
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（８時30分～12
時）のみ、午後（13時～16時30分）のみ
の勤務も可能です。
 問同センター☎70－2210

採用人数…若干名　応募資格…平成６
年４月２日～13年４月１日生まれで、
高卒以上または31年卒業見込みの人
（採用時に匝瑳市、旭市または横芝光
町に居住しており、通勤可能であるこ
と）　試験日…10月29日（月）　受付期
間…９月10日（月）～25日（火）　申し
込み…履歴書（写真貼付）、卒業（見込
み）証明書を下記まで持参または郵送
 問同改良区総務課☎72－1506

　応募資格はいずれも高卒（卒業見込
み含む）21歳未満の人、または高専
３年次修了（修了見込含む）の人です。
なお、応募は期限日必着です。
◆防衛大学校学生（総合選抜）
受付期間…９月５日（水）～７日（金）
１次試験日…９月22日（土）
◆同校学生（一般）
受付期間…９月５日（水）～28日（金）
１次試験日…11月10日（土）・11日（日）
◆防衛医科大学校学生
受付期間…９月５日（水）～28日（金）
１次試験日…10月27日（土）・28日（日）
◆同校看護学科学生（自衛官広報看護
学生）
受付期間…９月５日（水）～28日（金）
１次試験日…10月20日（土）
問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

学校給食センター
臨時調理員

募

千葉県大利根土地改良区
職員

募

防衛大・防衛医大 学生
募

期間…９月18日（火）～23日（日）　時
間…９時～17時（18日は12時から、23
日は16時まで）　場所…八日市場公民
館市民ギャラリー　内容…油彩画、ア
クリル・ガラス絵、風景写真など約30
点
 問大木☎73－0448

　災害時に役立つ体験カフェ。クイズ
などを通して、防災知識を学びます。
日時…９月30日（日）10時～12時　場
所…八日市場公民館エントランスホー
ル　参加費…無料
問ガールスカウト千葉県第98団・岩城
☎090－7633－2724、須合☎090－6108
－2385

日時…10月４日（木）18時30分～20時
30分　場所…香取市役所　テーマ…発
達障害のある子の子育て・保育・教育
申し込み…９月27日（木）までに下記
まで　※無料保育サービスあり。
問香取海匝地域療育システムづく

り検討会（ロザリオ発達支援センター
内）☎60－0625、FAX60－0688

◆飯高特別支援学校
日時…10月17日（水）９時30分～11時
30分　※10月５日（金）までに、氏名・
住所などを同校（☎70－5001、FAX70
－5123）まで申し込んでください。
◆銚子特別支援学校
日時…10月10日（水）・11日（木）９時
30分～12時　※事前に同校（☎0479－
22－0243）まで申し込んでください。

第９回南隆一の洋画と
その仲間の写真合同展

催

防災力の向上に
「ガールスカウトカフェ」

催

療育に関するミニ勉強会
催

県立特別支援学校
学校公開

催

　「海」をメインテーマに、作品は詩人・
高橋順子さんなどが審査します。
募集内容…自由詩、定型詩、エッセイ
※作品には｢海｣以外の題名を付ける
費用…1,000円　応募期限…11月５日
（月）　※応募方法など詳細は下記まで。
問旭いいおか文芸賞「海へ」実行委員

会（ＮＰＯ法人光と風内）☎57－5777

第３回旭いいおか文芸賞
「海へ」 作品

募

10月１日（月）は
・固定資産税〔第３期〕
・国民健康保険税〔第４期〕
・後期高齢者医療保険料〔第３期〕
・介護保険料〔第４期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

9
8 新米まつり 

　８日（土）・９日（日）は、新米の販
売や、おいしい炊き立て新米の試食
会を行う「新米まつり」を開催します。
時間は両日とも９時～16時です。

9
17 敬老の日プレゼント 

　「敬老の日」の17日（月）は、当日1,000
円以上お買い上げのレシートをお持ち
のお客様（70歳以上の先着200人）にプ
レゼントがあります。
 問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

●社会福祉協議会へ
そうさカラオケ友の会 様より
 …33,648円
千葉県民謡愛好連盟 様より
 …37,540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～ （３か月コース）

（11月）

実務者研修（10月・11月）
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。
10月 成田・11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・11月 開講予定

１号広告

電話73-7798、090-6309-8455
広告有効期限　H30.12.31

セブン・サイド・レジデンス 宅建士 稲垣

（引っ越し代金分 抽選で援助）
安さは正義！便利は裏切らない！

（干潟駅近にも２DKありまっす）

　　　 八日市場ロ100番地　カインズと７-11隣
（１階 BarJoJo）　　　　　　１DK・約30㎡/2,5万円～　２DK・約
43㎡/3,5万円～　１階店舗/５万円 　　　鉄筋３階建てアパート（昭
和53年10月築）風通し、日当たり良好。内見、お気軽にどうぞ。

