
日時…11月24日（土）９時～16時（随
時）　場所…八日市場第一中学校弓道
場（同校プール南側）　参加費…無料
主催…匝瑳市弓道協会　※運動が出来
る服装でお越しください。
 問同協会・鈴木☎090－9324－5028

日時…12月22日（土）13時30分～　場
所…旭市総合体育館　対象…海匝地
区（匝瑳市、銚子市、旭市）の小学校
４～６年生　内容…ストラックアウト、
スポーツ吹き矢、早回し跳びなどの競
技で合計得点を競う　定員…90人程
度　申し込み…11月20日（火）までに、
電話で下記まで
 問旭市生涯学習課☎55－5727

日時…11月28日（水）13時30分～16時
場所…訪問看護ステーションソフィア
（旭市）　テーマ…助け合う人のネット
ワークをまちにつくろう!!　講師…特
定非営利活動法人こらーるたいとう・
加藤真規子代表　定員…精神障がいの
当事者30人程度（申し込み順）
問八日市場地域保健センター（海匝

保健所）☎72－1281

　市民病院では、来院者や病院職員向
けに院内の食堂を運営していただける
事業者を募集しています。設備概要な

ど、詳しくはお問い
合わせください。
募集期間…11月20日
（火）まで

 問市民病院☎72－1525

弓道体験会
催

海匝地区少年の日
地域のつどい大会

募

精神障がい者
ピアサポート講座

募

匝瑳市民病院食堂運営者
募

日時…11月20日（火）９時30分～15時
30分　お願い…①駐車場は体育館前駐
車場をご利用ください。②スリッパを
持参し、必ず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

日時…11月21日（水）10時～11時30分
場所…生涯学習センター　参加費…
350円（資料代）　持参品…筆記用具、
電卓　申し込み…事前に下記まで　主
催…千葉友の会八日市場方面
 問同会・伊東☎72－0756

期間…11月23日（金）～25日（日）　時
間…９時～17時（25日は15時まで）　
場所…八日市場公民館市民ギャラリー
内容…花や人形、カゴなど粘土工芸作
品の展示（体験あり）
 問田守☎73－4463

　歯と口の状態を整えることは、スポ
ーツでのけがや故障予防、パフォーマ
ンス向上に大きく影響します。オリン
ピック代表候補選手のメディカルチェ
ック事業に長年従事する上野俊明先生
（東京医科歯科大学スポーツ医歯学分
野准教授）を招き、解説いただきます。
日時…11月25日（日）10時～　場所…
市民ふれあいセンター　演題…健

けん

口
こう

ス
ポーツで金メダル！－ワンランク上の
パフォーマンスはお口の健康から－
入場料…無料　主催…香取匝瑳歯科医
師会　※来場プレゼントがあります。
 問同会・小西歯科医院☎74－0014

八日市場第二中学校
学校公開

催

家事家計講習会「予算のあ
る家計簿をつけましょう」

催

クレイクラフト展
催

香取匝瑳歯科医師会公開講座
「健口スポーツで金メダル！」
催

対象…健康、仲間づくり、社会参加に
興味がある県内在住の原則60歳以上の
人　募集区分・人数…健康・生活学部
（２年制）・70人、造形学部園芸まちづ
くりコース（２年制）・35人、造形学
部陶芸コース（１年制）・25人　願書
受付期間…11月９日（金）～12月28日
（金）
 問同学園☎0479－25－2035

▽推薦　受付期間…11月30日（金）ま
で（必着）　試験日…１月５日（土）～
７日（月）のいずれか１日　受験資格
…平成31年４月１日現在で15歳以上17
歳未満の男子。中卒（見込含む）、成
績優秀かつ生徒会活動に顕著な実績を
修め、学校長が推薦できる人

▽ 一般　受付期間…１月７日（月）ま
で（必着）　試験日…１月19日（土）　
受験資格…31年４月１日現在で15歳以
上17歳未満の男子。中卒（見込含む）
問自衛隊成田地域事務所

 ☎0476－22－6275

千葉県生涯大学校東総学園
平成31年４月入学生

募

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

募

11月30日（金）は
・国民健康保険税〔第６期〕
・後期高齢者医療保険料〔第５期〕
・介護保険料〔第６期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

　個人事業税（第２期分）の納期限は、
11月30日（金）です。納付書は11月中
旬に送付します。お早めに最寄りの
金融機関などで納めてください。
 問旭県税事務所☎62－0772

お忘れなく個人事業税の納付

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）

（１月）

実務者研修（12月・１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。
12月 成田・１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

