
　デイサービス利用者や施設入所など
による作品展です。
会場・期間…①八日市場公民館・１月
24日（火）～29日（日）②山田特別養護
老人ホーム（香取市）・１月31日（火）
～２月６日（月）③九十九里ホーム病
院・２月７日（火）～13日（月）④松丘
園・２月14日（火）～20日（月）⑤聖マー
ガレットホーム・２月21日（火）～27
日（月）⑥瑞穂園・２月28日（火）～３
月６日（月）⑦第二松丘園（横芝光町）・
３月７日（火）～13日（月）⑧日向の里
（山武市）・３月14日（火）～20日（月）
※時間はいずれも９時～17時。展示内
容は各会場共通です。
問第二松丘園デイサービスセンター
 ☎84－3969

　千葉県動物愛護センター（富里市御
料709番地１）では、次の動物愛護事
業を実施します。
◆一般譲渡会
　センターで保護した成犬・成猫を譲
渡します。受付時間に直接お越しくだ
さい。
開催日…１月26日（木）、２月９日（木）、
２月26日（日）、３月９日（木）　受付時
間…13時～13時30分　※費用は無料で
す。
◆飼い主さがしの会
　犬・猫のほしい人、あげたい人との
出会いの場です。事前に下記へ予約し
て、お越しください。
開催日…１月14日（土）、２月11日（土）、
３月11日（土）　受付時間…【欲しい人】
９時～９時30分【あげたい人】９時30分
～10時　※費用は無料です。
 問同センター0476－93－5711

九十九里ホーム作品展
第24回ふれあいギャラリー

動物愛護センター
動物愛護事業

◆飯高特別支援学校
日時…２月２日（木）10時～13時30分
場所…ふれあいパーク八日市場　販売
製品…手すきはがき、カレンダー、巾
着、織り製品などや季節の野菜
 問同校教頭・渡辺☎70－5001
◆八日市場特別支援学校「きらら市」
日時…２月２日（木）・３日（金）の両
日10時30分～15時　場所…ショッピン
グセンターサンモール（旭市）　販売
製品…木工製品、手すき和紙製品、藍
染め製品、織り製品、陶芸製品など
 問同校高等部・作田☎72－2777
◆銚子特別支援学校「銚特フェア」
日時…２月７日（火）10時～16時　場
所…イオンモール銚子店（銚子市）　
販売製品…和紙製品、藍染め製品、草
木染め製品、陶芸製品、花苗など　※
この他、生徒の作品展示もあります。
 問同校・矢﨑、福岡☎0479－22－0243

日時…１月15日（日）【昼の部】13時開演
【夜の部】18時開演（開場は各開演の30
分前）　場所…成東文化会館のぎくプ
ラザ（山武市）　入場料…前売券300円・
当日券350円（のぎくプラザで販売）
 問同校・阿部☎0475－82－3171

　ピアサポート（仲間同士の支え合
い）を体験する講座です。
日時…１月31日（火）13時30分～15時
30分　場所…訪問看護ステーションソ
フィアさわやかホール（旭市）　参加
費…無料　申し込み…事前に下記まで
問海匝健康福祉センター（海匝保健

所）☎0479－22－0206

特別支援学校
作業学習製品販売会

成東高校吹奏楽部
チャリティコンサート

海匝地域こころの健康
ピアサポート講座

対象…仲間づくり、生きがいづくり、
社会参加に興味がある、県内在住の原
則60歳以上の人　募集内容…【健康・
生活学部】70人（週１回登校、２年制、
年額15,400円）【造形学部園芸コース】
70人（週１回登校、１年制、年額27,700
円）【造形学部陶芸コース】25人（週２回
登校、１年制、年額55,500円）　受付期
間…１月４日（水）～２月28日（火）
 問同学園☎0479－25－2035

募 集
県生涯大学校東総学園
平成29年４月入学生

１月31日（火）は
市県民税　第４期
国民健康保険税　第８期
後期高齢者医療保険料　第７期
介護保険料　第８期 の
納付期限（口座振替日）です。

　新年は３日（火）から営業を開始し
ます。３日のみ15時までの営業で、４
日（水）からは通常営業です。

　パーク恒例の無料のたこ作り大会。
終了後はたこをプレゼントします。
日時…１月15日（日）10時から受け付
け開始　定員…20人（申し込み順）

　１月３日（火）はおいしい甘酒を用
意して、ご来場をお待ちしています。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

