
◆八日市場第二中学校
日時…６月13日（火）９時30分～12時
20分、14日（水）11時30分～15時10分
お願い…①体育館駐車場を利用してく
ださい。②スリッパ持参の上、受け付
けをしてください。　※問い合わせは
同校教頭・宇野（☎72－1375）まで。
◆八日市場特別支援学校
日時…６月14日（水）・16日（金）９時
15分～11時45分（14日は企業や福祉関
係者向け、16日は一般や学校関係者向
け）　※５日（月）までに、氏名・所属
などを電話かファクスで、同校教頭・
榊原（☎72－2777、FAX73－6008）ま
で申し込んでください。
◆飯高特別支援学校
日時…６月23日（金）９時30分～11時
30分　※12日（月）までに、氏名・所
属などを電話かファクスで、同校教頭・
渡邉（☎70－5001、FAX70－5123）ま
で申し込んでください。

要件…原則20歳以上で、秘密の保護に
関し信頼のおける人、選挙関係者およ
び警察・税務事務に直接関係のない人、
暴力団員その他の反社会勢力に該当し
ない人　業務内容…打ち合わせ会への
出席、調査票の配布・回収および整理・
提出（調査範囲は調査員の居住地区ま
たは近隣地区）　身分など…調査期間
中は非常勤の公務員。活動の対価とし
て国の算定基準（調査件数など）によ
る報酬あり　平成29年度の調査…就
業構造基本調査（基準日は10月１日）、
住宅・土地統計調査単位区設定（基準
日は30年２月１日）
 問企画課企画調整班☎73－0081

学校公開

募 集
統計調査員

日時…６月10日（土）10時～14時　※
荒天中止　場所…旭文化の杜公園（旭
市）　内容…「やってみよう！地域の
『おしごと！』」をテーマに、車両乗車
や制服着用などの体験を通じて、子ど
もたちにさまざまな職業を紹介。匝瑳
市・銚子市・旭市のご当地キャラクター
が集合するショーや特産品の販売
 問海匝地域振興事務所☎62－0261

日時…６月18日（日）10時～12時　場
所…香取市高萩福祉センター　内容…
①香取海匝地域の障がい者団体・サー
クルの紹介②車椅子バスケットボール
チームの講演・実技など　参加費…無
料　主催…香取海匝地域リハビリテー
ション広域支援センター
問九十九里ホーム病院作業療法士・木
内☎72－1131

期間…６月27日（火）～７月２日（日）
時間…９時～17時（27日は12時から、
２日は14時まで）　場所…八日市場公
民館市民ギャラリー　入場料…無料
 問同会・江波戸☎73－6120

日時…７月15日（土）10時～17時（９時
30分受け付け）　場所…市民ふれあい
センター２階視聴覚室　内容…①災害
についての知識と災害時の赤十字防災
ボランティアの活動②災害非常食の試
食③救急法基礎講習（ＡＥＤを使った
心肺蘇生法講習など）　参加費…無料
（③の受講には別途教材費）　申し込み
…同月13日（木）までに下記まで（当日
会場での直接申し込み可）
 問福祉課社会福祉班☎73－0096

さんさん☀フェスタ 2017
（県民の日海匝地域行事）

和希楽会全体集会

第15回写遊写真展

赤十字防災ボランティア説明会

活動日…①６月24日（土）②８月26日
（土）③11月11日（土）※１回のみの参
加可　対象…高校生以上で、知的障が
いのある児童・生徒に関わるボラン
ティア活動に関心のある人　内容…同
校在学生の親子余暇活動や文化祭など
での支援　申し込み…各活動日の２週
間前（③は９月末）までに下記まで
 問同校☎72－2777

八日市場特別支援学校
ボランティア会員

６月30日（金）は
市県民税　第１期
国民健康保険税　第１期
介護保険料　第１期 の
納付期限（口座振替日）です。

税税とと保険料保険料

　６月18日（日）・父の日は、店内で
1,000円以上お買い上げのお父さま
にプレゼントがあります（先着300人。
時間は９時から）。

　季節の野菜の植え付け、手入れ、収
穫を体験できます。昼食は地元食材を
使った料理でおもてなしをします。
実施スケジュール…３回（６月、７
月、10月予定）　参加費…１区画に付
き3,000円（全３回分。１人２区画まで。
全20区画）　申し込み…下記まで直接、
または電話、ファクス（70－5181）で
申し込み
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

