
市営住宅（いいぐら団地）入居者

予備自衛官補（一般・技能）

　オストメイト（人工肛門・人工ぼう
こう造設者）向けに、補装具の展示・
相談の他、講習と演習を行います。
日時…２月13日（土）13時～ 16時　場
所…ミレニアムセンター佐倉（佐倉
市）講習と演習…「ストーマケアにお
けるトラブル時の対処方法と予防法」
参加費…無料
問千葉県オストミー協会
 ☎043－309－7571

日時…２月21日（日）【昼の部】13時開
演【夜の部】18時開演（開場は各開演
30分前）　場所…成東文化会館のぎく
プラザ（山武市）　入場料…前売券300
円・当日券350円（のぎくプラザで販
売）
 問同校・内田☎0475－82－3171

　県主催の、森林所有者や木材搬出作
業・伐採作業を行う人を対象とした研
修会です。
日時…３月２日（水）10時～15時　場所
…長柄町公民館（長柄町）他　内容…
①講演「支障木・危険木伐採作業の安
全対策」（講師：安全管理指導専門家・
木村正敏氏）②見学「支障木・危険木
伐採の実演」（講師：一般社団法人もり
びと）　定員… 40人（受け付け順）　申
し込み…２月26日（金）までに下記まで
参加費…無料　持参品……作業用の
服・靴、軍手、ヘルメット、筆記用具
※講演終了後、現地森林内で実演を見
学します（雨天時は同館内で実施）。
　問千葉県北部林業事務所
 ☎0475－82－3121

日時…２月２日（火）10時～ 16時　場
所…イオンモール銚子店内イルカの広
場・C１入口（銚子市）　内容…作業学
習製品の販売、児童生徒の絵画の展示
問同校高等部・加藤☎0479－22－0243

間取りなど…２ＤＫ・家賃月額6,700
円～　募集戸数…３戸　募集期間…２
月１日（月）～ 15日（月）８時30分～
17時（土・日・祝日除く）　応募書類
配布場所…市役所３階都市整備課、野
栄総合支所　応募書類提出場所…都市
整備課　※入居資格などの詳細は、下
記までお問い合わせください。
 問都市整備課管理班☎73－0091

資格…【一般】18歳以上34歳未満の人
【技能】18歳以上で国家資格などを有
する人（資格により53歳未満～ 55歳未
満）※いずれも平成28年４月１日現在
受付期間…【第１回】１月８日（金）～
４月８日（金）【第２回】７月１日（金）
～９月16日（金）※いずれも締切日必
着。第１回で採用予定数に達した場合、
第２回は実施しないことがあります。
試験日…【第１回】４月15日（金）～
19日（火）のうち指定する１日【第２
回】９月30日（金）～ 10月３日（月）の
うち指定する１日　待遇・その他…階
級は指定しない。教育訓練召集手当日
額は7,900円。所定の教育訓練終了後、
予備自衛官として任用。詳細はお問い
合わせください。
　問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

募 集

県立銚子特別支援学校
作品展示・販売会「銚特フェア」

支障木・危険木伐採に
ついて知る研修会

第６回オストメイト
社会適応訓練講習会

成東高校吹奏楽部
チャリティコンサート

千葉県生涯大学校東総学園
平成28年４月入学生（２次）

対象…県内在住の55歳以上の人（卒業
生も応募可）　募集学部…①地域活動
学部（週１回登校、２年制、年額15,400
円）②造形学部園芸コース（週１回登校、
１年制、年額27,700円）③造形学部陶
芸コース（週２回登校、１年制、年額
55,500円）　受付期間…２月５日（金）
～ 29日（月）
 　問同学園☎0479－25－2035

ベーコン薫製作り体験

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！

　簡単にできるベーコンの薫製作りを
体験できます。
日時…２月21日（日）10時～　定員…
20人（受け付け順）　申し込み… 12日
（金）までにふれあいパークまで　参加
費…1,000円　持参品…軍手、エプロン、
三角巾、ベーコン持ち帰り用容器

問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

２月29日（月）は
市県民税　随時１期
国民健康保険税　第９期
後期高齢者医療保険料　第８期
介護保険料　第９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

ベ
ー
コ
ン
作
り
に
挑
戦
！
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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
学校体育施設の
開放利用申し込み

