
白秀会九十九里民謡民舞発表会

ウォーキング参加者

エアポートマーケット 空市

農業経営体育成セミナー参加者

日時…４月３日（日）９時～ 17時　場
所…市民ふれあいセンター　ゲスト…
横川裕子さん　入場料…無料
 問同会・土屋☎72－5020

　匝瑳市文化団体協議会の日舞七社中
による舞踊発表会です。
日時…４月10日（日）10時～ 16時30分
ごろ　場所…市民ふれあいセンター　
入場料…無料
 問そうさ舞踊会・小川☎67－3039

　「ピアサポート」は、仲間同士の支
え合いです。病気や障がいのある人や、
その家族で、思いを分かち合ったり学
んだりしてひとときを過ごします。
日時…毎月第２火曜日①10時～12時（通
称「しゃべり場」）②13時30分～15時30分
（通称「家族のつどい」）　場所…八日
市場公民館第２講座室　対象…①精神
科に通院している人や引きこもりの人
など②精神障がいを持つ人の家族　内
容…ミーティング、学習など
問聖マーガレットホーム☎74－3457、
海匝健康福祉センター☎0479－22－
0206、福祉課障害福祉班☎73－0096

日時…４月23日（土）９時開場、10時
開演　場所…千葉県東総文化会館大
ホール（旭市）　内容…「平和・人権・
労働・環境・共生」をテーマとして、
式典、アトラクション、お楽しみ抽選
会を実施　入場料…無料
問連合千葉東総・香取地域協議会海匝
地区連絡会事務局☎63－5255

　「AIRPORT MARKET 空市～ soraichi
～」は、成田国際空港で、空港周辺市
町の特産品販売を行うイベントです。
人気キャラクターや地元芸能人による
ショー、豪華賞品が当たる抽選会も実
施します。
日時…４月23日（土）10時～ 15時　場
所…成田国際空港第２旅客ターミナル
ビル前中央広場（成田市）
問成田国際空港振興協会
 ☎0476－34－6393

　海匝農業事務所では、就農した青年
農業者を対象に農業経営体育成セミ
ナーを実施しています。海匝地域の同
世代の仲間を作る交流の場でもある、
セミナーの参加者を募集します。
内容…３年課程で、施肥の方法や効果
的な病害虫防除方法などの農業の基礎
技術を学びます。また、地域の農業概
況視察、農業経営方法の学習を行いま
す（年10回前後のカリキュラム予定）。
費用…無料（実費負担の場合あり）
問海匝農業事務所改良普及課
 ☎62－0334（旭市ニ1997番地１）

　ＪＲ八日市場駅からのさか花の広場
（生涯学習センター前）までの往復約
12㎞を歩きます。
日時…４月17日（日）９時～ 14時30分
ごろ　場所…ＪＲ八日市場駅集合・解
散　費用… 300円　持参品…弁当、飲
み物、レジャーシート　※事前申し込
みはありません。
問東総歩こう会八日市場支部・押尾
 ☎090－3080－8151

募 集

第４回チャリティー
そうさ舞踊会発表会

精神障がい者とその家族の
ためのピアサポート

第87回メーデー
～海匝地域の祭典～

千葉県交通安全推進隊

匝瑳オープンテニス大会参加者

日時…５月22日（日）８時～　場所…
東総運動場テニスコート（旭市）　種
目…男子ダブルス、女子ダブルス　募
集組数…各20組（受け付け順）　費用
…１組2,000円　主催…匝瑳市テニス
協会　申し込み・問い合わせ…５月８
日（日）までにメールで、同協会・太
田へ（tennisboy555@docomo.ne.jp）

募集期間…４月１日（金）～ 15日（金）
採用予定数…【男性Ａ（大学既卒者ま
たは卒業見込者）】210人程度、【女性Ａ
（同）】40人程度、【男性Ｂ（高校既卒者
または専門学校生など）】30人程度、
【女性Ｂ（同）】10人程度
 　問匝瑳警察署☎72－0110

　県では、通学路で街頭指導などのボ
ランティア活動を行う「千葉県交通安
全推進隊」を募集します。
応募要件…小学校区を単位に月１回以
上の活動ができ、原則２人以上で次の
要件を満たす人で構成されたグループ。
①平成12年４月１日以前生まれの人②
県内に居住または勤務・通学している
人　任期…平成28年９月１日～ 31年
８月31日（３年間）　応募方法…所定
の応募用紙に必要事項を記入し郵送
（ファックス可）、またはホームページ
（http://www.pref.chiba.lg.jp/seiko
uan/）の応募フォームで送信してく
ださい。　応募用紙配布場所…市役所
環境生活課、匝瑳警察署、海匝地域振
興事務所　募集期間…４月６日（水）
～５月31日（火）必着
　問県生活安全課☎043－223－2263、
FAX043－221－2969、〒260－8667（住
所省略可）

