
日曜朝市お客様感謝サービス

写遊会写真展

建築無料相談会

労災職業病なんでも相談会

石綿による疾病の補償・救済

　新築・増築・リフォームから手すり
１本の取り付けまで、相談会を開催し
ます。
日時…２月８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
 ☎73－1578

日時…２月28日（土）13時～16時　場所
…千葉市中央コミュニティセンター
（千葉市中央区千葉港２番地１）６階
講習室５　対応者…弁護士、労働安全
衛生管理者、ソーシャルワーカー他　
費用…無料　※予約不要
問千葉中央法律事務所☎043－225－4567

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それ
が労働者として石綿ばく露作業に従事
していたことが原因であると認められ
た場合には、労災保険法に基づく各種
の労災保険給付や石綿救済法に基づく
特別遺族給付金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってか
ら非常に長い年月を経て発症すること
が特徴です。中皮腫などで亡くなった
人が過去に石綿業務に従事していた場
合には、労災保険給付などの支給対象
となる可能性がありますので、お問い
合わせください。制度の案内は厚生労
働省ホームページでもご覧になれます。
 問千葉労働局☎043－221－4313

　東総運動場では、県内在住、在勤、
在学の硬式テニス初心者を対象とした
テニス大会「ＴＳＵＢＡＫＩＣＵＰ」を開
催します。
日時…３月15日（日）８時～　場所…
県総合スポーツセンター東総運動場
（旭市清和乙621番地）　種目…ミック
スダブルス　参加費…１組2,000円　
申し込み…２月21日（土）９時から窓
口での先行予約開始。13時からＦＡＸ
0479－68－1063とメールtousou@cue-
net.or.jpの受け付け開始　※受け付け
開始時刻前に受信した申込用紙は無効
となります。
 　問東総運動場☎68－1061

　作業学習製品の販売（和紙製品、藍
染め品、草木染め品、陶芸品、コケ玉、
花苗、培養土など）や児童生徒の絵画
などの展示を行います。
日時…２月３日（火）、４日（水）10時
～15時　場所…イオンモール銚子イル
カの広場Ｃ１入り口
問同校高等部・蓑輪☎0479－22－0243

ビギナーズテニスミックス大会
第15回つばき杯　参加者募集

市民公開講座
「アレルギー・アトピーの
　　　　　 克服に向けて」

県立旭高等技術専門校
平成27年度入校生追加募集

銚子特別支援学校「銚特フェア」
（製品販売会・作品展示会）

千葉県生涯大学校東総学園
陶芸作品展

３月２日（月）は
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
　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、２月１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

　写真サークル写遊会による展示会。
日時…２月27日（金）～３月８日（日）
９時～17時　※月曜日は休館。27日は
12時から、８日は16時まで　場所…八
日市場公民館市民ギャラリー
 問同会・鈴木☎73－1699

　生涯大学校東総学園の陶芸コース・
陶芸自主講座による作品展。
日時…２月13日（金）～18日（水）10時～
16時　※月曜日は休館。18日は15時ま
で　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

　日本アレルギー協会による市民講座
です。事前申し込みは必要ありません。
日時…３月１日（日）13時～ 15時30分
場所…国保旭中央病院３階しおさい
ホール　内容…講演「こどものアレル
ギーを治すために（食物アレルギーと
アトピー性皮膚炎を中心に）」（千葉大
学大学院医学研究院小児病態学教授・
下条直樹先生）、「喘息の治し方」（千葉
大学大学院医学研究院アレルギー・臨
床免疫学教授・中島裕史先生）、先生
への質問コーナー　参加費…無料
 問国保旭中央病院・宮内☎63－8111

募集科目…ＮＣ機械加工科（１年間）
10人程度　募集期間…２月13日（金）～
３月10日（火）　選考日…３月19日（木）
合格発表…３月19日（木）
※詳細はお問い合わせください。
 　問同専門校☎62－2508

　ふれあいパーク八日市場は、平成14
年３月17日のオープンから数えてレジ
客数600万人に達成します。そこで、
これまでのご愛顧に感謝して、記念イ
ベントを行います。当日は千葉テレビ
の人気キャラクター・キャプテン☆Ｃ
が駆けつけ、ショーや握手会を開催し
ます。他にも楽しいイベントが盛りだ
くさん。ぜひご来場ください。
期日…２月１日（日）　キャプテン☆
Ｃショー…【１回目】11時～ 11時30分
【２回目】13時30分～ 14時
※当日お買い物をしていただいた人に
は記念品をプレゼントします。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

来店者600万人達成
記念イベント

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 ク情報
週末は何かがある！週末は何かがある！週末は何かがある！
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情報情報情報