１月 開講予定

１号広告

電話090-6309-8455セブン・サイド・レジデンス
宅建士（大家）稲垣

（干潟駅近 ２DK有）（旭市売ビルオークション）
敷金・礼金・手数料０（ゼロ）キャンペーン

（バイト助手募集中　時給千円～）

　　　 八日市場ロ100　カインズ隣（１階BarJoJo）
　　　　　　1Ｒ/2万円　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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　県では、児童の通学時における安全
確保のため、コンクリートブロック塀
などの点検調査を実施します。
対象…小学校から半径約500ｍ内の
通学路などに面する高さ1.2ｍ超のブ
ロック塀など　実施期間…11月上旬～
来年３月末ごろ　調査方法…点検員
（県・市職員）による敷地外部からの
目視点検（終了後、点検結果のお知ら
せをポストに投かん）
問海匝土木事務所建築宅地課☎72－1172

　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を使
用した廃棄物には、適正保管・期間内
処理が義務付けられています。業務用
や施設用の蛍光灯器具の一部には、Ｐ
ＣＢを使用した安定器が使われており、
その処理期間は使用中のものも含め、
平成35年３月31日までです。
　県では、未処理のＰＣＢ使用安定器
の所在を把握するためのアンケート調
査を実施します。調査対象は、昭和52
年３月以前に建てられた事業用建物の
所有者です。対象者には調査用紙を送
付しますので、ご協力をお願いします。
問県環境生活部廃棄物指導課
 ☎043－223－4344

　国では、住生活全般の実態や居住者
の意向・満足度などを総合的に調査す
る「住生活総合調査」を行います。
　調査は、10月に実施した「住宅・土
地統計調査」（総務省）に回答があった
世帯から対象を抽出し、11月下旬から
調査員が調査票を配布します。
問平成30年住生活総合調査窓口
 ☎03－5253－8111（内線39235）

通学路上のブロック塀の
点検調査を行います

i

ＰＣＢ使用安定器の
掘り起こし調査を行います

i

「住生活総合調査」に
ご協力を

i

　マナーとルールを守り、動物による
事故や迷惑を防ぎましょう。
《気を付けること》①犬を飼う場合は、
事故を起こさないしつけ、飼い方をす
ることが重要です。②飼い犬が人をか
んでしまったら、速やかに保健所へ届
け出ましょう。③猫は屋内で飼いま
しょう。ふん尿や鳴き声による被害防
止の他、感染症などから猫や人を守る
ことができます。④ペットがいなく
なったらすぐ探し、保健所や警察、愛
護センターに届け出ましょう。
問八日市場地域保健センター（海匝保
健所）☎72－1281、県動物愛護センター
☎0476－93－5711

　納付した国民年金保険料は、社会保
険料控除の対象となります。また、自
身の保険料だけでなく、家族の保険料
を納付した場合も控除が受けられます。
　今年１月１日から10月１日までの間
に保険料を納付した人には、11月上旬
に「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」が送付されます。10月２日以
降に今年初めて保険料を納付した人に
は、来年２月上旬に送付予定です。
問ねんきん加入者ダイヤル
 ☎0570－003－004

　八日市場本町通り商店街では、「八
重垣神社祇園祭2019年版カレンダー」
を、各加盟店で11月５日（月）から販
売します。今年の各町内での迫力ある
神
み こ し

輿渡御シーンが満載。価格は１本
1,000円で、限定1,000本です。お早め
にお買い求めください。
 問匝瑳市商工会☎72－2528

11月は「動物による危害
防止対策強化月間」

i

国民年金保険料控除証明書
年末調整や確定申告に必要です

i

限定販売
八重垣神社祇園祭カレンダー

i

　狩猟期間は、毎年11月15日から翌年
２月15日までです。狩猟者はマナーを
守り、安全な狩猟に努めましょう。
　また、野外で活動する人は、目立つ
衣服を着用し、ラジオを携帯するなど
して事故防止の対策を行いましょう。
問県環境生活部自然保護課
 ☎043－223－2972

実施日…平成31年１月24日（木）・25
日（金）※２日間講習　場所…横芝光
町文化会館　定員…150人　受付期間
…11月29日（木）・30日（金）　申し込
み…申込用紙（日本防火・防災協会
ホームページから取得、または消防署
備え付けのもの）を利用
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72－1916

期間…11月２日（金）～４日（日）　時
間…９時～17時（４日は13時まで）　
場所…八日市場公民館市民ギャラリー
 問同会・田守☎73－4463

日時…11月３日（土）９時～17時　場
所…市民ふれあいセンター大ホール
 問同会・岡田☎73－2532

日時…11月10日（土）９時25分～14時
20分　場所…同校　内容…発表やゲー
ム、作業学習製品の展示・販売・体験、
軽食販売など
 問同校☎72－2777

狩猟期間が始まります
i

甲種防火管理新規講習
i

第25回一心会書道作品展
催

第29回ひばり会
チャリティー発表会

催

八日市場特別支援学校
学校祭「きらら祭」

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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