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17 父の日プレゼント 

　６月17日（日）９時からは、当日1,000
円以上お買い上げのレシートをお持ち
のお父様に素敵なプレゼントを実施し
ます（先着300人）。

農業体験しませんか 
　野菜の植え付け・手入れ・収穫体験。
昼食は地元産食材の料理でおもてなし。
開催日程…６月10日（日）、８月、10
月（予定）　参加費…１区画3,000円
（３回分で２人分の食事代含む）　申し
込み…下記まで直接または電話、ファ
クス（70－5181）。１人２区画まで。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

日時…７月１日（日）10時～16時　場
所…ショッピングセンターサンモール
タワーコート（旭市）　内容…耐震改
修・新築・リフォームなどの無料相談
問一般社団法人千葉県建築士会海匝支
部（有限会社谷中建設）☎63－6255

日時…７月１日（日）12時～16時　場所
…千葉経済大学短期大学部（千葉市）　
内容…面談や保育職場に関する相談
問ちば保育士・保育所支援センター
 ☎043－222－2668

勤務内容…入所児童の保育・指導　募
集人数…23人程度　勤務期間・時間…
７月21日（土）～８月31日（金）の間の
原則土・日曜日を除く日で、１日５時
間程度　応募資格…教員・保育士・社
会福祉士などの資格所有者、または児
童の健全育成に熱意がある人　賃金…
時間額1,100円（資格がある人。ない人
は同920円）　応募方法…事前に下記へ
連絡の上、６月15日（金）までに①臨
時職員登録申請書（学校教育課窓口で
配布。市ホームページからも取得可）、
②資格証明書の写しを提出
 問学校教育課指導班☎73－0094

活動日…①８月25日（土）午前中②11
月10日（土）終日　※②は①に参加し
た人　対象…高校生以上　内容…同校
在学生の親子余暇活動や文化祭などの
支援　申し込み…①は活動日の２週間
前まで、②は９月末までに下記まで
 問同校☎72－2777

建築士が無料で応じる
住宅相談会

催

保育のしごと就職フェスタ
催

市内放課後児童クラブ
児童支援員、児童支援補助員

募

八日市場特別支援学校
ボランティア会員

募

日時…６月12日（火）９時30分～15時
30分　お願い…①体育館駐車場を利用
してください。②スリッパ持参の上、
生徒昇降口で受け付けをしてください。
 問同校教頭・宇野☎72－1375

◆八日市場特別支援学校
日時…６月12日（火）・26日（火）９時15
分～11時45分（12日は企業・福祉関係
者向け、26日は一般・学校関係者向け）
※４日（月）までに氏名・所属などを同
校教頭・榊原（☎72－2777、FAX73－
6008）まで申し込んでください。
◆飯高特別支援学校
日時…６月20日（水）９時30分～11時30
分　※８日（金）までに氏名・住所など
を同校教頭・渡邉（☎70－5001、FAX70
－5123）まで申し込んでください。

期間…６月15日（金）～30日（土）　場
所…八日市場図書館（月曜日休館）　
内容…海匝地区の小・中学校、特別支
援学校で使用する教科書などの展示
問北総教育事務所海匝分室☎62－2554

日時…６月17日（日）10時～　※荒天中
止　場所…千葉科学大学マリーナキャ
ンパス（銚子市）　内
容…車両乗車や制服
着用などの体験を通じ
た地域の仕事紹介。匝
瑳市・銚子市・旭市の
ご当地キャラのショー、
特産品販売
 問海匝地域振興事務所☎62－0261

八日市場第二中 学校公開
催

特別支援学校 学校公開
催

学校教科書の一般展示
催

県民の日海匝地域行事
さんさん☀フェスタ2018

催

募集人数…若干名　勤務先…市学校給
食センター　勤務時間…月～金曜日の
８時30分～16時30分
 問同センター☎70－2210

テーマ…健康づくりに関すること（食
生活・運動・睡眠・歯磨き・禁煙など）
対象…県内在住の小学生　締め切り…
９月７日（金）必着　※詳細は千葉県
国民健康保険団体連合会ホームページ
でご確認ください。
 問同連合会事業課☎043－254－7355

給食センター 臨時調理員
募

健康づくり絵画コンテスト
作品

募

７月２日（月）は
・市県民税〔第１期〕
・国民健康保険税〔第１期〕
・介護保険料〔第１期〕 の
納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

▲QRコード読
み取りで最新
情報を確認

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）

（８月）

実務者研修 初任者研修

実務者喀痰認定 特別講座

☎0479-73-4811包括事務局：匝瑳市飯倉台10－20

７月 匝瑳（土曜コース）・成田（火曜コース）
　★国家試験に間に合います。

★教育訓練給付金制度 対象講座
７月 成田教室

受講費用は全額、県の貸付制度（返還免除付き）
が使えます。

実務者研修修了者は、引き続き
喀痰の資格をとることができます。

詳細は、 で して下さい。

開講

すずらん介護福祉学院 検索

開講予定

１号広告
0479-85-8866

●根本（2㎝）  ¥2200（税抜）
●フルカラー  ¥2500～4000
  （税抜）

●カットも一緒にできます。

ヘアカラー専門店ヘアカラー専門店 カラフルポップコーン

カラフル
ポップコーン

６月中、お得なメニューありです♡

１周年、大感謝祭!!

