
第２回自然観察会 参加者

手話奉仕員養成講座 受講生

八日市場さつき展示会

市営住宅（いいぐら団地）入居者

八日市場幼稚園ひよこクラブ

ラグビー体験教室 参加者

ふれあい健康ウォーク 参加者

　さつき愛好家の手により、丹精込め
て育てられた数多くの作品が展示され
ます。ぜひご来場ください。
期間…５月29日（金）～ 31日(日)
場所…八日市場公民館ロビー　主催…
匝瑳市観光協会
 問産業振興課商工観光室☎73－0089

　藤井威・元スウェーデン特命全権大
使を講師に招き、北欧での経験を生か
した地域福祉の在り方や、わが国の福
祉財政と今後について講演を行います。
日時…５月10日（日）14時～ 16時（受
け付け13時30分～）　場所…東総文化
会館小ホール　定員… 300人　入場料
…無料　主催…旭市社会福祉協議会
 問同協議会☎57－5577

　特別養護老人ホーム松丘園嘱託医
師・木原幹洋先生（元・米国メイヨー
クリニック准教授）が、「認知症になら
ない生活習慣を教えます」をテーマに
講演を行います。
日時…６月６日（土）13時30分～
場所…松丘園機能訓練室　定員…40人
（先着）※事前に下記までお申し込み
ください。
　問九十九里ホーム在宅介護支援セン
ター☎73－2115

日時…６月14日（日）12時30分開場、13
時開演　場所…東金文化会館大ホール
演奏曲目…交響詩「ローマの松」ほか　
入場料…無料
 問同校・内田☎0475－82－3171

間取りなど…２ＤＫ・家賃6,800円～
募集戸数…３戸　募集期間…５月１日
（金）～15日（金）の８時30分～ 17時15
分※土・日・祝日を除く　応募書類配
布場所／提出場所…市役所３階都市整
備課、野栄総合支所／都市整備課
※入居資格などはお問い合わせくださ
い。 問都市整備課管理班☎73－0091

　親と子、親同士、子どもたちのふれ
あいの場の提供、子育て相談を実施。
対象…平成23年４月２日～ 25年４月
１日生まれの子どもとその親　実施回
数・時間…年間８回９時～ 11時（６月
以降開催）　費用…無料　受付期間…
５月７日（木）～15日（金）※以降、随
時受け付けします。
 問八日市場幼稚園☎72－0442

開催日／場所…①５月９日（土）／八
日市場小グラウンド②16日（土）／豊
栄小グラウンド　※いずれも９時～
12時で実施します（雨天中止）。
問生涯学習課スポーツ振興班
 ☎73－0097

日時…５月23日（土）６時20分集合（八
日市場ドーム前）※小雨中止　方面…
神奈川県・金時山　定員…40人（先着）
参加費…１人1,500円（交通費、旅行
保険）※行程約５㎞の健脚向けコース
です。体力に自信のある人、登山道を
無理なく歩ける人が対象です。
申し込み… 16日（土）までに生涯学習
課☎73－0097へお申し込みください。

日時…５月31日（日）６時50分集合（生
涯学習センター）※小雨決行　方面…
鴨川市・仁右衛門島　対象…小学生以
上の親子・家族（５年生以上は個人参
加可）　定員… 45人（先着）　参加費…
１人800円（観覧料、交通費、駐車料
金）申し込み…５月12日（火）～ 27日
（水）の間に生涯学習室☎67－1266へ
お申し込みください。

期間…平成27年６月３日～28年１月20
日の毎週水曜日19時～ 21時（全27回）
場所…銚子市勤労コミュニティセン
ター　定員…20人（先着）　受講料…無
料（別途テキスト代8,220円）　募集期
間…５月15日（金）まで
 問福祉課保護班☎73－0096

募 集

～こどもの日企画～
ソフトクリームをプレゼント

～母の日企画～
日々の感謝をこめて
　　　　　　プレゼント

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！

　小学生以下のお友達にミニソフト
クリームをプレゼントします（１人
１回限り）。
日時…５月５日（火）９時～16時30分
※「ソーサマンぬり絵」のプレゼン
トも実施（11時～12時）。

　母の日の５月10日（日）は、2,000
円以上をお買い上げのお母様方に素
敵なプレゼントを差し上げます。
時間…９時～　※先着300人
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

たけし

みきひろ

成東高校吹奏楽部
第48回定期演奏会

九十九里ホーム
いきいきシニア講座

たけし

講演会
スウェーデンに学ぶ福祉の未来

２号広告

介護職員初任者研修受講生募集介護職員初任者研修受講生募集
九十九里ホームでは介護職員の養成に取り組んでいます。
平成27年６月21日より研修を開始いたします。
◎九十九里ホームが組織を挙げてバックアップ！
◎経験豊富な講師がわかりやすくサポート
◎受講料は６万円とテキスト代（約7,000円）のみ
◎定員36名
◎働きながら資格習得可能（主に火曜と木曜の夕方から研修）
◎募集期限/４月21日～５月１3日まで（定員になり次第締め切ります）
《初任者研修のお問い合わせは》
特別養護老人ホーム松丘園　担当/斎藤・伊藤

☎0479－73－2115

《お問い合わせは》
九十九里ホーム
飯高デイサービスセンター開設準備室
　　　　　　　　　担当／川嶌・山下

☎0479－73－2115

27年５月上旬27年５月上旬

飯高地区にデイサービスセンターがＯＰＥＮ!飯高地区にデイサービスセンターがＯＰＥＮ!飯高地区にデイサービスセンターがＯＰＥＮ!

