
応募方法…応募者が飼育する犬・猫の
写真３枚（サイズはＬ判）の裏面全て
に①住所②氏名③電話番号を記載し、
しつけなど適正飼育についてのコメン
ト（400字原稿用紙１枚以内）を添えて
下記まで　応募資格…県内在住者（プ
ロ、アマ、年齢不問）　募集期間…８
月20日（日）まで（消印有効）
※原則作品は返却しません。
問公益財団法人千葉県動物保護管理

協会☎043－214－7814（〒260－0001　
千葉市中央区都町463番地３）

◆一般曹候補生（①）
応募資格…18歳以上27歳未満の人　試
験日…９月16日（土）・17日（日）のう
ち指定する１日
◆航空学生〈パイロット〉（②）
応募資格…18歳以上23歳未満の人　試
験日…９月18日（月）
◆自衛官候補生（③）
応募資格…18歳以上27歳未満の人　試
験日…受付時にお知らせ
※①②の受付期間は９月８日（金）ま
でで、③は通年受け付けです。年齢は
いずれも平成30年４月１日現在です。
問自衛隊成田地域事務所

 ☎0476－22－6275

　テレビやインターネットで、心理
学・福祉・経済・歴史・文学・情報・
自然科学など、幅広い分野を学べます。
　資料などは下記へ請求してください。
ホームページでも受け付けています。
出願期間…９月20日（水）まで
問放送大学千葉学習センター

 ☎043－298－4367

「わが家の犬・猫写真コン
クール」作品

自衛官（一般曹候補生・航
空学生・自衛官候補生）

放送大学平成29年度10月生

日時…８月20日（日）14時～16時　場
所…旭中央病院しおさいホール（旭
市）　対象…教育・医療・保健福祉関
係者や幼児・小中高生の保護者など　
内容…尾藤陽子氏（アスペルガー症候
群を経験している当事者）を招いた発
達障がいに関する講演　費用…500円
問こどもネットワーク東総事務局（旭
中央病院神経精神科内）・菊池、池田
 ☎63－8111（代表）

◆募集職種と採用予定人数
一般行政職上級…４人程度　一般行政
職初級（身体障がい者対象）…１人　
技術職（土木）上級…１人　技術職（建
築）上級…１人　保育士職…３人　幼
稚園教諭職…１人　保健師職…１人
※受付期間は８月７日（月）までです。
 問総務課人事班☎73－0084

間取りなど…２ＤＫ・家賃6,700円～
募集戸数…４戸　募集期間…８月15
日（火）までの８時30分～17時（土・日
曜日、祝日を除く）　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
 問都市整備課管理班☎73－0091

期日…10月４日（水）　場所…レイン
ボーヒルズカントリークラブ（銚子
市）　プレーフィ…6,300円（食事、ワ
ンドリンク付き）　参加費…3,000円　
定員…200人（申し込み順）
問市ゴルフ協会・石田

 ☎090－8040－9969

こどもネットワーク東総講演会

募 集
来春採用の市職員

市営住宅（いいぐら団地）入居者

市民ゴルフ大会参加者

　年金についての自身の考えなどをつ
づったエッセイを募集します。
応募資格…中学生以上　締め切り…９
月４日（月）※消印有効
※入賞作品は日本年金機構ホームペー
ジ、刊行物へ掲載。詳細は同機構ホー
ムページをご覧ください。
問同機構サービス推進部

 ☎03－5344－1100

「わたしと年金」エッセイ

８月31日（木）は
市県民税　第２期
国民健康保険税　第３期
後期高齢者医療保険料　第２期
介護保険料　第３期 の
納付期限（口座振替日）です。

税税とと保険料保険料

■　個人事業税の納付　■
第１期の納期限は、８月31日（木）です。
納税には便利な口座振替が利用できます。

問旭県税事務所☎62－0772

北方領土は日本固有の領土です

８月は「北方領土返還運動全国強調月間」

広報キャラクター「エリカちゃん」
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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。

は

あなたの外出をサポートいたします‼
介護タクシーひかり安心 安全

１号広告
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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

