
健康づくり絵画コンテスト

学校公開

労災職業病なんでも相談会

県立佐原病院フェスティバル

市民講座 第13回おしっこの話

銚子漁港事務所土木技師

　県民の日を記念した海匝地域行事。
日時…６月７日（日）10時～ 14時　場
所…千葉科学大学マリーナキャンパス
（銚子市）　内容…子どもたちに向けた
仕事の紹介（制服着用・車両乗車・職
業体験）、キャラクターショー、特産
品の販売など　※荒天中止。最新情報
は下記へ問い合わせるか、ＷＥＢで「さ
んさんフェスタ2015」を検索。
問海匝地域振興事務所地域振興課
 ☎62－0261

◆八日市場第二中学校
日時…６月18日（木）９時30分～ 12時
20分、６月19日（金）11時30分～ 15時
10分　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。
 問同校教頭・浪川☎72－1375
◆八日市場特別支援学校
【企業、福祉、施設関係者向け】期日
…６月26日（金）【一般、幼稚園、保育
所、学校関係者向け】期日…６月30日
（火）　時間…両日とも９時15分～ 11
時45分　申し込み…氏名、所属などを
９日（火）までに下記へ。　
 　問同校教頭・鈴木☎72－2777
◆銚子特別支援学校
日時…６月17日（水）、18日（木）９時
20分～12時　※下記へ事前連絡。
　問同校教頭・鈴木☎0479－22－0243

日時…６月27日（土）13時～ 16時　場
所…千葉市中央コミュニティセンター
問千葉中央法律事務所☎043－225－4567

日時…６月13日（土）９時～ 15時　場
所…同病院新館　内容…アニマルセラ
ピー・健康教室ほか
問同病院地域医療連携室
 ☎0478－54－1231

日時…６月６日（土）９時～16時
場所…市民ふれあいセンター　
 問同会・岡田☎73－2532

６月30日（火）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。

税と保険料税と保険料税と保険料
日時…６月27日（土）14時～ 16時　場
所…東総文化会館小ホール　内容…こ
こまできた前立腺癌最新治療（旭中央
病院・山田康隆医師）、おしっこが近
いなぜ？どうして？（石井医院・石井
玄一医師）ほか　共催…旭市・匝瑳市
泌尿器研究会　
問アステラス製薬（株）千葉南営業所
 ☎043－351－8521

　高等部（手工芸班、陶芸班、木工班、
紙すき班、園芸班）による校内製品販
売会です。
日時…６月23日（火）10時～12時
場所…同校　
 問同校・椎名☎72－2777

日時…６月14日（日）10時～ 12時　場所
…旭中央病院しおさいホール　内容…
車いすダンスの披露、香取・海匝地域
の障がい者団体・サークルの紹介　
問九十九里ホーム病院作業療法士・木
内☎72－1131

募集

対象…知的障がいのある児童生徒に関
わるボランティア活動に関心のある高
校生以上の人　活動日…６月27日
（土）、８月22日（土）、10月17日（土）、
11月７日（土）※１回のみの参加可　
内容…同校在学生の親子余暇活動や文
化祭などにおける日中の活動支援　申
込期限…各活動日の２週間前まで　
 　問同校・中田☎72－2777

募集人数…１人　年齢…不問　資格…
土木施工管理技士（２級以上）の土木
技術経験者　雇用期間…採用の日から
９月30日（水）まで（更新あり）　給
与・休日…県職員待遇（民間経験加算
あり）　
　問同事務所総務課☎0479－22－6503

テーマ…食生活・運動・睡眠・歯磨き・
禁煙などの健康づくりに関すること　
対象…県内に在住または就学中の小学
生以下の児童　応募規定…①作品は個
人作品で未発表のもの②用紙は４ツ切
画用紙を縦長に使用③作品に文字は入
れない④作品裏面に所属学校名、学年、
氏名（ふりがな）を記入　締め切り…
９月11日（金）必着　その他…応募者
全員に参加賞。入賞作品は「ちばこく
ほ」ホームページなどで発表。作品の
版権は千葉県国民健康保険団体連合会
に帰属します。　提出・問い合わせ先
…〒263－0016千葉市稲毛区天台６丁
目４番３号　千葉県国民健康保険団体
連合会事業課保健事業係☎043－254－
7355

募 集

「父の日」にプレゼント

農業体験参加者募集

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！

　新鮮な初夏の野菜を取りそろえて
お待ちしています。

　当日2,000円以上お買い上げのレ
シートをお持ちいただいた、お父様
方に素敵なプレゼント。先着300人。
日時…６月21日（日）９時～

　季節の野菜の植え付け、手入れ、
収穫の体験をしませんか。昼食は地
元食材を使った料理でおもてなし！
皆さんの参加をお待ちしています。
実施予定…６月、７月、10月の全３
回　参加費…１区画3,000円（全３回
分。１人分の食事代含む。１人２区
画まで）　申し込み…下記まで直接
または電話、FAX（70－5081）
　問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

匝瑳歌謡愛好会
チャリティー発表会

さんさん☀フェスタ2015
やってみよう地域のお仕事！

八日市場特別支援学校
ボランティア会員

八日市場特別支援学校
きらら市

障がい者交流会
和希楽会全体集会
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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
作付しながら生産調整
飼料用米で収入確保を！

