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1 七夕飾り ～～

　７月１日（日）～７日（土）の間、豊
和小学校の児童が願いを込めて書いた
短冊を飾ります。ご来場のお客さまも
願い事をどうぞ。

7
15
パークでわっしょい!! 
夏祭り 

　７月15日（日）は、雅楽やピアダン
ス、ふじのみささん歌謡ショー、ヒッ
プホップダンス、野手囃

はやし

子連九
つ く も

十九会
の囃子演奏など、夏の催し物盛りだく
さんのお祭りイベントを開催。露店も
勢ぞろいします。ぜひ、お越しくださ
い。時間は17時～20時です。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

日時…７月３日（火）10時～15時　場
所…イオンモール銚子イルカの広場
（銚子市）　内容…作業学習製品の販売
 問同校高等部☎0479－22－0243

《海上保安学校》受付期間…７月17日
（火）～19日（木）　１次試験日…９月
23日（日）　《海上保安大学校》受付期
間…８月23日（木）～27日（月）　１次
試験日…10月27日（土）・28日（日）　
問銚子海上保安部管理課
 ☎0479－21－0118

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（午前のみ、また
は、午後のみの勤務も可）
 問同センター☎70－2210

日時…８月７日（火）10時～12時30分
場所…県生涯大学校東総学園（銚子市）
対象…小学生以上（低学年は保護者同
伴）　定員…28人（申し込み順）　※７
月13日（金）までに下記まで申し込み。
 問同学園☎0479－25－2035

日時…７月23日（月）・30日（月）、８
月４日（土）・13日（月）・20日（月）の
各日13時～15時　場所…同センター　
対象…小学校４～６年生の児童とその
保護者　参加費…無料　※７月10日
（火）以降に、事前に下記まで申し込み。
 問同センター☎0476－93－5711

銚子特別支援学校
「銚特フェア」

催

海上保安学校・大学校
学生

募

給食センター 臨時調理員
募

生涯大学校
「陶芸体験教室」参加者

募

動物愛護センター
「親子体験教室」参加者

募

日時…７月12日（木）18時30分～20時30
分　場所…銚子市保健福祉センターす
こやかまなびの城　内容…講義、意見
交換　参加費…無料　主催…香取海匝
地域療育システムづくり検討会　※希
望者は７月９日（月）までに、下記まで
申し込み（無料保育サービス有り）。
問同会（ロザリオ発達支援センター

内）☎60－0625、FAX60－0688

日時…７月24日（火）10時～16時　場
所…八日市場公民館　内容…電池不要
で聞けるＡＭラジオの作成　定員…８
人（申し込み順）　費用…2,000円（部
品代）　※事前に下記まで申し込み。
問学習倶楽部寺子屋☎74－3600、メ

ールterakoya-zimukyoku@nifty.com

日時…７月28日（土）13時～16時　場
所…旭市民会館　内容…離婚に伴う養
育費問題の相談　費用…無料　※相談
は１人40分程度（無料託児サービス有
り）。事前に下記まで申し込み。
問一般財団法人千葉県母子寡婦福

祉連合会事務局☎043－222－5818

日時…８月５日（日）13時30分～16時
場所…旭中央病院３階しおさいホール
テーマ…引きこもりや精神疾患による
苦労が変化する家族関係について考え
る　講師…臨床心理士・光元和憲先生
参加費…500円（資料代）　※７月24日
（火）までに下記まで申し込み。
問NPO法人はんどいんはんど東総

 ☎57－1225

療育・子育てのミニ勉強会
催

夏休み子供科学工作教室
催

養育費等の無料相談
催

心の健康講演会
催

募集人数…一般行政職（初級）１人　
受験資格…平成６年４月２日～13年４
月１日生まれの人で、学歴不問　受付
期間…７月23日（月）～８月６日（月）
試験日・会場…９月16日（日）・県立
東金高等学校　※山武郡市職員合同採
用試験により実施します。詳細は、同
企業団ホームページ（http://www.
kyusuiki.jp）をご覧ください。
 問同企業団総務課☎0475－54－0631

九十九里地域水道企業団
職員

募

７月31日（火）は
・固定資産税〔第２期〕
・国民健康保険税〔第２期〕
・後期高齢者医療保険料〔第１期〕
・介護保険料〔第２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

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

★教育訓練給付金制度 対象講座です。
９月 匝瑳教室

受講費用はゼロです。
すずらんは、県の貸付制度の窓口になって
おります。手続きのお手伝いをしております。
７月入学の方は国家試験に間に合います。

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。すずらん介護福祉学院 検索

開講予定
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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。
●まつ毛エクステ 付け放題
　　  キャンペーン実施中！
 ¥6000（税抜）

