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銚子ジオパーク講座　受講生

臨時保育士

里親

農業経営体育成セミナー参加者

第86回メーデー海匝地域の祭典 交通安全推進隊

匝瑳オープンテニス大会参加者

国家公務員

千葉県警察官

空市～エアポート・マーケット～

日時…４月18日（土）９時開場、10時開
始　場所…東総文化会館　内容…式典、
アトラクション、抽選会　入場料…無
料
問連合千葉東総・香取地域協議会海匝
　地区連絡協議会事務局☎63－5225

　成田国際空港で、空港周辺の市町特
産品の販売や、「ポケモン」ショー、豪
華賞品が当たる抽選会を実施します。
日時…４月25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
問成田国際空港振興協会
 ☎0476－34－6333

募集期間…４月３日（金）～17日（金）
採用予定数…大学既卒者または卒業見
込み男性約210人、女性35人・高校既卒
者など男性約25人、女性約10人
 　問匝瑳警察署☎72－0110

　人事院は、今年度、次の採用試験を
行います。詳細は人事院ホームページ
（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.
htm）をご覧ください。
◆総合職試験【院卒者、大卒程度試験】
受付期間…４月１日（水）～８日（水）　
試験日…５月24日（日）　
◆一般職試験【大卒程度試験】
受付期間…４月９日（木）～ 20日（月）
試験日…６月14日（日）
◆一般試験【高卒者、社会人試験（係
員級）】受験案内日…５月11日（月）
問人事院関東事務局☎048－740－2006～ 8

日時…５月10日（日）８時　場所…東
総運動場テニスコート　主催…匝瑳市
テニス協会　種目…男子ダブルス、女
子ダブルス　募集組数…各24組（先
着）　参加費…１組2,000円　締め切り
…４月30日（木）　申し込み・問い合
わせ…メールにて同会・太田へ
tennisboy555@docomo.ne.jp

　県では、通学路での保護・誘導や、
イベントでの交通安全啓発など地域で
交通安全のボランティア活動を実施す
る「交通安全推進隊」を募集します。
　隊員に登録されると、安心して活動
するためにボランティア保険の加入や
帽子の支給などが受けられます。
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
要件を満たす者で構成されたグループ。
①平成11年４月１日以前に生まれた者
②県内に居住、勤務、通学している者
任期…平成27年９月１日～平成30年８
月31日（３年間）　受付期間…４月６
日（月）～５月31日（日）募集方法…応
募用紙に必要事項を記入し郵送（ＦＡ
Ｘ可）、またはホームページ（http://
www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/）の
応募フォームで送信　応募用紙配布場
所…匝瑳警察署、匝瑳市役所環境生活
課
　問〒260－8667（住所省略可）
 県生活安全課☎043－223－2263
 ＦＡＸ043－221－2969

　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、
本セミナーの参加者を募集します。
内容…３年課程で、各カリキュラムで
施肥の方法や効果的な病害虫防除方法
などの農業基礎技術を学ぶ。地域の農
業概況視察、農業経営方法の学習を行
う（年10回前後のカリキュラムを予
定）　参加費…無料（実費分の負担の
場合あり）
　問海匝農業事務所改良普及課
 ☎62－0334

　銚子児童相談所では、親の病気や離
婚などにより、家庭的な温もりを求め
ている子どもを家族として迎え入れ、
愛情と誠意をもって親身に育てる「里
親」を募集しています。
　家庭に子どもをお願いする期間は１
週間程度から数年で、可能な範囲での
ご協力をお願いします。
 問銚子児童相談所☎0479－23－0076

　銚子ジオパーク推進協議会では、銚
子ジオパークの特徴的な地質遺産、自
然環境、歴史・文化・産業、災害など
の見どころを保全し活用するため、ジ
オガイドの養成につなげることを目的
とした「銚子ジオパーク講座」を開講
します。
　銚子の自然や歴史・文化に興味があ
る受講生を募集します。
開催日…５月16日～７月４日の毎週土
曜日９時～12時15分　場所…銚子市内
受講料…全回一括2,000円、１日500円、
学生は25％割引
 問同協議会事務局☎0479－24－8911

　市内公立保育所の臨時保育士を募集
しています。詳しくは下記までお問い
合わせください。
募集人数…若干名
 問福祉課児童班☎73－0096

募 集

桜ライブ開催

タケノコ掘り体験  参加者募集

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 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！

　咲き乱れる桜の会場でライブイベン
トを行います。また、会場では焼肉の
販売を行います。
日時…４月５日（日）10時～ 15時　内
容…アコースティックバンド、アコー
スティック弾き語り、
匝瑳警察署によるトラ
ンペット演奏、オカリ
ナ演奏　参加費…無料

　旬の味覚・タケノコづくしの昼食付
き！掘ったタケノコは５キロまでお持
ち帰りできます。
日時…４月25日（土）10時～13時　場
所…ふれあいパーク八日市場および市
内竹林　持ち物…軍手、長靴　参加費