（日曜・祝日 定休日）

R126

昭和
シェルさん

飯倉駅

匝瑳市飯倉 国道沿い

地図
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　農業者年金を受給している人に、５
月末に農業者年金基金から現況届の用
紙が郵送されています。必要事項を記
入し、６月29日（金）までに市役所３
階農業委員会へ必ず提出してください。
　提出がない場合は、年金が受給でき
なくなりますのでご注意ください。
 問農業委員会事務局☎73－0090

　カラスなどによる農作物被害を防止
するため、10月末まで市内全域で有害
鳥獣駆除を行っています。６月の一斉
駆除日は17日（日）です（時間は日の出
から日没まで）。駆除の際は腕章を付
けた匝瑳猟友会員が、人や家屋、動植
物に万全の注意を払って実施します。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　６月１日～７日は「水道週間」です。
近ごろ、設備の老朽化や地震の影響と
考えられる宅地内での漏水が増えてい
ます。次の方法で月に１回は家庭で調
べてみましょう。
《確認方法》①宅地内の蛇口を全部閉め、
水が流れていない状態にする。②メー
ターボックスのふた
を開け、パイロット
を確認する（＝写真）。
③この際、パイロッ
トが回転していると
漏水の可能性があります。早めに「指
定給水装置工事事業者」に調査・修理
を依頼してください。　※漏水調査費
用・修理代金は、自己負担となります。
アパートなどの居住者は、大家さんな
どの管理人に連絡してください。
 問八匝水道企業団☎73－3171

農業者年金の現況届は
農業委員会へ

i

有害鳥獣駆除を行っています
i

月に１回は漏水の確認を
i

　海岸県有保安林で松くい虫防除のた
めの薬剤地上散布を行います。
期日…６月下旬～７月上旬の２日間
（時間は５時ごろから16時ごろまで。
天候による順延あり。詳細は防災行
政無線放送でお知らせします）　注意
事項…①散布日を含め３日間は散布区
域に立ち入らないでください。②林内
や林縁近くへの車両の駐車は控えてく
ださい。③自動車などに薬剤がかかっ
た場合は速やかに水で洗ってください。
④体調が悪くなった場合は医療機関を
受診してください。⑤養殖業や養蜂業
を営む人は、必要により養殖場や巣箱
などの被覆などを行ってください。
 問北部林業事務所☎0475－82－3121

《新規講習》期日…８月23日（木）・24
日（金）　※２日間講習　場所…市民
ふれあいセンター　定員…135人　受
付期間…７月19日（木）・20日（金）　《再
講習》期日…９月14日（金）　場所…市
民ふれあいセンター　定員…100人　
受付期間…８月13日（月）～15日（水）
《申し込み》所定の申込用紙（日本防
火・防災協会ホームページからダウン
ロード。消防署でも配布）を使用して
申し込んでください。
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72－1916

試験日…10月14日（日）　申し込み…
５月21日（月）～６月30日（土）の間に
申込書を簡易書留で郵送（申込書の配
布は５月21日から開始）
問千葉県社会福祉協議会☎043－204－
1610（http://www.chibakensyakyo.com/）

松くい虫防除の実施
i

甲種防火管理新規講習
・再講習

i

介護支援専門員実務研修
受講試験

i

　道路や歩道内の一部で、私有地から
の樹木や竹の張り出しなどにより通行
の妨げになっている箇所が見受けられ
ます。土地所有者や使用者は、木竹の
伐採にご協力ください。こうした例に
より事故など発生の場合、所有者や使
用者が責任を問われる場合があります。
問市道については建設課管理用地班☎
73－0092、国道・県道については海匝
土木事務所管理課☎72－1101

《狩猟免許試験》期日…６月23日（土）
～２月３日（日）の間で全８回　《適正
試験・講習（海匝地域対象）》期日…７
月５日（木）・12日（木）・19日（木）　
場所…市民ふれあいセンター他
問海匝地域振興事務所地域環境保全課
 ☎64－2825

　総務省では、毎年６月１日～10日を
「電波利用環境保護周知啓発強化期間」
として、電波を正しく利用するための
周知・啓発活動、不法無線局の取り締
まりを強化します。
問関東総合通信局【不法無線局による
混信・妨害】☎03－6238－1939【テレビ・
ラジオ受信障害】☎03－6238－1945

日時…６月10日（日）10時～12時　場
所…八日市場小学校体育館　内容…①
地域の障がい者団体・サークルの紹介
②パラスポーツ紹介・体験　参加費…
無料　主催…香取海匝地域リハビリ
テーション広域支援センター
問九十九里ホーム病院・木内☎72－1131

道路上の樹木などの伐採
i

狩猟免許試験、狩猟免許
更新の適性試験・講習

i

電波の適正利用に
取り組みを強化

i

和希楽会全体集会
催
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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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