
　親子で船釣りを楽しみます。
期日…８月６日（日）※13時に飯岡漁
港集合　対象…市内在住・在学・在勤
の小学校３年生以上の親子（祖父母と
お孫さんも可）　定員…40人（申し込
み順）　参加費…4,000円（乗船料、仕
掛け１組、保険代含む。貸し竿希望
者は別途500円）　申し込み…７月４
日（火）～25日（火）の間に下記まで　
※参加費納入時に資料をお渡しします。
納入後にキャンセルの場合は返金いた
しません（中止の場合は保険料を差し
引いた額を返金）。
問生涯学習課スポーツ振興班

 ☎73－0097

　大豆作りを通して、自然の恵みや食
の大切さを楽しみながら学びます。昼
食は季節のごはんを味わいます。
期日…７月25日（火）※９時30分に八
日市場公民館集合　内容…大豆畑の手
伝いやみそ蔵などの見学　対象…小学
生以上（小学校４年生以下は保護者同
伴）　定員…30人（申し込み順）　参加
費…1,000円（昼食代など）　持ち物…
飲み物、帽子、タオル　申し込み…21
日（金）までに下記まで
 問産業振興課農政班☎73－0089

募集人数…一般行政職（初級）１人　
受験資格…平成５年４月２日～12年４
月１日生まれの人で、学歴不問　受付
期間…７月24日（月）～８月７日（月）
試験日・会場…９月17日（日）・県立
東金高等学校（東金市）　※山武郡市
職員合同採用試験により実施します。
 問同企業団総務課☎0475－54－0631

親子チャレンジフィッシング
参加者

食育体験教室「自然のめぐみ
まるごと体験」 参加者

九十九里地域水道企業団職員

　永遠の平和を祈り、八日市場駅前
の「平和の像」にささげる折り鶴（＝写
真）を募集します。
　折り鶴は50羽ずつ（7.5cm角の折り
紙の場合）、丈夫な糸を使って下部か
ら鶴が抜け落ちないように束ねた状態
にして、７月24日（月）までに市役所
２階総務課または野栄総合支所へお持
ちください。
　折り鶴は、８月１
日（火）～15日（火）
の間、同所にささげ
た後、広島平和記念
公園と長崎原爆資料
館に献納します。
 問総務課庶務班☎73－0084

　生き物とふれあいながら自然環境に
ついて学びます。
期日…７月29日（土）※雨天順延　場
所…【ビオトープ】横芝光町原方【水田
見学】同町新井、市内木積　対象…小
学校３～６年生　定員…50人（申し込
み順）　参加費…無料　主催…一般社
団法人八日市場青年会議所　
問同会議所・廣瀬☎090－3549－7829

日時…８月８日（火）10時～12時30分
場所…県生涯大学校東総学園（銚子
市）　対象…小学生とその保護者　定
員…28人（申し込み順）　参加費…１
人に付き500円（材料費など）　申し込
み…14日（金）までに電話（10時～16
時）で下記まで
問同学園「夏休み親子陶芸教室」係

 ☎0479－25－2035

募 集
平和の像にささげる「千羽鶴」

ホタル復活隊 第８期生

夏休み親子陶芸教室 参加者

募集人数…【男性Ａ（大卒者または卒
業見込み者）】20人程度【女性Ａ（同）】
10人程度【男性Ｂ（高卒者または専門
学校生など）】180人程度【女性Ｂ（同）】
35人程度　募集期間…７月４日（火）
～８月10日（木）　
 問匝瑳警察署☎72－0110

テーマ…健康づくりに関すること（食
生活・運動・睡眠・歯磨き・禁煙など）
対象…県内在住または就学中の小学生
以下　締め切り…９月８日（金）必着
※詳細は千葉県国民健康保険団体連合
会ホームページで確認してください。
 問同連合会事業課☎043－254－7355

千葉県警察官（第２回）

健康づくり絵画コンテスト作品

７月31日（月）は
固定資産税 第２期
国民健康保険税 第２期
後期高齢者医療保険料 第１期
介護保険料 第２期 の
納付期限（口座振替日）です。

税税とと保険料保険料

　雅楽演奏やピアダンスの発表、ふじ
のみささんの歌謡ショー、九十九里会
（野手囃

はや し

子連）による囃子演奏が行わ
れます。金魚すくいや出店など、夏の
催し物も盛りだくさんです。
日時…７月16日（日）17時～20時30分

問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

パークでわっしょい!!
夏祭り

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‼
りりかりタクシーひひか介護タタタクククシシー介 か介 かりか介 か介介 ひかり介 かりりりりりりり介護タクシーひかり安心 安全
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Information

