第14回写遊会写真展

第13回猫ねこ展覧会2016

八日市場特別支援学校
ボランティア会員

写真サークル写遊会の会員各自が

松山庭園美術館での猫がテーマの展

「匝瑳市」から選択したテーマの作品

覧会。６月26日（日）まで開催し、全

対象…高校生以上の人

と自由作品を展示します。

国から応募のあった猫好き芸術家170

校在学生の親子余暇活動、文化祭など

期間…６月10日（金）〜19日（日）９時

人の絵画・彫刻・工芸・写真など約

における活動支援

〜17時（10日 は12時 か ら、19日 は16

300点を展示します。

25日（土）②８月20日（土）③10月15日

時まで） 場所…八日市場公民館市民

開館日・時間…金・土・日曜日、祝

ギャラリー（月曜日休館）

日の10時〜17時

同会・鈴木☎090−1539−7315

入館料…800円（小・
同館☎79−0091

海匝地区で使用されている小・中学
校教科書や特別支援学校用教科書、一

障がい者交流会
和希楽会全体集会
日時…６月12日（日）10時〜12時

日時…６月17日（金）〜７月２日（土）

所…銚子市市民センター

９時〜16時30分

海匝地域の障がい者団体・サークルの

館（月曜日休館）

場

内容…香取

紹介、高齢者・障がい者の旅をサポー

北総教育事務所海匝分室☎62−2554

トする会の講演「私には行きたいとこ

学校公開

ろが、まだ、あります」
九十九里ホーム病院作業療法士・木

◆八日市場第二中学校

内☎72−1131
お

願い…①体育館駐車場を利用してくだ
さい。②スリッパを持参の上、受け付
けで記名をしてください。問い合わせ

同校・佐藤☎72−2777

６月30日（木）は
市県民税 第１期
国民健康保険税 第１期
介護保険料 第１期 の
納付期限（口座振替日）です。

週末は何かがある！

募 集

「父の日」にプレゼント

健康づくり絵画コンテスト作品

当日1,000円以上お買い上げのレシー

は同校教頭・浪川（☎72−1375）まで。

テーマ…健康づくりに関すること（食

◆県立八日市場特別支援学校

生活・運動・睡眠・歯磨き・禁煙など）

日時…６月16日（木）、21日（火）９時

対象…県内在住または就学中の小学生

15分〜11時45分

以下

※16日は一般・幼稚

申し込み

…各活動日の２週間前までに、下記ま

ふれあいパーク情報

日時…６月16日（木）９時30分〜12時20
分、17日（金）11時30分〜15時10分

（土）※１日のみの参加可

税と保険料

般図書を展示します。
場所…八日市場図書

活動日…①６月

でお申し込みください。

中学生400円）

学校教科書の一般展示

活動内容…同

応募規定…①作品は個人作品で

園・保育所・学校関係、21日は企業・

未発表のもの②用紙は４ツ切画用紙を

福祉・施設関係向け

※６日（月）ま

縦長に使用③作品に文字は入れない④

でに、氏名、所属などを電話または

作品裏面に所属学校名、学年、氏名（ふ

ファックスで同校教頭・榊原（☎72−

りがな）を記入

2777、FAX73−6008）までお申し込み

賞。入賞作品は機関誌、ホームページ

ください。

などで発表。作品の版権は千葉県国民

◆飯高特別支援学校

健康保険団体連合会に帰属します。

日時…６月22日（水）９時30分〜11時

締め切り…９月９日（金）必着

30分

※13日（月）までに、氏名、所

問い合わせ先…千葉県国民健康保険団

属などを電話またはファックスで同

体連合会事業課保健事業係（〒263−

校教頭・渡邉（☎70−5001、FAX70−

8566 千葉市稲毛区天台６丁目４番３

5123）までお申し込みください。

号）、☎043−254−7355

１号広告

※応募者全員に参加

提出・

トをお持ちのお父さまに、素敵なプレ
ゼント（先着300人）
。
日時…６月19日（日）９時〜

農業体験の参加募集
季節の野菜の植え付け、手入れ、収
穫を体験できます。昼食は地元食材を
使った料理でおもてなし。
実 施 ス ケ ジュー ル …３回（ ６ 月、８
月、10月予定） 参加費…１区画に付
き3,000円（全３回分で大人２人、子ど
も２人までの食事代含む。１人２区画
まで） 申し込み方法…下記まで直接、
または電話、ファックス（70−5181）で
お申し込みください。
ふれあいパーク八日市場☎70−5080