新春たこ作り大会

税税とと保険料保険料

週末は何かがある！週末は何かがある！
ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

１号広告１号広告

広報そうさ H 29. 1. 1 22



問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先

情報情報
アラカルトアラカルトÀ la carte

Information

　労働力調査は、国の経済政策や雇用
対策などの基礎資料を得ることを目的
とした重要な調査で、総務省が毎月公
表する「完全失業率」はこの調査を基
に発表しています。
　今月から４月にかけて飯塚の一部の
地域を対象に調査を行います。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伺いますので、調
査へのご理解とご協力をお願いします。
問県総合企画部統計課
 ☎043－223－2220

　千葉県の特定最低賃金が平成28年12
月25日に、次の通り改正されました。

調味料製造業 868円

鉄鋼業 915円

はん用機械器具、生産用機械器具
製造業 884円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具
製造業

887円

計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具・理化学機械器具製
造業、医療用機械器具・医療用品
製造業、光学機械器具、レンズ製
造業、時計・同部分品製造業、眼
鏡製造業

869円

各種商品小売業 848円

自動車（新車）小売業 880円

問千葉労働局労働基準部賃金室
 ☎043－221－2328

労働力調査にご協力を

千葉県特定最低賃金の改正

　健康づくりの取り組みでたまった
「匝瑳市健康マイレージ」のポイント
交換期間は１月31日（火）までです。
　100ポイント以上たまった人は、忘
れずに記念品を受け取りましょう。
◆受け取りに必要なもの
①100ポイント以上たまったチャレン
ジシート②運転免許証などの本人確認
ができるもの
 問健康管理課☎73－1200

　市では、市税などの滞納を解消する
ために、法律に基づいて滞納処分によ
り差し押さえた財産の公売を予定して
います。
◆公売時期と公売財産
時期…２月上旬　場所…匝瑳市役所内
公売財産…市内の山林など
◆公売のしおり
　公売財産の詳細について記載した
「公売のしおり」は、１月中旬から市
役所と野栄総合支所で閲覧できます。
　入札参加希望者は下記へお問い合わ
せください。詳細については、市ホー
ムページの「公売情報」のページをご
覧ください。
 問税務課納税推進室☎73－0087

　110番は、社会の安全を守る緊急の
電話です。多くの電話が一度に入ると、
緊急性のある電話が繋がりません。
　相談などの場合は千葉県警察本部相
談サポートコーナー（短縮ダイヤル♯
9110）または匝瑳警察署（☎72－0110）
へ連絡してください。
 問匝瑳警察署地域課☎72－0110

匝瑳市健康マイレージ
ポイント交換は１月末まで

滞納処分した財産の
不動産公売

緊急時にご使用を
１月10日は「110番の日」

　毎週日曜日、市役所南側駐車場で行
われる日曜朝市では、１月８日の初売
で、日頃のご愛顧に感謝し購入者に素
敵なプレゼントを差し上げます。
時間…７時30分～（30分程度）
 問産業振興課農政班☎73－0089

　消費者トラブルから高齢者や障がい
のある人を守るための、成年後見制度
についての講演と地域による見守り体
制づくりに関する意見交換会です。
日時…１月24日（火）13時30分～15時
30分　場所…市民ふれあいセンター　
対象…一般市民、民生委員・児童委員、
ケアマネジャー、介護事業者など　定
員…100人（申し込み順）　参加費…無
料
問一般社団法人コスモス成年後見サ

ポートセンター千葉県支部・星野
 ☎0476－29－0735

　原則55歳以上の人を対象にした、
キャリアデザインや多様な働き方の現
状などについての再就職セミナーです。
日時…１月27日（金）10時～12時30分
場所…市民ふれあいセンター　定員…
30人（申し込み順）
問産業振興課商工観光室☎73－0089

日時…１月29日（日）９時50分開演　
場所…市民ふれあいセンター　主催…
歌謡愛好会、凰泉流萠乃会
 問同会・實川☎73－4836

催 し
日曜朝市お客様感謝サービス

消費者トラブルと成年後見制度の
講演会・意見交換会

シニア向け
キャリアデザインセミナー

二元会 新春華舞台
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フラダンス匝瑳市クラス 生徒募集中!!フラダンス匝瑳市クラス 生徒募集中!!

☎090-5343-9481／73-2098　（飯倉台9-27 市村）

ケイキ（子供）クラス／親子クラス
成人初心者クラス

成人タヒチアンクラス
成人経験者クラス

グレイシャスクラス（主に60代以上）
成人経験者クラス

月曜日

火曜日

木曜日

16:50 ～ 17:40
20:00 ～ 21:15

19:20 ～ 19:50
20:00 ～ 21:15

11:15 ～ 12:30
13:00 ～ 14:15

Ａスタジオ（八日市場ドーム横 大和家具２階） 及び
みるくほうる（カインズホームとセブンイレブンの間を入ってすぐ）

練習日練習日

場　所場　所

お問い合わせ先 市村（レイ・アヴァプヒ・カウアケア・ミエ）
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