
第22回一心会書道展

動物愛護事業動物愛護事業動物愛護事業

なかよし動物フェスティバル

九十九里浜全域清掃大作戦

　ＮＰＯ法人国際ボランティア学生協
会主催で、九十九里浜全域で行われる
清掃活動です。沿岸自治体や地域住民
との協働事業なので、活動に参加する
ことができます。
期日…９月３日（木）、４日（金）※本
市での活動は、３日です。
 　問同協会☎03－3418－1840

期間…９月25日（金）～ 27日（日）　時
間…９時～ 17時（27日は13時まで）　
場所…八日市場公民館市民ギャラリー

問同会・田守☎73－4463

　県動物愛護センター（富里市）では、
次の動物愛護事業を実施します。
◆一般譲渡会（予約不要・無料）
　センターの成犬・成猫を譲渡。
期日…９月９日（水）、26日（土）、10月７
日（水）、24日（土）、11月26日（木）、12月９
日（水）、19日（土）　受付時間… 13時～
13時30分（時間内に来所）
◆飼い主さがしの会（要予約・無料）
　犬猫の欲しい人と飼い主との出会い
の場。
期日…９月５日（土）、10月３日（土）、
11月14日（土）、12月13日（日）　受付時間
…欲しい人９時～９時30分、あげたい
人９時30分～10時
 問同センター☎0476－93－5711

　動物愛護週間行事として、県動物愛
護センター（富里市）で「なかよし動
物フェスティバル2015」が開かれます。
日時…９月19日（土）10時～ 15時　内
容…動物愛護教室、乗馬体験（人数限
定）、チーバくんと写真撮影ほか
 問同センター☎0476－93－5711

期日…９月19日（土）　場所…君津市
中央図書館　時間／内容…12時～13時
／補装具展示相談、13時～ 16時／講
習と演習　費用…無料
問千葉県オストミー協会
 ☎043－309－7571

募集職種…土木工事の設計・施工管理、
農業水利施設の電気などの点検・整
備・管理　採用人数…若干名　応募資
格…平成３年４月２日～10年４月１日
生まれの高卒以上（見込み含む）の人で、
採用時に匝瑳市、旭市または横芝光町
に居住しており、通勤可能であること
応募方法…履歴書（写真貼付）、卒業
（見込）証明書を持参または郵送　受
付期間…10月14日（水）～ 21日（水）
※土・日曜日を除く　１次試験日…11
月11日（水）
　問同土地改良区総務課☎72－1506
（〒289－2141匝瑳市八日市場ハ974番
地２）

　ピアサポートとは、「仲間同士の支
え合い」です。病気や障がいの経験を
生かしての学びや、新たな支え合いを
体験しませんか。
日時…９月24日（木）、10月７日（水）、
10月22日（木）、11月２日（月）、11月20日
（金）の各日13時30分～15時30分　場所
…中核地域生活支援センター・海匝
ネットさわやかホール（旭市）　内容
…大学教授、精神科医、ピアサポー

ター、精神保健福
祉士を招いての講
義やグループワー
ク　費用…無料　
※９月11日（金）ま
でに申し込み。
　問県海匝健康福
祉センター（海匝
保健所）
☎0479－22－0206

募 集
新米まつり

「敬老の日」にプレゼント

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 パ ク情ふれあいパ ク情
週末は何かがある！週末は何かがある！週末は何かがある！

日時…９月12日（土）、13日（日）10時
～ 15時　内容…新米の販売や、おい
しい炊きたて新米の試食会

　当日2,000円以上
お買い上げのレシー
トをお持ちの70歳以
上のお客様、先着200
人にプレゼントを差
し上げます。
日時…９月21日（月）９時～
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

オストメイト
社会適応訓練講習会

千葉県大利根土地改良区
28年度新規採用職員

海匝地域精神障がい者
ピアサポート講座参加者

県立旭高等技術専門校
28年度推薦入校生

シルバー人材センター
技能講習会参加者

募集人員…【自動車整備科】10人【Ｎ
Ｃ機械加工科】７人　応募資格…平成
28年３月高卒見込みで学校長が推薦す
る人　募集期間…９月15日（火）～ 10
月２日（金）　選考日…10月14日（水）
◆体験学習会
　機械加工と自動車整備を同時体験で
きます。高校生・求職者が対象です。
期日…９月12日（土）
 問同校☎62－2508

　草刈り機による作業、植木剪定の基
本などを学びます。
日時…【草刈り】９月10日（木）【植木】
９月17日（木）の各日13時～（雨天時
は翌日）　申込期限…開催日の前日　
費用…無料　※草刈り機または剪定ば
さみを持参してください。
　問匝瑳市シルバー人材センター
 ☎70－2030

９月30日（水）は
固定資産税　第３期
国民健康保険税　第４期
後期高齢者医療保険料　第３期
介護保険料　第４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

１号広告

匝瑳の街灯り匝瑳の街灯り匝瑳の街灯り
日時／ 2015. １１. ７（土）12時より
　　　山野みどりショー
会場／ 旭市鎌数ヒューマンプラザ 黄鶴
お一人様 10,000円（お食事・ドリンク付）