…大人1,000円・小学生
以下500円
募集人員…先着30人（４
月24日（金）までに申し
込みしてください）

問ふれあいパーク八日市場☎70－5080
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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

東日本大震災に係る
支援金などの申請期限

第３回チャリティー
そうさ舞踊会発表会

祝日の可燃ごみ収集の日程

国民年金保険料の改定

育英資金の貸し付け

白秀会九十九里民謡民舞発表会

テニスコート利用休止

旭中央病院「乳腺センター」開設

日曜朝市お客様感謝サービス

　平成27年度の保険料は月額15,590円
となりました。
　毎月の保険料は、日本年金機構から
送付される納付書で、金融機関やコン
ビニで納めてください。その他、口座
振替、クレジットカード納付、電子納
付でも納めることができます。
　保険料をまとめて前払いすると割引
になる前納制度があります。割引額は
納付方法などで異なります。
◆前納の割引額

※将来受け取る年金を増やしたい人は、
付加年金（月額400円）の上乗せ、また
は国民年金基金を活用する方法があり
ます。
 問佐原年金事務所☎0478－54－1442
 市民課国保年金班☎73－0086

　市では、経済的な理由などにより修
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…４月１日（水）～５月15日
（金）※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

　平成27年度の次の祝日は、可燃ごみ
の収集を実施します。
収集する祝日…５月４日（月）、５月
５日（火）、７月20日（月）、９月21日
（月）、９月22日（火）、10月12日（月）、
11月３日（火）、11月23日（月）、平成
28年 １月11日（月）、２月11日（木）、
３月21日（月）
※各月の収集日については広報そうさ
裏面の「匝瑳市カレンダー」でお知ら
せします。
※年末年始の予定については広報そう
さ12月号でお知らせします。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　各支援制度の申請期限および対象世
帯は次の通りです。
◆被災者生活再建支援制度基礎支援金
対象…住家の全壊、半壊または地盤被
害による解体、大規模半壊被害を受け
た世帯　申請期限…平成28年４月10日
◆被災者生活再建支援制度加算支援金
対象…基礎支援金申請者で、住宅を建
設、購入、補修または賃貸住宅を契約し
た世帯　申請期限…平成28年４月10日
◆匝瑳市液状化等被害住宅再建支援金
対象…①住宅地盤被害により一部損壊
被害を受けた住宅を解体した世帯②住
宅地盤被害により半壊または一部損壊
被害を受けた住宅の地盤復旧をした世
帯③半壊被害を受けた住宅を補修した
世帯※ただし、被災者生活再建支援金
の交付を受けた世帯を除く　申請期限
…平成28年３月31日
　すでに申請済みの場合は、同じ制度
を再度申請することはできません。た
だし、申請内容の変更（半壊補修→住
宅地盤復旧など）はできます。
 問福祉課福祉班☎73－0096

　吉崎浜野外活動施設テニスコートは
施設老朽化のため、４月１日から利用
を休止します。
 問産業振興課商工観光室☎73－0089

　旭中央病院では４月から外科外来に、
乳腺に関する疾患全般を診察対象とし
た乳腺センターを開設します。
診察日…火曜日午前中・木曜日午前中
 問外科外来☎63－81111

　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、４月５日に花苗
のサービスを、４月19日は春の感謝祭
を開催し豚汁のサービスを行います。
時間…７時30分～（30分程度）※４月
19日から開始時間が７時になります。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　匝瑳市文化団体協議会の日舞七社中
による舞踊発表会を開催します。当日
行うチャリティー募金は市の社会福祉
に役立てるため寄付します。
日時…４月５日（日） 10時30分開演～
16時30分　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

日時…４月12日（日）９時～ 17時　場
所…市民ふれあいセンター　ゲスト…
武花千草　入場料…無料
 問同会・土屋☎72－5020

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

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

２年

１年

６か月

１か月前納
（早割）

１年

６か月

366,840円

183,160円

92,480円

15,540円

183,760円

92,780円

15,360円

3,920円

1,060円

50円

3,320円

760円

口座振替

現金
クレジット
カード

納付方法 前納期間 前納額 割引額

１号広告

学童保育（特別支援学校などに通学されている
６～18歳、もしくは６歳未満の未就学児）向け
デイサービスのご利用について
①利用時間　平日：６歳未満　午前９時30分～午後１時30分
　　　　　　　　　６歳以上　放課後～午後６時30分
　　　　　　土曜日、祝日：全年齢共通　午前９時～午後６時
②送迎サービスとして、各学校や自宅に送迎いたします。
③約20畳の和室や広い園庭で、のびのび過ごせます。
　管理者を中心に、経験豊富な保育士、特別支援学校教諭資格者など、
職員一同お待ちしています。お気軽に遊びにいらしてください。

千葉県指定事業所番号　1250700042

社会福祉法人 希望会社会福祉法人 希望会社会福祉法人 希望会 HP : www.kibou-kai.jp/
法人本部：匝瑳市栢田8646－1 ☎0479－67－5613（担当：石田）

催 し

平成27年度
予　算
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