
航空科学博物館イベント

自然から学ぶこども防災キャンプ

　デイサービス利用者や施設入所者な
どによる作品展を各所で開催します。
※展示内容は各会場共通
◆会場・開催期間
八日市場公民館・１月26日（火）～ 31
日（日）、山田特別養護老人ホーム（香
取市）・２月２日（火）～８日（月）、
九十九里ホーム病院・２月９日（火）
～ 15日（月）、松丘園・２月16日（火）
～22日（月）、聖マーガレットホーム・
２月23日（火）～ 29日（月）、瑞穂園・
３月１日（火）～７日（月）、第二松丘
園（横芝光町）・３月８日（火）～ 14日
（月）、日向の里（山武市）・３月15日
（火）～ 21日（月）
問第二松丘園デイサービスセンター
 ☎84－3969

◆八日市場特別支援学校「きらら市」
日時…１月28日（木）、29日（金）の両
日10時30分～ 15時　場所…ショッピ
ングモールサビア（横芝光町）　販売
製品…木工製品、手すき和紙製品、花
苗・培養土など園芸製品、藍染め品、
練り製品、陶芸製品
 問同校高等部☎72－2777
◆飯高特別支援学校
日時…２月４日（木）10時～ 13時30分
場所…ふれあいパーク八日市場　販売
製品…牛乳パックを再利用した手すき
はがき、カレンダーなどの他、バッグ
や巾着、織物など布製品や野菜
 問同校☎70－5001

　ＮＰＯ法人「光と風」が主催する子
ども向け防災教室。第２回の今回は、
田んぼで「早朝の白鳥ウォッチング」
を行います。参加者は事前に申し込み
ください。
日時…１月11日（月）７時～ 10時　場
所…県立東庄県民の森（東庄町）、干
潟八万石　※現地集合・解散　定員…
小学生30人（受け付け順・家族参加
可）　費用…１人500円（教材費、保険
料など含む）　※希望者のみ昼食（バー
ベキュー）代金別途
 問同法人☎57－5769

◆航空アート展
　航空をテーマにしたアート作品を紹
介します。今回は人力飛行機を題材に
写真の展示を行います。
展示期間…１月１日（金）～３月27日
（日）　場所…同博物館２階展示室（芝
山町）　費用…入館料のみ
◆航空無線通信士受験直前対策セミナー
　中学生以上を対象に、予想問題の紹
介と解説を行います。
日時…１月16日（土）、17日（日）　場
所…同博物館１階多目的ホール（芝山
町）　費用…7,000円　申し込み…事前
に電話で下記まで　定員… 30人（受け
付け順）
 問同博物館☎0479－78－0557

　海匝地区をバスで巡る婚活イベント。
匝瑳市に集合し、プチウォークラリー
や旭市内の観光、銚子市内でぬれせん
べい手焼き体験などを行った後、パー
ティーを開催します。
日時…２月６日（土）９時30分～ 17時
対象者… 20歳～ 45歳までの独身者　
※男性は匝瑳市在住者に限る　定員…
男女各５人　※申し込み多数の場合は
抽選　参加の総人数…海匝地区内各団
体の募集者と合同開催で男女各20人
（男女合計20人に満たない場合は開催
しません）　費用…男性4,500円、女性
3,500円　申し込み…１月15日（金）ま
でに、電話またはメール（タイトルに
「バスツアー申込」と記載）で、「郵便
番号、住所、氏名（ふりがな）、性別、
生年月日（年齢）、電話番号」を下記ま
で　※定員に満たない場合は随時受け
付け　共催…匝瑳市、旭市、銚子市、
ＪＡちばみどり、銚子婚活支援プロ
ジェクト、千葉県海匝地域振興事務所
注意事項…抽選結果や行程の詳細など
は、開催日の約10日前までに郵送しま
す。参加決定後、指定日以降にキャン
セルされた場合は、参加費分を負担し
ていただきます。
　問企画課まちづくり戦略室☎73－
0081、　k-senryaku@city.sosa.lg.jp

募 集

九十九里ホーム作品展
第23回ふれあいギャラリー

特別支援学校
作業学習製品販売会 婚活イベント

「バスでめぐる海匝出会いツアー」

旭高等技術専門学校
平成28年度入校生

科目／定員…ＮＣ機械加工科（１年
間）／11人　募集期間…１月21日（木）
まで　応募資格…高等学校を卒業した
人、またはこれと同等以上の学力を有
すると認められるおおむね40歳未満の
人　選考日…２月４日（木）　合格発
表…２月10日（水）　※定員に達しな
かった場合は、追加募集を行います。
詳細はお問い合わせください。
 問同校☎62－2508

たこ揚げ大会

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報ふれあいパ ク情ふれあいパ ク情ふれあいパ ク情

週末は何かがある！週末は何かがある！週末は何かがある！

　新年は３日（日）から営業を開始し
ます。３日のみ15時までの営業で、４
日（月）からは通常営業です（９時か
ら18時まで）。

　パーク恒例のたこ揚げ大会を開催し
ます。たこはパークで用意し、自分で
組み立てる体験もできます。終了後は
たこをプレゼントします。
日時…１月17日（日）10時から受け付
け開始　定員…30人（受け付け順）　費
用…無料
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

１月４日（月）は
後期高齢者医療保険料　第６期
２月１日（月）は
市県民税　第４期
国民健康保険税　第８期
後期高齢者医療保険料　第７期
介護保険料　第８期 の
納付期限（口座振替日）です。

