
期間…10月１日（日）～８日（日）　時
間…９時～17時（１日は12時から、８
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）
 問志賀☎73－5683

日時…10月１日（日）13時～　場所…
八日市場公民館　内容…基調講演「無
茶々園40年の活動と21世紀型運命共同
体づくり～大地と共に心を耕せ～」（講
師：地域協同組合無茶々園代表・大津
清次氏）、農業・福祉・エネルギーがテー
マの分科会　主催…「2017ちば協同集
会inとうそう」実行委員会　※参加無料
問ＮＰＯ法人ワーカーズコープ東

関東事業本部☎043－308－0620

◆飯高特別支援学校
日時…10月11日（水）９時30分～11時
30分　※９月28日（木）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。
◆銚子特別支援学校
日時…10月４日（水）９時20分～12時　
※事前に電話かファクスで同校教頭・
渡辺（☎0479－22－0243、FAX0479－
25－0551）まで申し込んでください。

募集人数…２人　雇用期間…６か月間
（更新あり）　勤務先…市学校給食セン
ター　勤務時間…平日８時30分～16時
30分
 問同センター☎70－2210

石橋小柿“水墨・工筆画”と
志賀正義“写真”展

ちば協同集会inとうそう

特別支援学校 学校公開

募 集
臨時調理員

期間…９月８日（金）～17日（日）　時
間…９時～17時（８日は12時から、17
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）
 問大木☎73－0448

日時…９月16日（土）14時～　場所…
ケアハウス希望の里　内容…高齢者の
薬剤基礎知識、作用・副作用、薬の取
り扱い、管理方法　定員…50人（申し
込み順）　参加費…無料　主催…社会
福祉法人希望会　※事前に下記まで申
し込んでください。
 問希望の里☎67－5613

　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…９月17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

期間…９月19日（火）～24日（日）　時
間…９時～17時（19日は12時から、24
日は15時まで）　場所…八日市場公民
館市民ギャラリー
 問同会・平山☎090－3508－4601

日時…９月24日（日）10時30分～16時
場所…銚子市青少年文化会館大ホール
内容…香取・海匝地区の小中学校、高
校の吹奏楽部と一般吹奏楽団23団体
の演奏　入場料…300円（小学生以下
無料）　主催…県東部地区吹奏楽連盟、
県吹奏楽連盟
 問東部地区連盟・小川☎63－9897

第８回南隆一の洋画と
その仲間の写真合同展

高齢者のおくすり講座

建築無料相談会

第６回写遊十人展

第31回東部地区吹奏楽祭

　応募資格は、いずれも高卒（卒業見
込み含む）21歳未満の人（平成30年４
月１日現在）。受付期間は必着です。
◆防衛大学校（推薦・総合選抜・前期）
《推薦》受付期間…９月５日（火）～７
日（木）　試験日…９月23日（土）・24
日（日）　《総合選抜》受付期間…９月
５日（火）～７日（木）　１次試験日…
９月23日（土）　《前期》受付期間…９
月５日（火）～29日（金）　１次試験日
…11月４日（土）・５日（日）
◆防衛医科大（医学科・看護学科）
《医学科》受付期間…９月５日（火）～
29日（金）　１次試験日…10月28日
（土）・29日（日）　《看護学科（自衛官
候補）》受付期間…９月５日（火）～29
日（金）　１次試験日…10月14日（土）
問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

防衛大・防衛医科大 学生

10月２日（月）は
固定資産税 第３期
国民健康保険税 第４期
後期高齢者医療保険料 第３期
介護保険料 第４期 の
納付期限（口座振替日）です。

税税とと保険料保険料

　９月９日（土）・10日（日）は、新米の
販売や、おいしい炊き立て新米の試食
会を行います。時間は９時～16時です。

　９月18日（月・敬老の日）は、当日
1,000円以上お買い上げのレシートを
お持ちの70歳以上のお客様にプレゼン
トがあります（先着200人）。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

新米まつり

敬老の日プレゼント

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
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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。
匝瑳市福祉タクシー利用券 使えます。