●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。
●まつ毛エクステ 付け放題
　　  キャンペーン実施中！
 ¥6000（税抜）

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

（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

大好評大好評
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　市では、大雨・暴風・地震・大雪な
どで建物に被害が生じた場合に、「罹

り

災証明書」を発行しています。
　証明書の交付を受けようとする人は、
被害を受けてから１年以内に市へ申請
書を提出してください。
※この証明書は、災害によって生じた
被害内容について証明するもので、被
害額を証明するものではありません。
 問総務課消防防災班☎73－0084

　農地に建物を建てたり、資材置き場
や駐車場にしたりするなど、農地を農
地以外の用途に転用する場合（一時的
な利用も含む）は、農地法に基づく知事
の許可が必要です。転用に当たる事業
を行おうとするときは、事前に市役所
３階農業委員会事務局へ許可申請書を
提出してください。
　許可を受けずに農地を農地以外の用
途に使用した場合は「違反転用」とな
り、その農地の所有者を含めて違反者
には厳しい措置が取られます。
※農地法の罰則として、３年以下の懲
役または300万円以下（法人は１億円
以下）の罰金が科されます。
 問農業委員会事務局☎73－0090

　ドラム缶などで、ごみの野焼き（野
外焼却）をする家庭が見受けられます。
　野焼きは、煙や悪臭に加え、有害物
質であるダイオキシン類の発生原因と
なるため、禁止されています。
　また、火災の原因にもなりますので、
ごみは、決められたごみステーション
に出しましょう。
 問環境生活課環境班☎73－0088

罹災証明書の交付
i

農地は無断で転用できません
i

ごみの野焼きはダメ！
i

　市では、法律に基づく滞納処分によ
り差し押さえた財産の公売を次の通り
予定しています。公売情報は、市ホー
ムページに７月上旬に掲載する他、詳
細を記載した「公売のしおり」は、７
月中旬から閲覧できます。入札参加希
望者は下記までお問い合わせください。
公売財産…農地など（匝瑳市内）　公
売時期…９月上旬　公売場所…匝瑳市
役所
 問税務課納税推進室☎73－0087

　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
鳥獣駆除を実施しています。
　７月の一斉駆除日は21日（土）で、
日の出から日没までで行います。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

　国民年金保険料は、納付期限から２
年を経過すると、時効により納付する
ことができなくなりますが、平成30年
９月までに限り、過去５年分の保険料
を納めることができます。
　「後納制度」を利用することで、年
金額が増えたり、納付した期間が足り
ずに年金を受給できなかった人が受給
資格を得られたりする場合があります
（老齢基礎年金の受給者などはこの制
度を利用できません）。後納制度を利
用するには、申し込みが必要です。詳
しくは、下記までお問い合わせください。
問ねんきん加入者ダイヤル☎0570－
003－004、佐原年金事務所☎0478－54
－1442

不動産公売の実施
i

有害鳥獣の一斉駆除を
７月21日に行います

i

国民年金保険料の後納制度
i

　今年のサマージャンボ宝くじは、１
等賞金が前後賞合わせて７億円で、７
月９日（月）～８月３日（金）に販売さ
れます。
　この宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われ、都道
府県別販売実績による県配分がありま
すので、ぜひ県内の宝くじ売り場でお
買い求めください。
問千葉県市町村振興協会
 ☎043－311－4162

　
　労働保険の年度更新手続き期間は、
７月10日（火）までです。
　手続きは、平成29年度の概算保険料
を精算する「確定申告」と30年度の見
込み保険料を申告するものです。
　申告・納付は、各労働基準監督署や
最寄りの金融機関を通じて手続きして
ください。なお、保険料の申請には電
子申請が、納付には口座振替の利用が
便利です。
問県労働局労働保険徴収課
 ☎043－221－4317

◆第16回「写遊」写真展（①）
期間…７月３日（火）～８日（日）　時
間…９時～17時（初日は11時から、最
終日は15時まで）
◆第７回写遊女性展（②）
期間…７月24日（火）～29日（日）　時
間…９時～17時（初日は12時から、最
終日は16時まで）
※①②とも、会場は八日市場公民館市
民ギャラリーで、入場無料。
問①同会・江波戸☎73－6120、②同会・
岡田☎73－2532

宝くじのお買い求めは県内で
i

労働保険の年度更新
i

写真サークル・写遊展示会
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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八日市場ホ５０５・126号バイパス沿い
電 0479－72－0061
営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～20:00
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