
農園名…①ふれあい農園飯塚②ふれあ
い農園のさか　募集区画数…①４区画
②60区画（１区画当たり30㎡）　貸付
期間…平成30年３月末まで（更新可）
使用料…年間使用料（①3,000円②
6,000円）の月割り　付属施設…散水栓、
農具、倉庫、休憩所、草置き場
 問産業振興課農政班☎73－0089

募集職種・採用予定人数…一般行政職
上級・１人程度　受験資格…同企業団
に１時間以内で通勤可能な人で、①昭
和62年４月２日～平成８年４月１日生
まれの人（学歴不問）、または②８年
４月２日以降生まれの大卒者（見込み
含む）　申し込み…12月７日（木）～21
日（木）の間に申込書などを提出（郵送
の場合、期限日の消印有効）　※受験
案内は11月６日（月）から交付。郵送
希望者は下記までご連絡ください。
《１次試験の実施》試験日…30年１月
21日（日）　内容…択一式一般教養、
択一式専門（大卒程度）
 問同企業団総務班☎73－3171

募集人数…２人　派遣先…アメリカ、
オーストラリア、ニュージーランド、
ヨーロッパ、カナダ、東南アジア、イ
ンド、ペルー　派遣期間…平成30年７
月下旬～８月下旬　応募資格…出発時
年齢16歳～21歳の人（ヨーロッパは17
歳～21歳、オーストラリアは21歳以上
の女性）　費用…滞在中の生活費はク
ラブ負担、派遣先への渡航費は自己負
担　申し込み…11月６日（月）までに
下記まで　※11月19日（日）開催の選
考会への出席が必須です。
問八日市場ライオンズクラブＹＣ

Ｅ委員長・柏熊☎67－3125

市民農園 利用者

八匝水道企業団 職員

ライオンズクラブ 海外派遣学生

　以前は“歯
し

槽
そう

膿
のう

漏
ろう

”“抜け歯”とも言
われた「歯周病」。歯周病にかかると
かむ機能が衰えてしまう他、全身の病
気を引き起こす一因となります。
　今年の講座では、角

つの

田
だ

正健先生（東
京歯科大学千葉病院臨床教授）を招い
て、「歯周病と全身疾患について」を
テーマに解説していただきます。
日時…11月26日（日）10時～　場所…
市民ふれあいセンター　※入場無料。
来場者にはプレゼントがあります。
 問同会・小西歯科医院☎74－0014

日時…①11月７日（火）・29日（水）の
両日13時30分～　場所…訪問看護ス
テーション・ソフィア（旭市）　※参
加無料。事前に下記まで申し込み
問海匝健康福祉センター（保健所）

 ☎0479－22－0206

募集人数…３人　雇用期間…平成30年
３月末まで（更新有り）　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

間取りなど…２ＤＫ・家賃月額6,700
円～　募集戸数…４戸　募集期間…11
月１日（水）～15日（水）の土・日曜日、
祝日を除く８時30分～17時　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／同課　※入居
資格などはお問い合わせください。

問都市整備課管理班☎73－0091

し そうのうろう

香取匝瑳歯科医師会
市民公開講座

精神障がい者ピアサポート講座

募 集
給食センター 臨時調理員

市営住宅（いいぐら団地）入居者

◆推薦
受付期間…12月１日（金）まで（期限
日必着）　試験日…平成30年１月６日
（土）～８日（月）のいずれか１日　受
験資格…15歳以上17歳未満の男子。中
卒（見込み含む）で成績優秀かつ生徒
会活動に顕著な実績を収め、学校長が
推薦できる人
◆一般
受付期間…30年１月９日（火）まで（期
限日必着）　試験日…１月20日（土）　
受験資格…15歳以上17歳未満の男子。
中卒（見込み含む）
※年齢はいずれも30年４月１日現在
問自衛隊成田地域事務所

 ☎0476－22－6275

対象…県内在住の原則60歳以上の人　
募集学部・募集人数…①健康・生活学
部・70人②造形学部園芸コース・70人
③造形学部陶芸コース・25人　受付期
間…11月10日（金）～12月28日（木）
 問同学園☎0479－25－2035

陸上自衛隊高等工科学校 生徒

生涯大学校東総学園４月入学生

11月30日（木）は
国民健康保険税 第６期
後期高齢者医療保険料 第５期
介護保険料 第６期 の
納付期限（口座振替日）です。

　個人事業税第２期分の納期限は、11
月30日（木）です。納付書は11月中旬に
送付します。お早めに最寄りの金融機
関などで納めてください。納税には口
座振替の利用が便利です。
 問旭県税事務所☎62－0772