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

　匝瑳市の入札に参加するには「匝瑳
市建設工事等入札参加業者資格者名
簿」に登録されていることが必要です。
　平成30年４月１日～32年３月31日の
間に行われる入札の参加希望者は、手
続きを行ってください。
対象業務…①建設工事②測量・コンサ
ルタント③物品④委託　受付期間…９
月15日（金）～11月15日（水）※期限日
17時必着　申請方法…「ちば電子調達
システム」から電子申請後、申請書と
「平成30・31年度入札参加資格審査申
請マニュアル」記載の添付書類を共同
受付窓口（千葉県電子自治体共同運営
協議会）へ送付
 問財政課管財班☎73－0085

　10月末まで、市内全域で有害鳥獣駆
除を実施しています。９月の一斉駆除
日は23日（土）です。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。
※被害に対して箱わなの設置をしてい
ます。下記までお問い合わせください。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　市税などの滞納解消のため、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、11月中旬に予定してい
ます。公売財産は市内の農地などです。
 問税務課納税推進室☎73－0087

平成30・31年度入札参加資格
審査申請（当初）の受け付け

23日は有害鳥獣の一斉駆除日

不動産公売を行います

　生涯学習センター多目的ホールの天
井改修工事を10月１日（日）から平成
30年３月末まで行うため、期間中、同
所の利用ができません。調理実習室な
どの施設は、通常通り利用できます。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　公益社団法人千葉県獣医師会による
犬猫の不妊・去勢手術の助成制度です。
助成対象…獣医師会員動物病院で年内
に手術可能な犬・猫約800頭（応募多
数の場合抽選。１世帯当たり１頭まで。
応募前に手術をした場合対象外）　助
成額…助成利用券を使って手術を受
けた際に手術費用から5,000円減額（マ
イクロチップ同時装着の場合さらに
1,000円減額、および抽選時優遇。手
術時に取りやめる場合は当選無効）　
応募方法…所定の応募はがき（獣医師
会員動物病院で配布）を９月20日（水）
～26日（火）の消印が押されるように
投函　※詳細はお問い合わせください。
問同会☎043－232－6980、環境生活課
環境班☎73－0088

期日…11月26日（日）　場所…千葉科
学大学（銚子市）　受付期間…【書面申
請】９月７日（木）～10月23日（月）【電
子申請】９月４日（月）～10月20日（金）
※願書は下記または消防署で配布
◆受験者講習会（乙種第４類対象）
期日…10月20日（金）　場所…いいお
かユートピアセンター（旭市）※受講
には事前に申し込みが必要です。
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72－1916

生涯学習センター多目的ホールを
利用休止します

犬・猫の不妊・去勢手術の一部助成

危険物取扱者試験（後期）

　プレミアム付きでお得な匝瑳共通商
品券を販売します。１セット11,000円
分の商品券が10,000円で購入できます。
日時…９月３日（日）９時～（完売し次
第終了）　場所…匝瑳市商工会館、野
栄総合支所　※販売数は5,500セット
で、１人３セットまでです。
 問市商工会☎72－2528

　９月は「残薬解消強化月間」です。
　飲み忘れなどで残っている薬はどう
していますか。残った薬でお困りの人
は薬局薬剤師へご相談ください。薬剤
師が残薬整理をお手伝いします。飲み
忘れ防止や節薬に活用してください。
問一般社団法人旭匝瑳薬剤師会（大木
薬局中央店）☎60－1324

　市商工会では、中小企業診断士がさ
まざまな経営課題の相談に応じる窓口
を開設しています。相談は無料です。
日時…毎月第１金曜日（平成30年２月
まで）９時～16時（予約優先）　場所…
匝瑳市商工会館　相談員…伊能賢一中
小企業診断士　
 問同会☎72－2528

　市民提案型事業の採択を受けた「健
康で長寿をめざす市民の会」主催で、
健康体操や“体のためになる歩き方”
を実践します。
日時…９月17日、10月８日、12月17日
の各日曜日の８時～９時　場所…野栄
ふれあい公園
 問同会・勝又☎090－2942－8448

お得なプレミアム付き商品券

残った薬の相談は薬局薬剤師へ

「商売繁盛相談窓口」を開設

催 し
健康をめざすウォーキング
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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

１号広告
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