所在地

建物
間取り/家賃

入入 居居 募募 集集
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　県と市は共同で、交通に関する「東
京都市圏パーソントリップ調査」を９
月から12月にかけて実施します。
　この調査は、人の１日の移動を把握
し、暮らしやすい都市づくりの検討を
進めるためのものです。実施に当たり、
住民基本台帳から無作為に選んだ世帯
を対象に調査票を送付します。
問県県土整備部都市計画課
 ☎043－223－3161

　10月１日を基準日として、５年に１
度の「住宅・土地統計調査」が行われ
ます。対象世帯には、県知事発行の調
査員証を身に付けた統計調査員が調査
票記入のお願いに伺います。調査内容
は統計以外の目的に使用することはあ
りませんので、ご協力をお願いします。
 問企画課企画調整班☎73－0081

販売日時…９月２日（日）９時開始　
※完売次第終了　販売場所…匝瑳市商
工会館、野栄総合支所　販売内容…1
セット11,000円の商品券を10,000円で
販売。販売セット数は5,000セットで、
１人に付き５セットまで購入可
 問匝瑳市商工会☎72－2528

　匝瑳市商工会では、中小企業診断士
がさまざまな経営課題の相談に無料で
応じる窓口を開設しています。
開設日時…毎月第１火曜日・９時～16
時　場所…匝瑳市商工会館　※要事前
予約。開設期間は平成31年２月まで。
 問市商工会☎72－2528

「パーソントリップ調査」
を実施します

i

「住宅・土地統計調査」に
ご協力を

i

お得な「プレミアム付商品券」
販売開始

i

中小企業診断士が対応
「商売繁盛相談窓口」

i

　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ます。
　９月の一斉駆除日は30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。
◆「イノシシ情報」を提供ください
　市内でイノシシの目撃情報が寄せら
れました。痕跡などを見つけた場合は、
下記までご連絡ください。
 問産業振興課農政班☎73－0089

試験日…11月25日（日）　願書受け付
け…【書面申請】９月７日（金）～10月
９日（火）【電子申請】９月４日（火）～
10月６日（土）　※願書は匝瑳市横芝
光町消防組合消防本部予防課と消防署
で配布。
《受験者講習会》対象…乙種第４類資
格所持者　期日…10月24日（水）　場
所…銚子市市民センター　※受講希望
者は、事前の申し込みが必要です。
 問同課☎72－1916

試験日…平成31年１月12日（土）　申
し込み…９月３日（月）～10月11日
（木）の間に所定の書類を県下水道協
会事務局まで郵送（期限日の消印有
効）　※申込書の配布は同所で10月５
日（金）まで（郵送可）。
◆登録更新はお忘れなく
　資格の有効期限が31年３月31日の人
は、更新手続きが必要です。９月14日
（金）までに手続きをしてください。
問同事務局（千葉市役所下水道経営

課内）☎043－245－6112

９月の有害鳥獣駆除は30日
i

危険物取扱者試験（後期）
i

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験

i

　年金事務所窓口での請求手続きや受
給中の年金についての相談は、混雑緩
和のため事前の予約にご協力ください。
予約専用電話…☎0570－05－4890　受
付時間…月～金曜日（祝日除く）８時
30分～17時15分
 問ねんきんダイヤル☎0570－05－1165

　栗源病院では、女性医師による診療
を行っています。子どもから大人まで
の皮膚疾患（かぶれ、湿疹、水いぼな
ど）に対応していますので、ご相談く
ださい。診療は、毎週火曜日（10時～
11時30分、14時～16時30分）と、第３
土曜日（９時～11時30分）です。キッ
ズスペースなどを備えています。
 問同病院☎0478－70－5121

　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…９月９日（日）９時～16時　場
所…市民ふれあいセンター相談室
問匝瑳市八日市場建築連合組合（鈴木）
 ☎73－1810

　本市と協定を結んだ、高齢者の見守
りや雇用促進などを推進するセブン-
イレブン・ジャパンによる仕事説明会、
相談会です。
日時…９月14日（金）14時～15時30分
場所…市民ふれあいセンター　対象
…おおむね60歳以上の人（年齢上限な
し）　定員…30人程度（申し込み順）　
※事前に下記まで申し込み。
 問産業振興課商工観光室☎73－0089

年金事務所での相談は
事前にご予約ください

i

栗源病院「女性医師による
皮膚科診療」

i

建築無料相談会
催

シニア向けの仕事説明会
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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