税税とと保険料保険料

個人事業税の納付お忘れ
なく

ス
マ
ホ
で
広
報
紙
が
読
め
ま
す
。
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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
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アラカルトアラカルトÀ la carte

Information

　11月は「児童虐待防止推進月間」で
す。虐待には、①身体的虐待②性的虐
待③ネグレクト（育児放棄・怠慢）④
心理的虐待があり、これらは社会全体
で解決すべき問題です。
　虐待を受けたと思われる子どもを見
掛けたとき、自身が出産や子育てに悩
んだときなどはご相談ください。地域
で子どもを守りましょう。
◆相談窓口
・児童相談所全国共通ダイヤル☎189
・福祉課子育て支援班☎73－0096

　毎年11月15日から翌年２月15日まで
の間は狩猟が解禁され、山野や海岸
などの区域（規制区域や人家のある場
所などを除く）で、狩猟が行われます。
危険防止のため、狩猟区域周辺では次
の点に注意してください。
　また、狩猟者はマナーを守り、安全
な狩猟に努めてください。
◆狩猟期間に注意すること
①山道を歩いたり、山林・田畑で作業
したりする場合は、目立つ服装で、ラ
ジオを流すなどして自分の存在を周囲
に知らせましょう。②山道を歩く場合
は単独行動を避け、歩道から外れたり、
やぶに入ったりしないようにしましょ
う。③山歩きや遠足などに行くときは、
目的地や行程に狩猟場所が含まれてい
ないかを事前に確認しましょう。
問県環境生活部自然保護課
 ☎043－223－297

虐待から子どもを守ろう

狩猟期間が始まります

　昭和56年５月31日以前に建築の木造
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
た住宅を現在の基準まで向上させる耐
震改修工事を行う場合に、設計・工
事監理費用の３分の２（上限10万円）、
工事費用の３分の２（上限60万円）を
補助します。　※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

　11月は「動物による危害防止対策強
化月間」です。マナーとルールを守り、
動物による事故や迷惑を防ぎましょう。
◆気を付けること
①犬を飼う場合は、事故を起こさない
ようなしつけ、飼い方をすることが重
要です。②犬が人をかむ「咬

こう

傷
しょう

事故」
が起きてしまった場合は、速やかに保
健所へ届け出しましょう。③猫は屋内
で飼いましょう。ふん尿や鳴き声によ
る迷惑を防止でき、感染症などの危険
から猫や人を守ることができます。④
ペットがいなくなったらすぐに探し、
保健所や警察、動物愛護センターに届
け出しましょう。⑤動物は責任を持っ
て最後まで面倒を見ましょう。
問八日市場地域保健センター（保健所）
☎72－1281、県動物愛護センター☎
0476－93－5711

日時…11月３日（金）９時～17時　場所
…市民ふれあいセンター　※入場無料
 問同会・岡田☎73－2532

木造住宅の耐震診断・改修の
費用の助成

動物の飼育は適正に

催 し
第28回ひばり会チャリティー発表会

日時…11月５日（日）10時～12時　場
所…のさか図書館２階学習室　演題…
「心と体と地域の健康」　講師…野

ところ

老真
理子さん（大里綜合管理株式会社代表
取締役）　入場料…無料　主催…健康
で長寿をめざす市民の会
 問同会・勝又☎090－2942－8448

日時…11月11日（土）９時25分～14時
20分　場所…同校　内容…発表や体験、
作業学習製品の展示・販売など
 問同校☎72－2777

日時…11月14日（火）・15日（水）の両
日９時30分～15時30分　場所…同校　
お願い…①駐車場は体育館前駐車場を
利用してください。②スリッパを持参
の上、必ず生徒昇降口で受け付けをし
てください。
 問同校教頭・宇野☎72－1375
け

　家庭排水の浄化設備として水環境
の保全に大きな役割を担う浄化槽に関
して、講演や水質測定実習を行います。
この講習会はどなたでも参加できます。
日時…11月18日（土）10時～12時　場所
…市民ふれあいセンター　定員…50人
程度　参加費…無料　※申し込み不要
問県環境生活部水質保全課☎043－223
－3813、環境生活課環境班☎73－0088

日時…11月11日（土）13時～16時　場
所…幕張メッセ国際会議場（千葉市）
※参加無料。事前申し込み不要
問千葉県福祉人材センター
 ☎043－222－1294

健康と長寿をめざす講演会

八日市場特別支援学校
創立30周年記念「きらら祭」

八日市場第二中学校 学校公開

け浄化槽講習会

福祉のしごと就職フェア・inちば

■
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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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