
　銚子連絡道路「山武市～銚子市」全
線の早期完成を目指し、地区大会を開
催します。
日時…５月23日（火）14時～16時　場
所…いいおかユートピアセンター（旭
市）　講演…【講師】北川正恭氏（元三
重県知事。早稲田大学マニフェスト研
究所顧問）【演
題】「地方創生
にどう取り組む
か」　主催…山
武・東総地域広
域幹線道路網整
備促進期成同盟
会
問東総地区広域市町村圏事務組合
 ☎62－3305

　本市と協定を結び、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、多様な働き
方についての説明会です。
日時…５月23日（火）10時～11時30分
場所…市民ふれあいセンター２階視聴
覚室　内容…仕事説明会、相談会　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（当日申し
込み可）
問産業振興課商工観光室☎73－0089

日時…６月７日（水）・８日（木）９時
20分～12時（受け付け９時～）　場所
…同校（銚子市）　内容…学校施設と
授業の公開　※参加希望者は事前に下
記まで連絡

問同校☎0479－22－0243

第19回銚子連絡道路整備
促進地区大会

シニア向け仕事説明会

県立銚子特別支援学校
第１回学校公開

間取りなど…２ＤＫ・家賃月額6,700
円～　募集戸数…４戸　募集期間…５
月１日（月）～17日（水）の８時30分～
17時（土・日曜日、祝日除く）　応募
書類配布場所／提出場所…市役所３階
都市整備課、野栄総合支所／都市整備
課　※入居資格などの詳細はお問い合
わせください。
 問都市整備課管理班☎73－0091

日時…５月13日（土）９時～12時　※
雨天中止　場所…八日市場小学校グラ
ウンド
問生涯学習課スポーツ振興班
 ☎73－0097

　県指定名勝「仁右衛門島」（鴨川市）
散策や潮だまりの生き物を観察します。
期日…５月27日（土）（小雨実施。生涯
学習センター前に６時50分集合）　対
象…小学生以上の親子や家族（５年生
以上は個人参加可能。成人のみの参
加はできません）　定員…45人（申し
込み順）　参加費…１人1,000円（同
島観覧料など）　申し込み…５月９日
（火）～12日（金）の間に下記まで
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

期間…５月27日～７月29日の毎週土曜
日９時～11時（全10回）　場所…八日
市場第一中学校弓道場　対象…中学生
以上の初心者　参加費…120円　※運
動のできる服装で参加してください。
問匝瑳市弓道協会・鈴木
 ☎090－9324－5028

募 集
市営住宅（いいぐら団地）入居者

ラグビー体験教室 参加者

第２回自然観察会 参加者

弓道体験教室 参加者

期間…６月６日～平成30年２月27日の
間の火曜日18時50分～20時50分（全27
回）　場所…市民ふれあいセンター　
定員…20人　募集期間…５月1日（月）
～20日（土）　受講料…無料（別途テキ
スト代など8,220円の負担あり）
問福祉課障害福祉班☎73－0096、千葉
聴覚障害者センター☎043－308－6373

手話奉仕員養成講座 受講生

　５月５日（金）・こどもの日
は、小学生以下のお友だちに
ミニソフトクリームをプレゼ
ントします（先着200人。１人１回限り）。

　５月14日（日）・母の日は、日々の
感謝を込めて、店内で1,000円以上お
買い上げのお母さまに花苗をプレゼン
トします（先着300人）。

　ふれあいパークでは、採れたて野菜
の他、植木園にはツツジをはじめとし
た季節の花々を取りそろえています。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

こどもの日プレゼント

母の日プレゼント

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

　５月上旬に県自動車税事務所から
納税通知書が送付されます。最寄り
の金融機関やコンビニなどで納めて
ください。納期限まではインターネッ
トを利用したクレジットカード納付
が可能です。

問旭県税事務所☎62－0772

自動車税の納期限は
５月31日（水）です

講演を行う北川正恭氏
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。☎0479-84-1914

リクライニング
車椅子対応車輌
リクライニング
車椅子対応車輌

〒289-1721 横芝光町谷中1778 （関自旅二第799号）

ひかり介護タクシー介護タクシー

ご予約・お問合せはコチラ！ 

お気軽にご連絡ください！

お1人様でももちろん車椅子1台、
付添いの方2名様までご利用できます。
介護福祉士がご相談に伺います。
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Information