市営住宅入居者
２月は募集を行いません

千葉県生涯大学校東総学園
平成27年度入学生２次募集

匝瑳市発注工事における
現場代理人の常駐義務緩和

危険ドラッグは「持たない！
買わない！使わない！」

予備自衛官補の募集

市臨時職員募集

脳若返り教室

第38回防火ポスター作品展

船舶免許更新失効講習会

　市では、次の臨時職員を募集します。
勤務条件については、お問い合わせく
ださい。
職種および人数…保健師２人、保育士
５人、介護認定調査員１人　勤務場所
…市役所内。保育士は保育所　採用予
定日…平成27年４月１日
 問総務課人事班☎73－0084

　脳トレーニングや体操などを通して
楽しく認知症予防を学び、いつまでも
生き生きとした生活を送りましょう。
日時…２月12日から３月５日までの毎
週木曜日（全４回）13時30分～ 14時30
分　場所…八日市場公民館　対象…市
内在住の65歳以上の人　定員… 15人
（申し込み先着順）　参加費…無料　申
込期限…２月６日（金）
 問高齢者支援課☎73－0033

　匝瑳市横芝光町消防組合が主催する
防火ポスター作品展を開催します。市
内の小中学校から寄せられた多数の作
品の中から、審査会で入選した作品を
展示します。
期間…２月28日（土）～３月８日（日）
場所…市民ふれあいセンター１階ロ
ビー（旧八日市場市内の学校の作品）、
生涯学習センター１階ロビー（旧野栄
町内の学校の作品）　協賛…匝瑳市横
芝光町危険物安全協会
問匝瑳市横芝光町消防組合☎72－1916

応募資格…【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歳未満から
55歳未満の人）※いずれも平成27年４
月１日現在　受付期間…【第１回】１
月８日（木）～３月24日（火）【第２回】
７月１日（水）～９月18日（金）※い
ずれも締切日必着。なお、第１回で採
用定数を採用した場合、第２回は実施
しない場合があります。　試験期日…
【第１回】４月10日（金）～14日（火）
のうち指定する１日【第２回】10月２
日（金）～５日（月）のうち指定する１
日　合格発表…【第１回】５月15日（金）
【第２回】11月13日（金）　待遇・その他
…階級は指定しない教育訓練、召集手
当日額7,900円、所定の教育期間終了後、
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

対象…県内在住の55歳以上の人（卒業
生も応募可）　募集学部…地域活動学
部（週１回登校、２年制、年額15,400
円）、造形学部園芸コース（週１回登校、
１年制、年額27,700円）、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10日（火）～
27日（金）
 　問同学園☎0479－25－2035

　年４回（２月、５月、８月、11月）
予定している市営住宅の入居募集は空
きがないため今回は行いません。次回
募集は広報５月号でお知らせします。
 問都市整備課管理班☎73－0091

　平成27年１月１日から匝瑳市発注工
事における現場代理人の工事現場への
常駐義務を緩和しました。
◆常駐義務緩和の要件
　下記に該当する場合、現場代理人の
兼任が可能です。
①500万円未満の工事、件数に制限な
し　②500万円以上2,500万円未満の工
事、３件まで
※現場代理人の常駐義務緩和の要件お
よび現場代理人兼任の届け出などにつ
いては「匝瑳市現場代理人の工事現場
への常駐義務緩和に関する事務取扱要
領」（市ホームページに掲載）を参照し
てください。
 問財政課管財班☎73－0085

　危険ドラッグを使用したことによる
深刻な健康被害や第三者を巻き込んだ
交通死亡事故が各地で発生しています。
　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の
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。
　「危険ドラッグ」は大変危険です。千葉
県から薬物を根絶する輪を広げましょう。
薬物の相談機関…①県精神保健福祉セ
ンター☎043－263－3893　②八日市場
地域保健センター☎72－1281　③県警
ヤング・テレホン☎0120－783－497　
④匝瑳警察署☎72－0110
 問県薬務課☎043－223－2620

日時…２月21日（土）９時～　場所…潮
来ホテル（☎0299－62－3130）　必要書
類…船舶免許コピー、住民票（本籍地
記載）、顔写真２枚（縦4.5㎝×横3.5㎝）
料金…更新11,000円、失効16,000　申込
期限…２月７日（土）
　問水郷ボートサービス㈱
 ☎0299－63－1231

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

１号広告

営業時間：９:00 ～ 19:00
（水曜定休/月末木曜）

匝瑳市平木8644－8
☎0479－75－4701 予約有り

メンズカット……￥2,200（シャンプー・顔そり込）
レディスカット…￥3,300 ～（シャンプー・顔そり込）
キッズカット……￥1,100（＋シャンプー￥1,800～）

※ロング料金有り

●セブンイレブン

東城園さん●
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