平成28年度千葉県警察官
（第１回）
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冠婚葬祭には
地元の貸衣裳をご利用下さい

－創業50年の信頼－

匝瑳市八日市場イ66－1（代表・鈴木千恵子）

ビューティーライフ

（旧：鈴木衣裳）ソフィア
☎0479－72－0828
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宝くじの収益金は身近な
街づくりに役立っています

旭中央病院 皮膚科・整形外科・
眼科 初診時は「紹介状」が必要

「クロルピクリン剤」散布時は
十分な注意を

「年金生活者等支援臨時
福祉給付金」を支給します

祝日の可燃ごみ収集の日程

「飼料用米」で安定収入を

育英資金の貸し付け

　市では、経済的理由などにより修学
が困難な高校生以上の学生に対し、育
英資金の貸し付けを行っています。
　受付期間は４月１日（金）～５月13
日（金）です。詳しくは市ホームペー
ジまたは下記へお問い合わせください。
 問学校教育課学務班☎73－0094

　総合病院国保旭中央病院は、地域の
医療機関と連携しながら診療を行って
います。原則として、初診時にはかか
りつけ医からの紹介状を持参してくだ
さい。なお、皮膚科・整形外科・眼科
では、初診の受け付けは紹介状をお持
ちの患者さんのみとさせていただいて
います（皮膚科・整形外科は旭市民を
除く）。病院の機能分担にご理解、ご
協力をお願いします。
 問同病院☎63－8111

　市では、「サマージャンボ宝くじ」と
「オータムジャンボ宝くじ」の収益金
の配分を、千葉県市町村振興協会から
受けています。平成27年度はこれらの
収益金を、子ども医療費助成事業の財
源に活用しました。収益金は都道府県
別の販売実績額などにより配分されま
すので、宝くじの購入は千葉県内の売
り場でお願いします。
 問財政課財政班☎73－0085

　平成28年度（28年４月～ 29年３月）
の次の祝日は、可燃ごみの収集を行い
ます。
収集する祝日…５月３日（火）・５日
（木）、７月18日（月）、８月11日（木）、
９月19日（月）・22日（木）、10月10日
（月）、11月３日（木）、12月23日（金）、
１月９日（月）、３月20日（月）
 問環境生活課環境班☎73－0088

　米（主食用米）の消費減少や過剰作
付けなどが米価下落の要因となります。
稲作農家の皆さんは、飼料用米に取り
組むことで主食用米の需給改善を図り、
安定収入を確保しましょう。
◆飼料用米取り組みのメリット
①飼料工場や畜産農家などに大きな需
要があります。②水はけの悪い水田で
も作ることができます。③既存の機械
や施設をそのまま使うことができます。
④国や県の支援が受けられ、安定した
収入が確保できます。⑤主食用品種で
も飼料用米に取り組むことができます。
問産業振興課農政班☎73－0089、県生
産振興課☎043－223－2980

　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、日頃のご愛
顧に感謝し、４月３日は花苗のサービ
スを、17日は「春の感謝祭」を開催し
豚汁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
していますので、ぜひご来場ください。
時間…７時30分～（30分程度）
※４月17日から７時開始になります。
 問産業振興課農政班☎73－0089

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

催 し

　平成27年度の臨時福祉給付金支給対
象者（平成27年１月１日時点で匝瑳市
に住民登録があり、27年度分市民税均
等割が非課税の人）で、昭和27年４月
１日以前生まれの人に対して、１人に
付き３万円の給付金を支給します。
　対象者には、４月下旬に申請書を送
付しますので、同封の案内に従って申
請してください。
　なお、自身を扶養している人が課税
されている場合や、生活保護制度の被
保護者となっている場合などは対象外
になります。また、申請先は平成27年
１月１日時点で住民登録のあった市区
町村になります。
※課税状況に関する電話での問い合わ
せに対しては、本人確認ができないた
め回答しません。
問福祉課社会福祉班☎73－0096、野栄
総合支所☎67－3111

　農薬に使用されるクロルピクリンは
強い催涙性、粘膜刺激性を有し、劇物
に指定されています。また、ガス化し
た気体は空気より重いために地表面に
滞留します。使用方法を誤ると人畜や
植物に大きな被害が発生する恐れがあ
ります。クロルピクリン剤などの土壌
くん蒸剤を使用する場合は、次の事項
を守って安全に使用してください。
遵守事項…①農薬の容器に表示された
注意事項などに従い、マスクなどの防
護装備の着用、施用直後のビニールな
どによる被覆などを確実に実施する。
②使用場所、周辺の状況に十分配慮し
て防除を行う。③空き容器の処理は、
周辺の状況に十分に配慮し適切に行う。
 問産業振興課農政班☎73－0089

♪ 旭センター 同時募集中 ♪ 

２号広告

♪ 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 

日曜朝市お客様感謝サービス
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