　農作物被害を防止するため、市内
全域で有害鳥獣駆除を実施しています。
８月の一斉駆除日は20日です。
【箱わなを設置しています】被害に対
して、小型箱わなの設置をしています。
詳細はお問い合わせください。
【情報提供のお願い】イノシシによる被
害が発生しています。痕跡を目撃した
場合は下記まで連絡してください。防
止には適切な農地管理が必要です。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　日本の就業・不就業の実態を明らか
にするため、就業構造基本調査を実施
します。
　８月末から「調査員証」を携行した
調査員が対象世帯を訪問しますので、
回答へのご協力をお願いします。パソ
コンやスマートフォンを使って、より
便利に簡単に回答することも可能です。
 問企画課企画調整班☎73－0081

　千葉県統計協会から2018年版県民手
帳が発行されます。購入を希望する人
は、下記までお申し込みください。
価格…１冊500円（税込）　サイズ…縦
145mm×横85mm　色…紺または黄
申込期限…８月18日（金）※お渡しは
10月上旬です（市役所２階企画課。代
金引換）。期限後は、市内書店などで
お求めください。
 問企画課企画調整班☎73－0081

20日は有害鳥獣一斉駆除

就業構造基本調査にご協力を

県民手帳の予約受け付け

　お盆には、供え物などを河川などに
流す“棚流し”の風習が残っています。
　供え物などを放置すると生活環境を
悪化させる原因となるので、各自が責
任を持って回収（処理）してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　市は、米寿（数え88歳）を迎える人と、
満95歳、99歳および100歳以上の人に
記念品を贈り、長寿をお祝いします。
　今年度は、８月中旬から９月にかけ
て、順次、対象世帯を訪問します。
　なお、申し込みの必要はありません。
 問高齢者支援課支援班☎73－0033

　中学校卒業程度の学力があるかどう
かを認定するために国が行う試験です。
合格者には高等学校の入学資格が与え
られます。詳細は、下記までお問い合
わせください。
受付期間…８月21日（月）～９月８
日（金）　試験日…10月26日（木）　
試験科目…国語、社会、数学、理科、
英語
 問学校教育課学務班☎73－0094

講習日…10月４日（水）※午前は給油
取扱所、午後は一般取扱所　対象…甲
種、乙種または丙種危険物取扱者免状
所持者で、製造所などで危険物取扱作
業に従事している人（同作業に従事し
ていなくても受講可能）　場所…銚子
市青少年文化会館　申し込み…８月21
日（月）～25日（金）の間に、申請書を
下記まで持参または郵送（申請書は同
所で配布）　
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72－1916

“お盆の供物”忘れずに回収を

長寿の祝福に記念品を贈呈

中学校卒業程度認定試験

危険物取扱者保安講習

　水道メーターは、計量法で有効期限
が８年と定められており、期限を迎え
るものは新しいものに交換します。
　交換作業は、８月20日（日）～10月
20日（金）の期間、１カ所当たり20分
程度の断水を伴って行います。
　該当者には「水道メーター交換のお
知らせ」のはがきを郵送します。
 問八匝水道企業団業務班☎73－3171

日時…８月19日（土）10時開演　場所
…野栄総合支所２階大ホール　上映
作品…『日本のむかしばなし』『フラ
ンダースの犬』　対象…子どもとその
保護者（小学校３年生以下は保護者同
伴）　費用…無料
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

日時…８月10日（木）13時～15時　場
所…市民ふれあいセンター　内容…療
育や子育てに関する意見交換など　費
用…無料　主催…香取海匝地域療育シ
ステムづくり検討会　※希望者は事前
に下記まで申し込み（無料の保育サー
ビスあり）
問同会（ロザリオ発達支援センター

内）☎60－0625

日時…８月20日（日）10時～12時（雨
天実施）　場所…そうさ観光物産セン
ター匝りの里　費用…無料　内容…
ゲームコーナー、手作りクラフトコー
ナー、水ヨーヨーなど
問ガールスカウト第98団・宇野☎090
－4724－0577、匝りの里☎85－5051

水道メーターを交換します

催 し
子ども映画会

療育や子育てのミニ勉強会

ガールスカウトの祭典
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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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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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