介護支援専門員
実務研修受講試験 精神に障がいを持つ人と

その家族のためのピアサポート

狩猟免許の試験と更新の講習

労働保険の年度更新

有料道路夏期無料開放

飯高特別支援学校教育相談

旭中央病院 ７月15日から院外処方

ヤード適正化条例施行

日曜朝市お客様感謝サービス

犬のしつけ方教室（基礎講座）

第13回写遊会写真展

　県や市では、米を作りながら生産調
整ができる飼料用米の取り組みを推進
しています。現在作付けしている主食
用米を飼料用米に振り替えることで、
国や県の助成が受けられます。詳細は
下記へ問い合わせを。
問産業振興課農政班☎73－0089または
県生産振興課☎043－223－2891

期間…７月１日（水）～９月30日（水）
対象路線…東総有料道路、鴨川有料道
路、千葉外房有料道路、東金九十九里
有料道路、利根かもめ大橋有料道路、
銚子連絡道路、九十九里有料道路
※路線状況の詳細は、下記へ問い合わ
せるか県道路公社ホームページを参照。
問県道路計画課☎043－223－3295

　年度更新の手続きは、平成26年度の
概算保険料を精算する「確定申告」と
平成27年度の見込み保険料（概算保険
料）を申告するものです。更新期間は
６月１日（月）から７月10日（金）まで
です。労働基準監督署や最寄りの金融
機関を通じて申告・納付を行ってくだ
さい。
※保険料の申請には電子申請が、納付
には口座振替が便利です。　
問県労働局労働保険徴収課
 ☎043－221－4317

期日… 10月11日（日）　受験資格…医
療・保健・福祉分野の有資格者などで
一定期間以上の実務経験者　申込書配
布場所…市町村の介護保険担当課や社
会福祉協議会ほか　申し込み方法／受
付期間…簡易書留／６月１日（月）～
７月８日（水）最終日消印有効。
問県社会福祉協議会☎043－204－1610

　県内にはおよそ500か所のヤードが
あり、自動車の解体や部品の保管が行
われています。
　一部のヤードは、流出した油が周辺
の環境を悪化させたり、盗難により不
正に取得した自動車部品の保管場所と
して利用されたりするなど、「不法
ヤード」となっています。
　そこで県では、県民の生活環境の保
全と平穏な生活を確保するために、全
国初となる「千葉県特定自動車部品の
ヤード内保管等の適正化に関する条例
（通称：ヤード適正化条例）」を制定し
ました。この条例は、４月１日から施
行されています。
　これにより、ヤード運営者には、届
出、油などの浸み出しの防止措置、原
動機の取引記録の作成などが義務付け
られました。条例施行時に既にヤード
を運営している人は、６月30日（火）
が届出期限です。
　土地を所有する人は、土地を貸した
り、売ったりする際には、不法ヤード
として使用される恐れがないか、よく
確認しましょう。
ヤードとは…中古のエンジンなど特定
の自動車部品の保管または分離を行う
施設のうち、その外周に一部でも柵、
コンテナなどの工作物が存在する施設。
問県環境生活部廃棄物指導課
 ☎043－223－4658

◆免許試験（全４回）
期日…６月21日（日）、８月９日（日）、
12月５日（土）、平成28年２月３日（水）
※12月の試験は「わな猟免許」に係る
ものに限る。　場所…千葉県射撃場　
申請受付期間…６月試験分は６月５日
（金）まで。※各試験日ごとに受付期
間を設定。土、日、祝日を除く。
◆免許更新の適性試験および講習
期日…６月２日（火）～９月６日（日）

場所…市民ふれあいセン
ターほか（延べ31会場）
※詳細は下記へ問い合わ
せるか県ホームページを
参照。

問海匝地域振興事務所地域環境保全課
☎64－2825または県環境生活部自然保
護課☎043－223－2972

相談方法…下記へ電話またはFAX　
受け付け…月～金の９時～ 16時（祝日
等は除く）　対応者…同校教頭または
特別支援教育コーディネーター
 問同校☎70－5001、FAX70－5123

　旭中央病院では７月15日(水)から、外
来患者の薬の受け取りを、病院外の保
険薬局で行う「院外処方」に移行します。
詳細は下記へ問い合わせるか同病院の
ホームページ参照。
 問旭中央病院☎63－8111

　日曜朝市では、６月７日、新じゃが
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分程度）　場所…ち
ばみどり農協八日市場支店駐車場
 問産業振興課農政班☎73－0089

日時…６月14日（日）、７月15日（水）、
８月19日（水）の13時～14時30分　場
所…県動物愛護センター（富里市）
内容…講義、モデル犬によるデモンス
トレーションほか　定員…各日20組
（申し込み順）※犬同伴不可。
 　問同センター☎0476－93－5711　

期間…６月12日（金）～ 21日（日）※
月曜日を除く　時間…９時～ 17時（12
日は12時からで、21日は15時まで）　
場所…八日市場公民館市民ギャラリー
 問同会・大木☎73－0448

期日…毎月第２火曜日　時間／対象…
10時～ 12時／精神障がいを持つ人、
13時30分～15時30分／精神障がいを持
つ人の家族　場所…八日市場公民館
（２月は変更）　内容…ミーティング、
情報交換、学習会など
 問福祉課保護班☎73－0096

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

催 し
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