飯高デイサービス
　介護スタッフ募集

九十九里ホームで

　　働いてみませんか？

九十九里ホームで

　　働いてみませんか？

九十九里ホームで

　　働いてみませんか？

九十九里ホーム九十九里ホーム九十九里ホーム
飯高デイサービスセンター飯高デイサービスセンター飯高デイサービスセンター

九十九里ホームのホームページをご覧ください。99-home.comまたは九十九里ホームで検索

集集集
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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
平成26・27年度匝瑳市競争入札
参加資格審査の申請受け付け

木造住宅の耐震診断・改修に
費用の一部を補助します

赤十字資金にご協力を

緑の募金運動

害獣の駆除に箱わな貸し出し

犬の登録と狂犬病予防注射

平成27年度調理師試験

銚子連絡道路整備促進地区大会

日曜朝市 お客様感謝サービス

建築無料相談会

　インターネットを利用した「ちば電
子調達システム」により受け付けます。
希望者は、同システムによる申請を
行った上で、申請書類を下記の「共同
受付窓口」へ提出してください（市役
所では受け付けしません）。名簿登録
は申請が受理され、審査が完了した日
の翌月以降となります。
※すでに、平成26・27年度入札参加資
格者名簿登録を受けている場合は、申
請不要です。
共同受付窓口…〒260－0855千葉市中
央区市場町１番１号　県庁南庁舎２階
千葉県電子自治体共同運営協議会
 問財政課管財班☎73－0085

日時…５月17日（日）14時～ 16時　場
所…市役所北側駐車場および野栄総合
支所北側駐車場　手数料（１頭あた
り）…【新規登録の犬】6,500円【登録
済みの犬】3,500円
 問環境生活課環境班☎73－0088

　市では、アライグマ、ハクビシン、
タヌキ、イタチ（オスのみ）を対象に
有害鳥獣対策事業を実施しており、農
作物被害に対し、箱わなの設置をして
います。希望する場合はお問い合わせ
ください。また、イノシシの目撃情報
がありましたらご連絡ください。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　市では、地震に強いまちづくりを進
めるため、昭和56年５月31日以前に建
築された木造住宅の耐震診断に対し、
４万円を上限に費用の２分の１を補助
しています。また、診断の結果、耐震
強度不足となった木造住宅を現在の耐
震基準まで向上させるための耐震改修
工事についても、40万円を上限に工事
費の３分の１を補助します。
※いずれも事前に申請が必要です。
 問都市整備課管理班☎73－0091

　５、６月は「赤十字運動月間」です。
赤十字では、災害救護活動をはじめ、
ボランティア活動、医療事業、血液事
業などを展開しており、身近な取り組
みとして災害資金の積み立てやＡＥＤ
の整備、避難所における毛布などの備
蓄を行っています。
　これらの活動は、皆さんからお寄せ
いただいた資金を活用していますので、
引き続き赤十字活動資金へのご協力を
お願いします。
 問福祉課福祉班☎73－0096

　皆さんからの募金は、学校や公園の
公共用地への植樹などに役立てられま
す。昨年度は、本市で総額655,117円
が寄せられ、①八日市場小学校みどり
の少年団育成事業②飯塚沼農村公園植
樹事業に活用されました。
　本年度も次の通り実施しますのでご
協力をお願いします。
募金目標額…１戸当たり50円程度
締切日…５月29日（金）
取扱先…ちばみどり農業協同組合（匝
瑳市内の各支店）

問産業振興課農政班☎73－0089

実施日…７月23日（木）　場所…幕張
メッセ展示ホール８　願書配布場所…
海匝健康福祉センター、八日市場地域
保健センター　願書受付期間／場所…
５月19日（火）～ 21日（木）の各日10時
～ 16時／海匝健康福祉センター
問八日市場地域保健センター
 ☎72－1281

　銚子連絡道路全線の早期完成を目指
して、地区大会を開催します。
日時…５月25日（月）
14時～16時　場所…
八日市場ドーム　講
演…【講師】千葉商
科大学学長・島田晴
雄氏（＝写真）【演題】
アベノミクスの地方創生と銚子連絡道
路の重要性について
問東総地区広域市町村圏事務組合
 ☎62－3305

　５月３日の日曜朝市では、「みどり
の日」にちなんで、来場された人に草
もちの無料サービスを行います。
時間…７時～（30分程度）
場所…市役所南側駐車場
 問産業振興課農政班☎73－0089

　新築・増築・リフォームから手すり
１本の取り付けまで、相談に応じます。
日時…５月17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
 ☎73－4390

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

催 し

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

１号広告

蓮沼ウォーターガーデン　夏季アルバイト募集蓮沼ウォーターガーデン　夏季アルバイト募集蓮沼ウォーターガーデン　夏季アルバイト募集
【募集職種】売店・レストラン・水着販売・監視員・出札・改札・駐車場・
　　　　　　機械助手・事務補助など
【資　　格】高校生以上65歳位まで
【給　　与】時給800円～  ※能力等考慮の上決定いたします。
【勤務期間・時間】７月５日～９月23日 ８:30～18:30の間  ※当社シフトによる
【面接日時】５月30日（土）・31日（日）・６月６日（土）・７日（日）の４日間
　　　　　　で、９:30～12:00、13:00～15:00の都合の良い時間
【必要書類】履歴書（写真添付）
【申込み先】〒289－1803  千葉県山武市蓮沼ホ368－１
　　　　　　蓮沼海浜公園管理事務所☎0475－86－3171

緑
あ
ふ
れ
る

　

匝
瑳
市
を
歩
こ
う

観光周遊バスを運行
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