　匝瑳市の入札に参加するには、入札
参加資格者名簿への登録が必要です。
　平成28・29年度入札参加資格の随時
申請は、「ちば電子調達システム」から
受け付けています。同システムホーム
ページから申請を行った後、申請書類
を下記へ提出してください（市役所窓
口では受け付けできません）。
申請書類の提出先…〒260－0855千葉
市中央区市場町１番１号千葉県庁南庁
舎２階「千葉県電子自治体共同運営協
議会（共同受付窓口）」
※市の名簿への登録は、申請が受理さ
れ、審査が完了した日の翌月以降です。
 問財政課管財班☎73－0085

　緑の募金は、公共用地への植樹など
に役立てられる他、被災地域の森林整
備、緑化推進を通じた復旧・復興支援
も実施されます。
　次の通り募金運動を行いますので、
ご協力をお願いします。
募金目標額…１戸当たり50円程度　取
扱先…ちばみどり農業協同組合の市内
各支店　締切日…５月31日（水）
《匝瑳市の昨年度実績》本市では昨年
度、総額682,434円の募金が寄せられ、
公益社団法人千葉県緑化推進委員会か
らの還元に基づいて「八日市場小学校
みどりの少年団育成事業」「飯塚沼農
村公園植樹事業」に活用されました。
 問産業振興課農政班☎73－0089

競争入札参加資格審査
申請（随時）の受け付け

「緑の募金」運動にご協力を

日時…５月14日（日）14時～16時　場
所…市役所北側駐車場、野栄総合支所
北側駐車場　手数料（１匹当たり）…
新たに登録する犬6,500円、登録済み
の犬3,500円　注意事項…①会場には
必ず犬を抑えられる人が連れて来てく
ださい。②犬の具合によっては、注射
を受けられない場合があります。③事
前に手数料を準備してください。④ふ
んは飼い主の責任で持ち帰ってくださ
い。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　市では、地震に強いまちづくりを推
進するため、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
補助します。
　また、診断の結果、耐震強度不足と
なった住宅を、現在の耐震基準まで向
上させるための改修工事を行う場合に、
設計・工事監理費用の３分の２（同10
万円）、工事費用の３分の２（同60万
円）を補助します。
　なお、いずれも診断・着工前に申請
が必要です。
 問都市整備課管理班☎73－0091

　経済産業省では、製造業を営む事業
所を対象にその活動実態を明らかにす
るため、平成29年６月１日現在で「工
業統計調査」を実施します。
　調査結果は、行政施策の基礎資料、
企業・大学などでの研究資料、学校授
業の教材などとして広く活用されます。
　対象事業所へは５月中旬から６月に
かけて調査員が「調査員証」を携行して
伺いますので、ご協力をお願いします。
 問企画課企画調整班☎73－0081

犬の登録と狂犬病予防注射

木造住宅の耐震診断・改修補助

工業統計調査にご協力を

試験日…７月26日（水）　試験場所…
幕張メッセ国際展示場（千葉市）　受
け付け…５月16日（火）～18日（木）に
海匝健康福祉センター（海匝保健所）
へ願書持参（時間は各日10時～16時）
※願書は、同センターの他、八日市場
地域保健センターでも配布しています。
問八日市場地域保健センター
 ☎72－1281

日時…５月11日（木）18時30分～　場
所…市民ふれあいセンター２階会議室
問匝瑳市野球協会・増田
 ☎090－4137－6298

　八日市場公民館主催の「バラ教室」
の受講生による展示会です。
期間…５月12日（金）～14日（日）　場
所…八日市場公民館ロビー
 問同館☎72－0735

　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…５月14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

　丹精込めて育てられた数多くのサツ
キが並びます。
期間…５月26日（金）～28日（日）　場
所…八日市場公民館ロビー　主催…匝
瑳市観光協会
 問産業振興課商工観光室☎73－0089

千葉県調理師試験

市民野球大会組み合わせ抽選会

催 し
第２回公民館バラ教室展示会

建築無料相談会

第42回八日市場さつき展示会
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八日市場ホ５０５・126号バイパス沿い
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営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～

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～

気軽に楽しんで頂けるようミニで御用意いたしました。
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気軽に楽しんで頂けるようミニで御用意いたしました。
２名様より ・ １日１０食限定 ・ ３０００円＋税

１号広告

自動ドアも検診が必要です !
ドアに挟まれそうになった？
タッチ式に変えたい？

全メーカー ・ 扉 ・ 鍵
サッシ 等対応します

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

匝瑳市長谷3600

自動ドア施工1級
技能士が伺います

変な音がする？
検知器の反応が悪い？

☎ 0479（72）5551

１号広告
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