危険ドラッグは「持たない！
買わない！使わない！」

滞納処分した財産の
不動産公売

北朝鮮による拉致被害者
救出運動写真パネル展

千葉県生涯大学校東総学園
陶芸作品展

建築無料相談会

第39回防火ポスター作品展

市民後見推進事業 公開講座

日曜朝市お客様感謝サービス

　平成28年度の学校体育施設開放につ
いて、「利用団体の登録」と「利用許可
申請の受け付け」をします。希望団体
は、次の書類を期限までに提出してく
ださい。なお、申し込みが重なった場
合、希望に添えないことがあります。
提出物…「学校体育施設利用団体登録
申請書」（第１号様式）、「学校体育施設
開放利用許可申請書」（第４号様式）　
申込期限…２月13日（土）
　問生涯学習課スポーツ振興班
 ☎73－0097

　危険ドラッグの使用による深刻な健
康被害が発生しています。危険ドラッ
グは、店舗やインターネットサイトで、
「合法ハーブ」「アロマ」「お香」「バス
ソルト」「フレグランスパウダー」など
と、あたかも安全なもののように
「偽って」販売されています。これら
の製品には麻薬など違法な物質が入っ
ていることもあり、摂取すると意識障
害、嘔吐、けいれん、呼吸困難など有
害な作用を起こすことがあります。
◆薬物の相談機関
①県精神保健福祉センター☎043－263
－3893または八日市場地域保健セン
ター☎72－1281②県警ヤング・テレホ
ン☎0120－783－497③匝瑳警察署☎72
－0110
 問県薬務課☎043－223－2620

　新築・増築・リフォームから手すり
１本の取り付けまで、大工など建築の
専門家が相談に応じます。
日時…２月14日（日）９時～ 16時　場
所…市民ふれあいセンター
問匝瑳市八日市場建築連合組合（玉澤）
 ☎73－4390

期間…２月19日（金）～ 28日（日）　場
所…八日市場公民館市民ギャラリー　
主催…北朝鮮に拉致された人々を救う
そうさの会（救う会そうさ）　共催…
北朝鮮に拉致された人々を救う会千葉
入場料…無料
問救う会そうさ事務局
 ☎090－3532－1082

　匝瑳市横芝光町消防組合主催の防火
ポスター展入選作品を展示します。
期間…３月１日（火）～７日（月）　場
所…生涯学習センターロビー（野田小、
栄小、野栄中の作品）、市民ふれあい
センターロビー（上記以外の小中学校
の作品）　協賛…匝瑳市横芝光町危険
物安全協会
 問同組合消防本部予防課☎72－1916

　「相続と遺言の基礎知識」をテーマ
とした公開講座です。
日時…２月27日（土）13時30分～ 15時30
分（13時受付開始）　場所…ロザリオの
聖母会内「中沢ホール」（旭市）　講師
…公益社団法人成年後見センター・
リーガルサポート千葉県支部長・酒井
伸明氏　定員…60人　入場料…無料
問一般社団法人東総権利擁護ネット
ワーク☎090－7288－9270

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

催 し

　市では、市税などの滞納を解消する
ため、法律に基づいて差し押さえをし
た財産の公売を予定しています。
◆公売時期と公売財産
時期…３月中旬　場所…匝瑳市役所内
公売財産…市内の山林・雑種地など
◆公売のしおり
　公売財産の詳細について記載した
「公売のしおり」は、２月中旬から市
役所と野栄総合支所で閲覧できます。
　入札参加希望者は下記までお問い合
わせください。詳細は、市ホームペー
ジの「公売情報」のページをご覧くだ
さい。
 問税務課納税推進室☎73－0087

　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、日ごろのご
愛顧に感謝し、２月７日に温かい飲み
物のサービスを行います。
　採れたての新鮮な農産物などを用意
してお待ちしていますので、ぜひご来
場ください。
時間…７時30分～（30分程度）
 問産業振興課農政班☎73－0089

　平成27年度陶芸コース・陶芸自主講
座の学生による作品展です。
日時…２月11日（木）～ 17日（水）10
時～ 16時（11日は13時から、17日は12
時まで。15日は休館日）　場所…八日
市場公民館市民ギャラリー　入場料…
無料
 問同学園☎0479－25－2035

♪ 旭センター 同時募集中 ♪ 
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♪ ５月開講 生徒募集中 ♪ 
♪ ３月・４月　体験レッスン受付中（要予約） ♪♪ ３月・４月　体験レッスン受付中（要予約） ♪♪ ３月・４月　体験レッスン受付中（要予約） ♪

♯ おんがくなかよしコース（新年少） ♯ 幼 児 科（新年中・新年長） 

♯ ジュニアスクール 基 礎 （小学生） 

(有)大川楽器店 八日市場センター 
℡ 0479-72-2310 受付時間 14時30分～19時00分 

匝瑳市八日市場イ2383-7 ※水曜・日曜定休 
JR八日市場駅 正面直進・八日市場幼稚園 南側 

おう と
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