税と保険料税と保険料税と保険料

　広報そうさ12月号に掲載した内容
に誤りがありました。次の通り訂正
して、おわびいたします。
・19ページ「八重垣神社祇園祭フォ
トコンテスト」
入賞者の最優秀賞の氏名
【誤】滑川清（旭市）
【正】滑方清（旭市）

訂正とおわび
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アラカルトアラカルト
Information

À la carteÀ la carte

情報情報情報
市内循環バスのアンケート
調査にご協力ください

千葉県特定最低賃金
最低賃金の改正

銚子労働基準監督署、ハローワーク
銚子の庁舎移転

東総歴史教育者協議会
講演「九十九里の米軍基地」

千葉県動物愛護センター
動物愛護事業

法務局における登記相談の
予約制の開始

のさか幼稚園「豆まき大会」個別労働紛争解決制度

日曜朝市お客様感謝サービス

　市では、より良い市内循環バスの運
行を目指し、市民の皆さんを対象とし
たアンケート調査を実施します。調査
票は１月中旬に発送しますので、アン
ケート対象者はご協力をお願いします。
対象者…市内在住の15歳以上の人から
無作為に選んだ2,000人　アンケート
項目…外出目的、移動手段、市内循環
バスの利用、市内循環バスへのご意見
など
 問環境生活課市民生活班☎73－0088

　千葉県の特定最低賃金が平成27年12
月25日から改正されました。

問千葉労働局労働基準部賃金室
 ☎043－221－2328

　豆まきとお菓子まきを行います。
日時…２月３日（水）10時～　場所…
のさか幼稚園　対象…２～５歳までの
幼児（保護者同伴）　申し込み…１月
26日（火）までに下記まで
 　問同園☎67－4633

日時…２月６日（土）13時50分～ 16時
10分（13時30分受け付け開始）　場所
…市民ふれあいセンター　費用… 500
円（資料代含む、高校生以下無料）　
 問同協議会・野口☎090－4822－9104

　県動物愛護センター（富里市御料
709番地１）では、次の動物愛護事業
を実施します。
◆犬のしつけ方教室（随時予約）
《基礎講座》日時…１月17日（日）、２
月14日（日）、３月12日（土）の各日13
時～ 14時30分　定員…各日30組（受け
付け順）　費用…無料
《実技講座》日時…１月17日（日）、２
月14日（日）、３月12日（土）の各日14
時～ 16時　定員…各日30組（受け付け
順）　費用…3,000円
◆パピークラス（随時予約）
　子犬の正しい飼い方、しつけ方を全
２回の教室で学べます。費用は無料で
す。
開催日…１月23日（土）、２月27日（土）、
３月26日（土）　※時間は応相談
◆一般譲渡会（直接受付時間にお越し
ください）
　センターの成犬・成猫・子猫を無料
譲渡します。同センターへ直接お越し
ください。費用は無料です。
開催日…１月28日（木）、２月25日（木）、
３月９日（水）、26日（土）　受付時間…
13時～13時30分
◆飼い主さがしの会（随時予約制）
　犬猫の欲しい人とあげたい人との出
会いの場です。
開催日…１月17日（日）、２月14日（日）、
３月12日（土）　受付時間…欲しい人９
時～９時30分、あげたい人９時30分～
10時
 　問同センター☎0476－93－5711

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

催 し

　解雇やいじめ・嫌がらせなど、労使
間のトラブルに専門の相談員が電話や
面談で対応。職場のトラブル解決をサ
ポートします。相談は無料です。お気
軽にお電話ください。助言・指導制度、
あっせん制度などの紹介も行います。
・銚子総合労働相談コーナー（銚子労
働基準監督署内）☎0479－22－8100
・千葉駅前総合労働相談コーナー☎
0120－250650（または043－246－4121）
問千葉労働局総務部企画室
 ☎043－221－2303

　銚子労働基準監督署とハローワーク
銚子（銚子公共職業安定所）は、１月
12日（火）から、新たに建設した銚子
労働総合庁舎に移転します。
所在地…銚子市中央町８番地16　連絡
先…銚子労働基準監督署☎0479－22－
8100、ハローワーク銚子☎0479－22－
7406　※電話番号の変更はありません。

　千葉地方法務局匝瑳支局では、２月
１日（月）から、不動産の申請に関す
る相談について、予約制を開始します。
　不動産登記（相続や住宅ローン完済
による抵当権抹消登記など）の申請手
続きに関する相談を希望する人は、事
前に電話などで予約をしてください。
問千葉地方法務局匝瑳支局☎72－0334

　毎週日曜日、市役所南側駐車場で行わ
れている日曜朝市では、１月10日に初売

りを行います。この
日はお客様感謝サー
ビス日で、朝市オリ
ジナル福袋が当たる
「くじ付き赤飯」の無
料配布を行います。
時間…７時30分～
（30分程度）
問産業振興課農政班
 ☎73－0089

１号広告

フリーダイヤル ☎0120－32－2525
携帯電話からは ☎0570－04－2525

レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題

八日市場飯倉店八日市場飯倉店八日市場飯倉店

ヴィッツクラス　レギュラー料金２５２５円

及川石油株式会社 匝瑳市飯倉53－1

レンタカー営業時間
７:00 ～ 19:00

調味料製造業 852円

鉄鋼業 893円

はん用機械器具、生産用機械器
具製造業 869円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

872円

計量器・測定器・分析機器・試
験機・測量機械器具・理化学機
械器具製造業、医療用機械器
具・医療用品製造業、光学機械
器具、レンズ製造業、時計・同
部分品製造業、眼鏡製造業

854円

各種商品小売業 832円

自動車（新車）小売業 865円
千葉県最低賃金（同年10月１日
改正） 817円
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