
自動車税

　ふれあいパーク八日市場では、採れ
たての野菜を取り揃え、植木園ではツ
ツジをはじめ季節の花々が勢ぞろい！
ぜひご家族でお越しください。

5
5
わくわく！ 
こどもの日プレゼント 

　５月５日（土）・こどもの日は、小学
生以下のお友達にミニソフトクリーム
をプレゼント（１人１回限り先着200人）。

5
13
日々の感謝をこめて 
母の日プレゼント 

　５月13日（日）９時からは、1,000円
以上お買い上げのお母様に素敵なプレ
ゼントを実施します（先着300人）。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

日（火）　参加申込期間…５月31日
（木）まで　※参加無料。詳しくは、
同イベントホームページ（http://
www.1000km.jp）をご覧ください。
 問企画課企画調整班☎73－0081

期日…①５月12日（土）②19日（土）※
いずれも時間は９時～12時で、雨天の
場合は中止　場所…①八日市場小学校
グラウンド②豊栄小学校グラウンド
問生涯学習課スポーツ振興班☎73－0097

期間…５月19日～７月21日の土曜日
（全10回）　時間…９時～11時　場所…
八日市場第一中学校弓道場　費用…
下
したがけ

代120円、保険代（学生以下800円、
大人1,850円）　主催…市弓道協会　
※弓、矢、その他道具は主催者で用意。
運動のできる服装でお越しください。
 問同協会・鈴木☎090－9324－5028

募集職種・人数…施設介護職員（臨
時）・若干名　資格…ホームヘルパー
２級または介護職員初任者研修修了者
試験日…５月22日（火）　試験内容…
面接　申し込み…５月17日（木）まで
に履歴書を下記まで郵送または持参
問そうさぬくもりの郷（匝瑳市中台
305番地）☎79－1766

募集職種・人数…①介護職員（嘱託）・
１人②同（臨時）・若干名③用務職員（臨
時）・１人　勤務先…小規模多機能型
居宅介護事業所「紙ふうせん」　資格…
①介護福祉士、普通自動車運転免許②
③普通自動車運転免許　応募書類…履

ラグビー体験教室 参加者
募

弓道教室 参加者
募

ぬくもりの郷臨時職員
募

市社会福祉協議会臨時職員
募

　親と子、親同士、子どもたちのふれ
あいの場の提供、子育て相談を実施。
対象…平成26年４月２日～28年４月１
日生まれの子どもとその親　実施回
数・開催時間…年間８回・９時～11時
（６月以降開催）　受け付け…５月７日
（月）から随時　参加費…無料
 問同園☎72－0442

日時…６月９日（土）13時30分～　場
所…特別養護老人ホーム松丘園　内容
…勝股和子先生（八日市場公民館講
師）を招き「いいね 七宝焼」をテーマ
に七宝焼を作成　定員…30人（申し込
み順）　※事前に下記まで申し込み。
問九十九里ホーム在宅介護支援セ

ンター☎73－2115

募集団地…いいぐら団地　間取りなど
…２ＤＫ・家賃月額6,700円～　募集戸
数…５戸　募集期間…５月１日（火）～
17日（木）で、土・日曜日、祝日を除く
８時30分～17時に受け付け　応募書類
配布場所／提出場所…市役所３階都市
整備課、野栄総合支所／同課　※入居
資格などはお問い合わせください。
 問都市整備課管理班☎73－0091

　青森から東京までランニングと自転
車で東日本大震災の被災地をリレー
で縦断する「未来への道1000㎞縦断リ
レー2018」。たすきをつなぐリレーを
通じて震災の記憶の風化を防ぐととも
に、被災地との絆を深めます。
実施期間…７月24日（火）～８月７

八日市場幼稚園ひよこクラブ
催

九十九里ホーム
いきいきシニア講座

催

市営住宅入居者
募

1000㎞縦断リレー 参加者
募

歴書（写真添付）　選考方法…面接
 問同協議会事務局☎67－5200

募集人数…若干名　資格…昭和60年４
月２日～平成12年４月１日生まれの高
卒者　申し込み…５月７日（月）～18
日（金）の間に、履歴書を下記まで郵
送または持参（18日の消印有効。持参
の場合は土・日曜日除く）
問同改良区総務課（旭市鎌数2445番

地１）☎62－1495

干潟土地改良区臨時職員
募

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

　自動車税の納期限は５月31日（木）
です。納税通知書は５月上旬に自動
車税事務所から送付されます。
　納期限まではインターネットや
金融機関設置のＡＴＭを利用した
「P

ペ イ ジ ー

ay-easy」納付が可能です。
問旭県税事務所☎62－0772

５月31日までに納付を

　昨年の県内の「電話de詐欺」の被害件数は、過去最悪の1,517件に
上り、今年に入ってからも増加傾向が続くなど深刻な状況が続い
ています。 このため、県と県警では、知事と県警本
部長の連名による県民向けの「電話de詐欺」撲滅緊急
メッセージを発出しました。
※メッセージの内容など詳細は、県警ホームページに掲載さ
れています（右のＱＲコードからアクセスできます）。

