
募集人数…若干名　勤務場所…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（８時30分～12
時）のみ、または午後（13時～16時30
分）のみの勤務も可能。
 問同センター☎70－2210

◆一般曹候補生
応募資格…18歳以上27歳未満の人　
試験日…【１次】９月21日（金）～23日
（日）のうち指定する１日【２次】10月
12日（金）～17日（水）のうち指定する
１日　締め切り…９月７日（金）
◆航空学生（パイロット）
応募資格…【航空】18歳以上21歳未満
の人【海上】18歳以上23歳未満の人
試験日…【１次】９月17日（月）【２
次】10月15日（月）～21日（日）のうち
指定する１日　締め切り…９月７日
（金）
◆自衛官候補生
応募資格…18歳以上27歳未満の人　試
験日…受付時にお知らせ　※受け付け
は通年で実施。
問自衛隊成田地域事務所

 ☎0476－22－6275

　自身や身近な人と年金の関わりや考
えなどをつづったエッセイを募集しま
す。
応募資格…中学生以上　締め切り…
９月14日（金）消印有効　※入賞作品
は日本年金機構ホームページ（www.
nenkin.go.jp）や刊行物へ掲載。詳細
は、同ホームページをご覧ください。
問同機構相談・サービス推進部

 ☎03－5344－1100

学校給食センター
臨時調理員

募

自衛官（一般曹候補生・
航空学生・自衛官候補生）

募

「わたしと年金」エッセイ
募

日時…８月18日（土）10時上映開始　
場所…野栄総合支所２階小ホール　上
映作品…「イソップワールド」「盲導犬
クイールの一生」　対象…子どもとそ
の保護者（小学校３年生以下は保護者
同伴）　入場料…無料
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　平成31年４月採用予定の病院事業企
業職員を募集します。
職種・採用予定人数…看護師・４人（病
院勤務）、介護福祉士・１人（ぬくもり
の郷勤務）　応募条件…新卒者（31年春
に免許取得見込み）または免許取得者
試験日…８月28日（火）　試験内容…筆
記（一般教養、作文）、面接　応募方法
…市民病院ホームページ掲載の履歴書
（市販品も可）に必要事項と希望職種を
記入し、下記まで郵送または持参　応
募期限…８月22日（水）９時必着
◆匝瑳市病院事業就職説明会の開催
　31年春就職および中途採用職員説明
会を開催します。
日時…８月19日（日）10時～15時　場
所…八日市場公民館　対象職種…看護
師、介護福祉士、言語聴覚士、臨時職
員など
問市民病院事務局☎72－1525（〒289

－2144 匝瑳市八日市場イ1304番地）

日時…８月28日（火）10時～16時　場
所…八日市場公民館　内容…プログラ
ミングの基礎、ゲーム作成　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

子ども映画会
催

来春採用の病院事業企業職員
募

夏休み子供プログラミング
体験教室 参加者

募

期日…10月３日（水）　場所…レイン
ボーヒルズカントリークラブ（銚子
市）　費用…プレーフィ6,300円（セル
フ、食事・ワンドリンク付き）、参加
費3,000円　定員…200人（申し込み順）
主催…市ゴルフ協会
 問松山ゴルフクラブ☎72－3641

募集職種・人数…警察官Ａ男性・30人
程度、同Ａ女性・10人程度、同Ｂ男性・
211人程度、同Ｂ女性・35人程度　試
験日…９月16日（日）　受付期間…８
月10日（金）まで　※詳細は、お問い
合わせください。
 問匝瑳警察署☎72－0110

市民ゴルフ大会 参加者
募

千葉県警察官（第２回募集）
募

８月31日（金）は
・市県民税〔第２期〕
・国民健康保険税〔第３期〕
・後期高齢者医療保険料〔第２期〕
・介護保険料〔第３期〕の
納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

●社会福祉協議会へ

Ｄ’ステーション八日市場店 様より
 …200,000円

寄付（２万円以上）

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）

（9月）

実務者研修
初任者研修

喀痰吸引等研修１号・２号

☎0479-73-4811包括事務局：匝瑳市飯倉台10－20

資格者として働く為の知識と技術の基本を学び
ます。市内の方には費用の援助があります。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。
８月 成田・９月 匝瑳 開講致します。