父の日プレゼント

農業体験の参加者募集

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
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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。

は

あなたの外出をサポートいたします‼
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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

　私有地からの樹木や竹の張り出しな
どで通行の妨げになっている道路や歩
道が見受けられますので、伐採などに
ご協力ください。
　道路への樹木や竹の張り出しなどが
原因で通行車両や歩行者に事故などが
発生した場合、土地の所有者や使用者
が責任を問われる場合があります。
問市道については建設課管理用地班☎
73－0092、国道・県道については海匝
土木事務所管理課☎72－1101

　市内約280の加盟店で現金と同様に
使用できる「匝瑳共通商品券」を、お
得な内容で販売します。
日時…６月11日（日）９時～　※完売
次第終了　場所…匝瑳市商工会館お
よび野栄総合支所　内容…１セット
11,000円分の商品券を10,000円で販売。
販売数は1,300セットで、１人３セッ
トまで購入可
 問匝瑳市商工会☎72－2528

　過激派は、善良な市民を装ってア
パートやマンションなどを借り上げて
アジトとして潜伏し、指名手配犯人を
かくまったり、爆弾などの危険なもの
を製造したりしています。
　少しでも「変だな」「おかしいな」と
思ったら、最寄りの駐在所または警察
署へ連絡してください。
 問匝瑳警察署☎72－0110

道路上の樹木などの伐採

お得な共通商品券を販売

過激派アジト発見にご協力を

　農作物被害の防止に、10月末まで市
内で有害鳥獣駆除を実施しています。
　６月の一斉駆除日は18日（日）です
（時間は日の出～日没）。駆除の際は、
腕章を付けた匝瑳猟友会員が、人や家
屋などに万全の注意を払い実施します。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　公益財団法人土屋文化財団では、県
内で医学、文化、スポーツ活動を行
う団体や個人に、助成金（１件当たり
100万円以内）を支給します。
　申請期間は８月１日（火）までです。
詳しくはお問い合わせください。
 問同財団☎047－364－3689

期日…８月24日（木）・25日（金）※２
日間講習　場所…いいおかユートピ
アセンター（旭市）　申し込み…７月
24日（月）・25日（火）の間に、所定の
申込用紙（日本防火・防災協会ホーム
ページからダウンロードするか消防署
に備え付け）を利用
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72－1916

《狩猟免許試験》期日…６月24日（土）
～平成30年２月４日（日）の間で全８
回　場所…県射撃場ほか
《狩猟免許更新の適性試験・講習》期
日…７月７日（金）※海匝地域対象　
場所…県立東部図書館（旭市）
※受付期間などは試験日ごとに設定。
詳細は県ホームページで確認、または
下記までお問い合わせください。
問海匝地域振興事務所地域環境保全課
 ☎64－2825

有害鳥獣駆除を実施

文化振興活動に助成金

甲種防火管理新規講習

狩猟免許試験、狩猟免許更新の
適性試験・講習

期日…10月８日（日）　申し込み…６
月30日（金）までに、申込書を県社会
福祉協議会事務局へ簡易書留で郵送
（消印有効）　※申込書は、市役所１階
高齢者支援課、市社会福祉協議会事務
局などで配布しています。
問県社会福祉協議会☎043－204－1610

　産業界での自主的な労働災害防止活
動を推進し、広く一般の安全意識の高
揚と安全活動の定着を図るため、毎
年７月１日～７日の間は「全国安全週
間」として取り組まれています。
　「組織で進める安全管理　みんなで
取り組む安全活動　未来へつなげよう
安全文化」をスローガンに、労働災害
の減少を図りましょう。
問銚子労働基準監督署☎0479－22－8100

日時…６月10日（土）13時30分～　場
所…特別養護老人ホーム松丘園　内容
…【テーマ】楽しく食べて健康に!!～健
康長寿ではつらつと～【講師】キュー
ピー株式会社ＣＳＲ部・飛田昌男氏　
定員…60人（申し込み順）
問九十九里ホーム在宅介護支援セン

ター☎73－2115

期間…６月16日（金）～７月１日（土）
場所…八日市場図書館（月曜日休館）
内容…海匝地区の小・中学校で使用す
る教科書や一般図書の展示
問北総教育事務所海匝分室☎62－2554

介護支援専門員実務研修
受講試験

労災防止「全国安全週間」

催 し
九十九里ホーム
いきいきシニア講座

学校教科書の一般展示
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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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