間もなくです

　市では、千葉県市町村振興協会から
「サマージャンボ宝くじ」「ハロウィン
ジャンボ宝くじ」の収益金の配分を受
けており、平成29年度は、これらの収
益金を子ども医療費助成事業の財源と
して活用しました。
　宝くじの収益金は、都道府県別の販
売実績額などに基づいて配分されます。
宝くじは、ぜひ県内の売り場で購入し
てください。
 問財政課財政班☎73－0085

　中小企業退職金共済（中退共）制度
は、国がサポートする中小企業のため
の退職金制度です。
　国の制度で“安全”、掛け金が全額
非課税で“有利”、社外積み立てで管
理が“簡単”といった特徴があります。
問独立行政法人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

 

期間…３月15日（木）～24日（土）　時
間…９時30分～18時　場所…八日市場
公民館市民ギャラリー（月曜日休館）
内容…Ｆ100号サイズの油絵をはじめ、
過去の部展の展示作品から在校生の最
新作まで、平面、立体作品約150点を
展示。特別企画として18日（日）、21日
（水）は、鈴木蘭菜さん（同校卒業生）
による黒板アートパフォーマンスを実
施（両日とも17時閉館）　入場料…無料
 問同校美術部顧問・伊藤☎72－1541

宝くじの収益金は
まちづくりに役立っています

「中退共」の退職金制度を
ご活用ください

催 し
匝瑳高校美術部７年間の
軌跡展「放課後」

　写真サークル「写遊」の作品展です。
期間…３月６日（火）～11日（日）　時間
…９時～17時（６日は12時から、11日は
16時まで）　場所…八日市場公民館市
民ギャラリー　入場料…無料
 問同会・江波戸☎73－6120

　会場を「発見」「鑑賞」「体験」「食と遊
び」の４エリアに分け、“伝える”“楽し
む”“育む”“つなげる”をキーワードに
地域の魅力を発信します。
日時…３月４日（日）11時～15時　場所
…東総文化会館（旭市）　内容…車いす
フェンシングをはじめとしたさまざま
な体験やダンスなどの発表、各種展示・
販売　入場料…無料　※各体験企画に
は参加者数に上限があります。
 問同館☎64－2001

日時…３月16日（金）18時30分～　場所
…市民ふれあいセンター
問市野球協会・増田☎090－4137－6298

　自然災害への備えとして近年、テレ
ビやインターネットなどが使えない状
況でも簡単に情報を得る手段として、
ラジオが注目されています。電池不要
で聞くことができるラジオについて学
びます。
日時…３月27日（火）10時～16時30分
場所…八日市場公民館　内容…①無電
源ラジオの仕組み②コイルの巻き方③
鉱石検波器とは　対象…小・中学生
（高校生以上も参加可）　定員…12人
（申し込み順）　費用…2,000円（材料
費）　※事前に下記まで申し込み
問学習倶楽部寺子屋事務局・須合

 ☎74－3600

平成29年度「写遊」写真展

地域まるごと発見フェスタin東総

市民野球大会組み合わせ抽選会

春休み子供科学工作教室
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１号広告

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

株式会社 東総オートドア
建設業千葉県知事

許可（般-25）　第 48918 号

匝瑳市長谷3600

自動ドア施工1級
技能士が伺います

変な音がする？
検知器の反応が悪い？

☎ 0479（72）5551
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