現場で実際に喀痰や胃ろうができるようになる
為のコースです。

詳細は、 で して下さい。すずらん介護福祉学院 検索

９月 匝瑳教室開講予定
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●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、昭和56年５月31日以前に建
築された木造住宅の耐震診断に対して、
費用の３分の２（上限８万円）を補助
しています。
　また、診断の結果、耐震強度不足と
なった木造住宅を、現在の耐震基準ま
で向上させるための耐震改修工事を行
う場合にも、設計・工事監理費用の３
分の２（上限10万円）、工事費用の３
分の２（上限60万円）を補助します。
　いずれも診断・着工前に申請が必要
です。詳しくは、下記までお問い合わ
せください。
 問都市整備課管理班☎73－0091

　市では、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。
　８月の一斉駆除日は19日（日）で、
日の出から日没まで行います。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

　米寿（数え年で88歳）、95歳、99歳
および100歳以上の人に対して、市か
ら記念品を贈り長寿を祝います。
　今年度は８月中旬から９月にかけて、
対象世帯を順次訪問します。申し込み
は不要です。
 問高齢者支援課支援班☎73－0033

日時…８月22日（水）18時30分～　場
所…市民ふれあいセンター視聴覚室
問市野球協会・増田☎090－4137－6298

木造住宅の耐震診断・改修
費用の一部を補助します

i

８月の有害鳥獣駆除は19日
i

長寿祝いに
記念品を贈呈

i

市民野球大会
組み合わせ抽選会

i

　中学校卒業程度の学力があるかどう
かを認定するための試験で、合格者に
は高等学校の入学資格が与えられます。
試験日…10月25日（木）　試験科目…
国語、社会、数学、理科、英語　受付
期間…８月20日（月）～９月７日（金）
※詳しくは、お問い合わせください。
 問学校教育課学務班☎73－0094

　お盆には、供え物などを川などに流
す「棚流し」の風習が残っています。
　供え物などを放置すると周辺環境を
悪化させる原因となるので、各自の責
任で回収（処理）してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

価格…500円（税込）　サイズ…縦145
㎜×横85㎜　色…紺または黄　申し
込み…８月17日（金）までに、市役所
２階企画課まで（10月上旬お渡し予定。
申込期限後は書店などでお求めくださ
い）　発行…千葉県統計協会
 問企画課企画調整班☎73－0081

対象…危険物取扱者免状所持者で、危
険物取り扱い作業に従事している人
（従事していない人も受講可）　期日…
10月３日（水）。午前は給油取扱所向
け、午後は一般取扱所向け　場所…香
取市佐原文化会館　申請方法…書面申
請（持参または郵送）　受け付け…８
月20日（月）～24日（金）に匝瑳市横芝
光町消防組合消防本部予防課まで（申
請書は同課と消防署で配布）
 問同課☎72－1916

中学校卒業程度認定試験
i

お盆の供え物は
忘れずに回収を

i

2019年版県民手帳の
予約受け付け

i

危険物取扱者保安講習
i

　日本赤十字社では、「平成30年７月
豪雨災害義援金」を受け付けています。
　郵便振替を利用の場合は、口座記号
番号「00130－8－635289」、加入者名「日
赤平成30年７月豪雨災害義援金」を使
用してください。この他、銀行振り込
みも利用できます。詳しくは、日本赤
十字社ホームページをご覧ください。
▽その他の義援金　７月豪雨災害の他、
「平成30年大阪府北部地震災害義援金」
「平成30年米原市竜巻災害義援金」も
受け付けています。
◆宍粟市災害支援金も受け付け
　市では、難読地名同士として交流活
動を続けている兵庫県宍

しそう

粟市に対する
災害支援金の受け付けも行っています。
受付期間は10月31日（水）までです。
▽募金箱の設置　設置場所…①匝瑳市
役所②野栄総合支所③八日市場公民館
④八日市場ドーム⑤市民ふれあいセン
ター⑥八日市場勤労青少年ホーム⑦そ
うさ観光物産センター匝りの里⑧ふれ
あいパーク八日市場
▽銀行振り込み　金融機関…千葉銀行
八日市場支店　口座番号…普通3467742
口座名義…兵庫県宍粟市災害支援金　
※振込口座への入金は寄附金に該当し、
税法上の優遇措置対象となります。
 問福祉課社会福祉班☎73－0096

　年金相談や請求手続きができる「ね
んきんサテライト成田」が開所しまし
た。相談の際は予約をしてください。
所在地…成田市花崎町828番地11スカ
イタウン成田２階　受付時間…８時30
分～17時15分（土・日曜日、祝日、年
末年始除く）　予約受け付け専用番号
…☎0570－05－4890（ナビダイヤル）
 問同所☎0476－24－5715

「７月豪雨災害」
義援金を受け付けています

i

年金事務所分室が
成田市にオープン

i

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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