《問い合わせ先》匝瑳警察署☎72－0110

電話de詐欺撲滅緊急メッセージが出されました
匝瑳警察署からのお知らせ

スマホで広報紙が読めます。問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先

すずらん介護福祉学院

～介護福祉士～ （６か月コース）
（３か月コース）実務者研修 初任者研修

☎0479-73-4811包括事務局：匝瑳市飯倉台10－20

６月 匝瑳（木曜コース）・成田（水曜コース）
７月 匝瑳（土曜コース）・成田（火曜コース）

受講費用は全額、県の貸付制度（返還免除付き）
が使えます。

対象者はハローワークの教育訓
練給付金20%が受給できます。

詳細は、 で して下さい。

７月成田教室
通学日は全16日間
（うち実習2日）

開講 開講
予定

すずらん介護福祉学院 検索
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　経済産業省では、製造業を営む事業
所を対象にその活動実態を明らかにす
るため、平成30年６月１日現在で「工
業統計調査」を実施します。
　対象事業所へは５月中旬から６月に
かけて調査員が「調査員証」を携行し
て訪問しますので、ご協力をお願いし
ます。
 問企画課企画調整班☎73－0081

　緑の募金は、学校や公園の公共用地
への植樹などに役立てられる他、東日
本大震災で被災した地域の森林整備、
緑化推進を通じた復旧・復興支援にも
活用されます。
　平成30年度は次の通り募金運動を行
いますので、ご協力をお願いします。
取扱先…ちばみどり農業協同組合の市
内各支店　締切日…６月１日（金）
《匝瑳市の昨年度実績》本市では、29
年度は総額63万1,952円の募金が寄せ
られ、公益社団法人千葉県緑化推進委
員会へ送金しました。その一部が還元
され、「平成29年度わたしの街みどり
づくり事業」として飯塚沼農村公園植
樹事業に活用しました。
 問産業振興課農村整備班☎73－0089

日時…５月13日（日）14時～16時　場
所…市役所北側駐車場、野栄総合支所
北側駐車場　手数料（１頭当たり）…
登録済みの犬3,500円、新たに登録す
る犬6,500円　注意事項…①会場には
必ず犬を抑えられる人が連れて来てく
ださい。②犬の具合によっては、注射
を受けられない場合があります。③受
け付けをスムーズに進めるため、事前

工業統計調査の実施
i

緑の募金運動
i

狂犬病予防注射（５月実施）
i

に手数料の準備をしてきてください。
④マナーを守り、ふんの後始末は飼い
主の責任で行い、ふんを持ち帰るよう
にしてください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　５・６月は赤十字運動月間です。
　日本赤十字社は、「人のいのちと健康、
尊厳を守る」という使命の下、国内外
におけるさまざまな人道的活動を行っ
ており、これらの活動は皆さんの協力
により支えられています。皆さんから
お寄せいただいた資金で、災害資金の
積み立てやＡＥＤの整備、避難所で使
う救援物資などの備蓄を行っています。
　今年度も赤十字活動資金（赤十字社
資）へのご協力をお願いします。
 問福祉課社会福祉班☎73－0096

　タカタ製エアバッグのリコール未改
修車は、５月から車検が通らなくなり
ます。早急にリコール作業を受けてく
ださい。
　対象車種は、インターネットの検
索サイトで「リコール情報検索アプ
リ」（https://www.jaspa.or.jp/user/
mycar/application/recallsearch.
html）で検索できます。
問国土交通省タカタ専用ダイヤル
 ☎03－6747－9575

試験日…10月13日（土）　試験場所…
ＴＫＰガーデンシティ千葉（千葉市）
願書受付期間／場所…５月29日（火）
～31日（木）の各日10時～16時／八日
市場地域保健センター　※住所地の管
轄保健所で受け付け。願書は同所およ
び海匝健康福祉センター（海匝保健所）

赤十字活動資金にご協力を
i

国土交通省からのお知らせ
エアバッグのリコール

i

千葉県調理師試験
i

で配布します。
問八日市場地域保健センター
 ☎72－1281

日時…５月３日（木・祝）９時30分～
16時　場所…市民ふれあいセンター
 問同会・岡田☎73－2532

　新築・増築・リフォームから手すり
１本の取り付けまで相談に応じます。
日時…５月20日（日）９時～16時　場
所…市民ふれあいセンター
問匝瑳市八日市場建築連合組合（鈴木） 
 ☎73－1810

　銚子連絡道路「山武市～銚子市」全
線の早期完成を目指
す地区大会です。
　経済ジャーナリス
トの須田慎一郎さん
（＝写真）を招き講演
を行います。
日時…５月23日（水）14時～16時　場
所…八日市場ドーム　演題…「どうな
る日本経済のゆくえ」　主催…山武・
東総地域広域幹線道路網整備促進期成
同盟会
問東総地区広域市町村圏事務組合
 ☎62－3305

日時…６月５日（火）・６日（水）の両
日９時20分～12時（受け付けは９時か
ら）　場所…同校（銚子市）　内容…学
校施設と授業の公開　※参加希望者は
事前に下記までご連絡ください。
 問同校☎0479－22－0243

匝瑳市歌謡愛好会
チャリティー発表会

催

建築無料相談会
催

第20回銚子連絡道路整備
促進地区大会

催

銚子特別支援学校
学校公開

催

nformation

À la carte i ＝お知らせ　催＝催し　募＝募集
nformation

À la carte情報 アラカルト

★自動ドア全メーカー・扉・鍵・サッシ 対応★

ホームページ見てね！

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TAD

匝瑳市長谷3600
☎ 0479（72）5551
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