１号広告
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狩猟免許試験、
免許更新の適性試験・講習
Information

アラカルト

＝問い合わせ先

＝申し込み先

◆平成28年度狩猟免許試験（全７回）
期日…①６月18日（土）②19日（日）③
８月９日（火）④10日（水）⑤11月５日
（土）⑥12月23日（金）⑦３月５日（日）

◆防火管理甲種 新規講習
期日…８月18日（木）、19日（金）※２
日間講習

場所…銚子市市民センター

（銚子市） 定員…150人

受付期間…

７月４日（月）、５日（火）

労働保険の年度更新

※①③⑥⑦は「わな猟免許」に係るも

◆防火管理甲種 再講習

のに限る。

場所…千葉県射撃場（①

期日…９月30日（金） 場所…いいお

労働保険の年度更新手続き期間は７

〜⑥）、南房総市三芳農村環境改善セ

かユートピアセンター（旭市） 受付

月11日（月）までです。平成27年度の

ンター（⑦）

期間…８月24日（水）〜26日（金）

概算保険料を精算する「確定申告」と

◆平成28年度狩猟免許更新の適性試

※両講習とも、所定の申込用紙（日本

28年度の見込み概算保険料を申告して

験・講習

防火・防災協会のホームページからダ

ください。申告と納付は労働基準監督

期日…６月15日（水）〜

場所…千葉

県文化会館（千葉市）ほか

をしてください。

※受付期間などは試験日ごとに設定さ

には口座振替の利用が便利です。
県労働局労働保険徴収課
☎043−221−4317

れています。詳細は千葉県ホームペー
ジを参照のほか、下記へお問い合わせ
ください。
海匝地域振興事務所地域環境保全課
☎64−2825

電波は正しく利用しましょう

ウンロード、または消防本部に備え付
け）でお申し込みください。

署や最寄りの金融機関を通じて手続き
保険料の申請には電子申請が、納付

匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72−1916

千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験
試験日…10月２日（日） 受験資格…

千葉県動物愛護センター
動物愛護事業

医療・保健・福祉分野の有資格者など

しく利用するため啓発活動および不法

県動物愛護センター（富里市御料

※消印有効（簡易書留による郵送受け

無線局の取り締まりを強化します。電

709番地１）では、次の事業を実施し

付けのみ） 申込書配布場所…市町村

波のルールはみんなで守りましょう。

ます。詳細はお問い合わせください。

の介護保険担当課や社会福祉協議会、

◆犬のしつけ方教室（随時予約）

県高齢者福祉課など

６月１日〜10日は「電波利用環境保
護周知啓発強化期間」です。電波を正

《問い合わせ》総務省関東総合通信局
不法無線局による混信・妨害は☎03−

【基礎】期日…６月12日（日）、７月20

6238−1939、テレビ・ラジオの受信障

日（水）、８月17日（水）【実技】期日

害は☎03−6238−1945、地上デジタル

…６月12日（日）
、７月21日（木）
、８

テレビ放送の受信相談は☎03−6238−

月18日（木）

1944へ

◆パピークラス（随時予約）

文化振興活動などに助成金
公益財団法人土屋文化振興財団では、
千葉県内で、文化、芸術、スポーツな
どの分野で活躍している人や、文化振
興に貢献した個人や団体に対し、選考
の上、助成金を支給しています。申請
期限は８月１日（月）までです。詳細
は下記へお問い合わせください。
同財団☎047−364−3689

期日…６月25日（土）
、７月24日（日）
、
８月20日（土）、９月24日（土）

◆一般譲渡会
期日…６月23日（木）、７月７日（木）、
24日（日）
、８月25日（木）
、９月８日
（木）、24日（土）
◆飼い主さがしの会（随時予約）
期日…６月12日（日）
、７月９日（土）
、
８月６日（土）、９月３日（土）
同センター☎0476−93−5711
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平成28年度防火管理甲種講習

広報そうさ H 28. 6. 1

で一定期間以上の実務経験者

申込書

配布・受付期間…６月30日（木）まで

千葉県社会福祉協議会介護支援専門
員養成班☎043−204−1610

催 し
日曜朝市お客様感謝サービス
日曜朝市では、６月５日に日頃のご
愛顧に感謝して、お買い上げの皆さん
に「新ジャガ」のサービスを行います。
初夏の採れたて野菜をそろえてお待
ちしています。
時間…７時〜（30分程度） 場所…JA
ちばみどり八日市場支店駐車場
産業振興課農政班☎73−0089

１号広告