　農地に建物を建てたり、資材置き場
や駐車場にしたりするなど、農地を農
地以外の用途に転用する場合（一時的
利用も含む）は、農地法に基づく知事
の許可が必要です。転用事業をしよう
とするときは、事前に農業委員会へ許
可の申請をしてください。
　許可を受けずに農地を農地以外の用
途に使用した場合は違反転用となり、
違反者には厳しい措置が取られます。
※農地法の罰則として、３年以下の懲
役または300万円以下の罰金（法人は
１億円以下の罰金）が科されます。
 問農業委員会事務局☎73－0090

　市内で、ドラム缶などによるごみの
野焼き（野外焼却）をする家庭が見ら
れます。野焼きは煙や悪臭に加え、有
害物質であるダイオキシン類の発生原
因となるため、法律により原則禁止さ
れています。火災の原因にもなるので、
家庭からのごみはごみステーションに
出して、適切に処分しましょう。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　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。
　７月の一斉駆除日は30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

農地は無断転用できません

野焼きはダメ

７月の鳥獣駆除日は30日

　千葉交通株式会社とジェイアールバ
ス関東株式会社が共同運行する高速バ
ス「匝瑳・東京線」が増発となりました。
　増発分は、上り１便（17時６分匝
瑳市役所発）と、下り２便（10時10分、
22時20分東京駅発）です。より便利に
なった高速バスをご利用ください。
問千葉交通㈱成田営業所
 ☎0476－22－0783

　「サマージャンボ宝くじ」の発売期間
は７月18日（火）～８月10日（木）です
（「サマージャンボミニ１億円」「サマー
ジャンボプチ100万円」も同時発売）。
　この宝くじの収益金は市町村のまち
づくりに使われ、都道府県別販売実績
による県配分がありますので、県内の
売り場でお買い求めください。
問千葉県市町村振興協会
 ☎043－311－4162

期間…７月４日（火）～９日（日）　時
間…10時～18時（４日は13時から、９
日は16時まで）　場所…八日市場公民
館市民ギャラリー　内容…匝瑳高等学
校美術部出身者による絵画、彫刻、工
芸、デザインの展示
 問同会事務局・太田☎72－3503

期間…７月26日（水）～８月２日（水）
時間…９時～17時（26日は12時から、
２日は16時まで）　場所…八日市場公
民館市民ギャラリー（月曜日休館）
 問同会・岡田☎73－2532

高速バス「匝瑳・東京線」増発

サマージャンボ宝くじ
お買い求めは県内で

催 し
第16回匝美会展

第６回「写遊」女性会員写真展

日時…７月12日（水）・26日（水）の10
時30分～12時　場所…市民ふれあいセ
ンター　定員…20人（申し込み順）　
持ち物…タオル、飲料水、上履き　主
催…公益社団法人日本３Ｂ体操協会　
※事前に下記まで申し込み（当日可）
の上、動ける服装でお越しください。
 問同協会・本吉☎080－6684－6460

期間…７月30日（日）まで　場所…松山
庭園美術館（金・土・日曜日、祝日開館）
内容…全国の猫好き芸術家の絵画・彫
刻・工芸・写真など350点を展示　入
館料…800円（小・中学生は400円）
 問同館☎79－0091

日時…７月４日（火）10時～15時　場
所…イオンモール銚子イルカの広場
（銚子市）　内容…同校高等部の作業学
習製品（和紙製品、花苗など）の販売
 問同校・蓑輪、矢﨑☎0479－22－0243

日時…７月８日（土）14時～　場所…
県東総文化会館小ホール（旭市）　内
容…相続税の疑問を公認会計士・税理
士が事例を用いて解説。講演後は相談
会を実施　入場料…無料
 問税理士法人木村会計☎63－1111

日時…７月22日（土）13時～16時（相談
は１人40分程度）　場所…旭市民会館
（旭市）　内容…離婚に伴う養育費問題
に関する無料相談会　申し込み…事前
に下記まで（託児サービス有り）
問一般財団法人千葉県母子寡婦福

祉連合会事務局☎043－222－5818

「３Ｂ体操」無料体験会

猫ねこ展覧会2017

県立銚子特別支援学校
「銚特フェア」

相続税に関する講演会・相談会

養育費等の無料相談
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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～

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。
２名様より ・ １日１０食限定 ・ ３０００円＋税
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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
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