ご当地ソング熱唱

チケット申し込み 山野みどり音楽事務所☎080－5084－4140チケット申し込み 山野みどり音楽事務所☎080－5084－4140チケット申し込み 山野みどり音楽事務所☎080－5084－4140
匝瑳市富岡・森川☎73－3970匝瑳市富岡・森川☎73－3970匝瑳市富岡・森川☎73－3970
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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 防衛大学校・防衛医科大学校
願書受け付け

居所あてに変更できます
「マイナンバー」の通知先

日曜朝市で
新米おにぎりをサービス

オータムジャンボ宝くじ
お買い求めは県内で

危険物取扱者試験（後期）

犬・猫の不妊・去勢手術に助成

銚子特別支援学校公開

建築無料相談会

第４回写遊会十人展

　オータムジャンボ宝くじの収益金は、
明るく住みよいまちづくりや、地域住
民の福祉向上に使われます。都道府県
別販売実績による県配分がありますの
で、県内の売り場で購入しましょう。
発売期間…９月28日（月）～ 10月16日
（金）
問千葉県市町村振興協会
 ☎043－311－4162

　県獣医師会と県動物保護管理協会で
は、犬・猫の不妊・去勢手術費用の助
成をしています。
助成対象…県獣医師会員動物病院で年
内に手術可能な犬・猫約800頭（応募
多数の場合抽選。１世帯当たり１頭の
み応募可。応募前の手術は助成対象外）
助成金額…当選者に送られる助成利用
券により、12月26日（土）までに手術
を受けた場合、手術費用から5,000円
を減額（手術と同時にマイクロチップ
装着の場合はさらに1,000円を減額お
よび抽選時優遇。装着取りやめの場合
は当選無効）　対象動物…【飼い犬】今
年度の狂犬病予防注射済みで登録がさ
れていること【飼い猫】手術可能であ
ること　応募方法…市役所１階環境生
活課または野栄総合支所窓口に備え付
けの応募はがきを使用し、９月20日
（日）～ 26日（土）の消印が押されるよ
うにポストに投函。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　本年10月以降、マイナンバー（個人
番号）が「通知カード」の送付により
通知されます。
　一人暮らしで、長期間、施設に入所
している人など、やむを得ない理由に
より、通知カードを住民票の住所地で
受け取ることができない人は、居所に
送付することもできますので、９月25
日（金）までに市民課戸籍班で居所情
報の登録申請をしてください。
　代理人が申請する場合は、事前にお
問い合わせください。
 問市民課戸籍班☎73－0086

日時…９月６日（日）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

期間…９月10日（木）～ 20日（日）※
月曜日を除く　時間…９時～ 17時（10
日は12時から。20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・平山☎090－3508－4601

日時…９月13日（日）９時～ 16時　場
所…市民ふれあいセンター　主催…匝
瑳市八日市場建築連合組合
 問同組合☎73－4390

日時…10月７日（水）９時20分～ 12時
（受け付け９時）※下記へ事前連絡。
　問同校教頭・鈴木☎0479－22－0243

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

催 し
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【防衛大学校・推薦】応募資格…高卒
（見込み含む）21歳未満の人（成績優秀
かつ生徒会活動などに顕著な実績を収
め、学校長が推薦できる人）　受付期
間…９月５日（土）～９日（水）必着　
試験日…９月26日（土）、27日（日）
【防衛大学校・総合選抜】応募資格…
高卒（見込み含む）21歳未満の人　受
付期間…９月５日（土）～９日（水）必
着　１次試験日…９月26日（土）
【防衛大学校・前期】応募資格…高卒
（見込み含む）21歳未満の人　受付期
間…９月５日（土）～ 30日（水）必着
１次試験日… 11月７日（土）、８日
（日）
【防衛医科大学校】応募資格…高卒（見
込み含む）21歳未満の人　受付期間…
９月５日（土）～30日（水）必着　１次試
験日…10月31日（土）、11月１日（日）
【防衛医科大学校看護学科学生（自衛
官候補看護学生）】応募資格…高卒（見
込み含む）21歳未満の人　受付期間…
９月５日（土）～ 30日（水）必着　１次
試験日…10月17日（土）
※年齢は平成28年４月１日現在
問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

種類…甲種、乙種、丙種　試験日…11
月29日（日）　場所…千葉科学大学（銚
子市）　受付期間…書面申請：９月17
日（木）～ 10月９日（金）、電子申請：
９月14日（月）～ 10月６日（火）　願書
配布場所…消防本部予防課、消防署
◆受験者講習会（乙種第４類対象）
期日… 10月７日（水）　※受講希望者は
事前申し込みが必要。
　問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部
予防課☎72－1916

内容：みそ加工、軽い農作業

時間：８:00 ～ 17:00（30分単位）

時給：条件により相談
　　　※勤務日、時間、休日は応相談

問い合わせ先：堀川西営農組合（板倉宛）

〒289－3185 匝瑳市堀川264－1　☎0479－67－5234

園芸好きなパート　募集パート　募集パート　募集さ
　ん

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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