
航空科学博物館　航空寄席

九十九里地域水道企業団職員

千葉県警察官

市臨時保育士

気功同好会会員

ホタル復活隊第６期生

　「七代目が語る二宮金次郎～心田
（倫理）と田畑（経済）の実りへ～」と
題して、二宮金治郎七代目子孫の中桐
万里子さん（＝写真）が講演します。
　尊徳像の本当の意味は勤勉ではない。
尊徳が二宮家の家族だ
けに伝えた事とは？
日時…７月６日（月）18
時30分～ 20時　場所…
市商工会館　参加費…
学生・匝瑳市倫理法人
会会員1,000円、一般2,000円

問同会・塚本☎080－1158－4319

　三遊亭遊雀さんと柳家三之助さんに
よる「航空トーク」と古典落語。
日時…７月５日（日）13時～　場所…同
館（芝山町）　料金…入館料：大人500
円、中高生300円、４歳～小学生200円
（受け付けで先着100人に整理券を配布）

問同館☎0479－78－0557

期日…７月11日（土）　場所…佐原中
央公民館（香取市）　時間／内容… 12
時～ 13時／補装具展示相談、13時～
16時／講習と演習
問千葉県オストミー協会☎043－309－
7571（月・火・金の10時～ 17時）

　県内在住・在勤・在学の硬式テニス
初心者・初級者（現役硬式テニス部員
は高校１年生まで）対象の大会です。
日時…７月26日（日）８時～　場所…
東総運動場（旭市）　種目…男女各ダ
ブルス　参加費…１組2,000円　申し
込み…７月11日（土）９時から窓口受
け付け開始、13時からFAX68－1063
とメールtousou@cue-net.or.jpの受
け付け開始　定員…男女合計約40組
（受け付け順）※申込用紙は東総運動場
ホームページからダウンロードできます。

問東総運動場☎68－1061

募集人員…４人程度　雇用期間（予定）
…平成27年８月から６か月間（更新
有）　勤務時間…平日８時30分～ 17時
15分　勤務先…八日市場・吉田・豊栄
の各保育所　応募方法…臨時職員登録
申請書（市役所総務課備え付けまたは
市ホームページからダウンロード）と
保育士証写しを総務課へ提出　選考方
法…面接　問い合わせ…福祉課児童班
☎73－0096

募集期間…７月３日（金）～８月14日
（金）　採用予定数…①大学卒業または
卒業見込み：男性45人程度、女性10人
程度②高校または専門学校卒業など：
男性140人程度、女性15人程度

問匝瑳警察署☎72－0110

募集人員…①一般行政職上級１人②技
術職（電気）上級１人③技術職（土木）
初級１人　受験資格…①②は、昭和62
年４月２日～平成６年４月１日の生ま
れで学歴不問、または平成６年４月２
日以降の生まれで大学（短期大学を除
く）を卒業した人（卒業見込みの人を
含む）。③は、昭和62年４月２日～平
成10年４月１日の生まれで学歴不問　
受付期間…７月28日（火）～８月14日
（金）　試験日…９月20日（日）　
　問同企業団総務課☎0475－54－0631

　八日市場公民館サークルです。入会
申し込みは、活動時に直接会場へお越
しください。
活動日時／場所…毎月第２日曜日13時
30分～ 16時／八日市場公民館　会費
…月額1,000円
 問同公民館☎72－0735

日時…８月２日（日）９時～ 12時　場
所…同校　内容…燃料電池で走行する
自動車模型作成　対象…小学生10人・
保護者同伴可　申し込み方法…７月24
日（金）16時までに電話（申し込み多
数の場合は抽選）

問同校☎62－2508

　広報そうさ６月号に掲載した内容
に誤りがありました。次の通り訂正
して、おわびいたします。
①７ページ「匝瑳市小学校体育大会」
　400ｍリレー６年男子１位のメン
バーの氏名
【誤】川名優斗さん
【正】川和優斗さん
②13ページ「寄付」
【誤】そうさ舞踏会様より 51,841円
【正】そうさ舞踊会様より 51,847円

募 集

七夕飾り

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！

　今年のトウモロコシは甘くて大
粒！地元産をご賞味ください。

期間…７月４日（土）～８日（水）
　豊和小学校の児童が
願いを込めて書いた短
冊を飾ります。ご来場
のお客さまも願い事を
どうぞ。

問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

ビギナーズテニス大会
第16回つばき杯　参加者

匝瑳市倫理法人会
ナイトセミナー

オストメイト
社会適応訓練講習会

県立旭高等技術専門校
夏休みものづくり体験参加者

　自分たちの手でアクアボトルを作り、
生き物がすみやすい環境を知ることで、
自然の大切さを学びます。
日時…７月25日（土）14時～ 20時30分
場所…横芝光町原方（ビオトープ）他
定員… 50人（申し込み順）　対象…小
学校３年生～６年生　※雨天の場合は、
翌日へ延期
　問一般社団法人八日市場青年会議
所・小川☎090－7211－5607

７月31日（金）は

固定資産税　第２期

国民健康保険税　第２期

後期高齢者医療保険料　第１期

介護保険料　第２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

訂正とおわび
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サマージャンボ宝くじ　
お買い求めは県内で

事業協同組合などの
設立に関する無料相談

戦没者慰霊事業

ごみの野焼きはやめましょう

有害鳥獣駆除を実施しています

日曜朝市お客様感謝サービス

病害虫のまん延防止にご協力を

銚子特別支援学校　銚特フェア

国立館山海上技術学校体験入学

第15回匝美会展

防火管理甲種新規講習

　カラスなどによる農作物被害を防止
するため、10月31日（土）まで市内全
域で有害鳥獣駆除を実施しています。
　駆除は、腕章を付けた匝瑳猟友会員
が、人や家屋、動植物に万全の注意を
払って行っています。
一斉駆除日…７月25日（土）、８月30
日（日）　時間…日の出～日没
 問産業振興課農政班☎73－0089

　ごみをドラム缶などで焼却する「野
焼き」を行う家庭が見られます。
　野焼きは、煙や悪臭に加え、有害物
質であるダイオキシン類の発生原因と
なるため、原則として禁止されていま
す。火災の原因にもなり危険です。
　一般家庭のごみは、ゴミステーショ
ンに出しましょう。　
 問環境生活課環境班☎73－0088

　今年のサマージャンボ宝くじは、１
等・前後賞合わせて７億円。サマージャ
ンボミニ7000万も同時発売します。
　この宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。
都道府県別販売実績による県配分があ
りますので、ぜひ県内の宝くじ売り場
でお買い求めください。
発売期間…７月８日（水）～ 31日（金）
問千葉県市町村振興協会
 ☎043－311－4162

　サツマイモなどの農作物に大きな被
害を与える病害虫が、沖縄・奄美・小
笠原などで発生しています。
　植物防疫所では、これらの地域から
病害虫や病害虫が付着するおそれのあ
る植物などが持ち出されないように、
また、未発生地域に持ち込まれること
のないように、空港や港で取り締りを
行っています。ご理解とご協力をお願
いします。
問横浜植物防疫所千葉出張所
 ☎043－242－8401

　千葉県中小企業団体中央会では、
「共同組織」や「企業組合」の設立に関
する無料相談を行っています。
問千葉県中小企業団体中央会設立相談
室☎043－306－3285

◆慰霊巡拝
　厚生労働省では、旧主要戦域や遺骨
帰還のできない海上での戦没者や、旧
ソ連およびモンゴル地域での抑留中死
亡者を慰霊するため、遺族を主体とし
た巡拝を実施しています。
問財団法人千葉県遺族会事務局☎043
－251－3358または県健康福祉指導課
☎043－223－2346
◆慰霊友好親善事業
　日本遺族会では、先の大戦で父親な
どを亡くした戦没者遺児を対象として、
戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行
うとともに、その地域の住民と友好親
善を図るための事業を実施しています。
問財団法人日本遺族会事務局
 ☎03－3261－5521
　財団法人千葉県遺族会事務局
 ☎043－251－3358

　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、７月５日に
「トウモロコシのサービス」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、ご来場ください。
時間…７時～（30分程度）
 問産業振興課農政班☎73－0089

日時…７月７日（火）10時～ 16時　場
所…イオンモール銚子店イルカの広場
内容…高等部作業学習の製品（和紙製
品、藍染め品、花苗、培養土）販売　
 問同校・山﨑☎0479－22－0243

期間…７月７日（火）～12日（日）10時
～ 18時（７日は13時からで、12日は16
時まで）　場所…八日市場公民館
 問同会・太田☎72－3503

対象…中学生　日時…７月11日（土）、
31日（金）、10月10日（土）10時～ 15時
内容…学校・入試説明、体験航海、
ロープワーク体験、操船シミュレータ
体験他　所在地…館山市大賀無番地
 問同校教務課☎0470－22－1912

期日…８月19日（水）～ 20日（木）　場
所…佐原中央公民館（香取市）　受付
期間…７月15日（水）～ 16日（木）　申
込用紙…日本防火・防災協会のホーム
ページからダウンロードまたは消防本
部に備え付け
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72－1916

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

催 し

１号広告

対象年齢 ５才～小学生のお子さんと保護者様／ご家族

同時募集…見学・体験随時

初心者クラス（月曜夜）
夜クラス・タヒチクラス（火曜夜）
シルバークラス（木曜午前）
午後クラス（木曜午後）

場  所 Aスタジオ（八日市場ドーム隣・大和家具さん２階）

レッスン日時 ８／ 11・18・25 （火曜 全３回）
　　　　　午後６時～６時50分

☎73－2098/090－5343－9481（飯倉台　市村）
フラダンス教室 アヴァプヒ・オケ・アオ

締切日：７月31日
●お問い合わせ・申し込み

レッスン内容 簡単なステップで１曲仕上げます。

レッスン料 ¥2,000

夏休み親子フラダンス体験者募集夏休み親子フラダンス体験者募集夏休み親子フラダンス体験者募集

１号広告

千葉県知事　許可（般-25）第48918号
匝瑳市長谷3600 ☎0479－72－5551
匝瑳市商工会・銚子法人会会員

★ 街の自動ドア屋さん ★★ 街の自動ドア屋さん ★★ 街の自動ドア屋さん ★
全メーカーの自動ドアに対応

自動ドア１級施工技能士がご対応します！

株式会社 東総オートドア
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