スキー・スノーボード教室
参加者

香取匝瑳歯科医師会
市民公開講座
口臭についての正しい情報を知り、
さわやかな息で心地よく過ごしましょ
う。来場者にプレゼントがあります。
日時… 12月13日（日）10時〜（９時30分
受け付け開始） 場所…市民ふれあい
センター 講師…川口陽子氏（東京医

12月28日（月）は
固定資産税 第４期
（日） 出発…19時（市役所玄関前集合） 国民健康保険税 第７期
行き先…長野県菅平高原方面 対象… 介護保険料 第７期
市内在住、在勤、在学の人（中学生以 １月４日（月）は
下は、要保護者同伴） 定員…40人（受 後期高齢者医療保険料 第６期 の
け付け順） 費用…中学生以上30,000円、 納付期限（口座振替日）です。
期日…平成28年２月５日（金）〜７日

科歯科大学大学院教授） テーマ…「息

小 学 生 以 下25,000円（ス キ ー・スノー

さわやかに健康生活 お口のにおい、

ボード・ウェアなどのレンタル料およ

気になりませんか？」 入場料…無料

びスクール参加料は別途） 申し込み

同会事務局☎0478−79−6570

下富谷ひょうたん民藝倶楽部
ひょうたん手づくり民藝展
え

と

さる

…１月10日（日）までに、電話で仮申し
込み後、申込書の提出と併せて費用を
納入してください。
生涯学習課スポーツ振興班

来年の干支「申」を中心に手作りの
作品約300点を展示・即売します。
日時… 12月13日（日）10時〜 15時

場

所…下富谷コミュニティセンター

入

☎73−0097

東総運動場自主事業

週末は何かがある！

ふれあいパーク情報
ふれあいパ
ク情
クリスマスイベント
12月23日（水）10時から、クリスマ
スイベントを行います。
イベントにお越しの小学生以下のお
子さん先着200人には、サンタさんか

◆ストレッチング講習会

らの素敵なプレゼントがあります。

日本体育協会公認指導員による、ユ

同倶楽部・加瀬☎090−8597−7985

航空科学博物館イベント

ニークで簡単なストレッチテストと全
身ストレッチ体操の講習会。自分の体
をもっと知ってみませんか。

◆やさしい航空のはなし「成田空港の

日時…12月13日（日）14時〜 15時30分

おしごと」

場所…同運動場会議室（旭市） 対象

航空機の誘導・交通整理を行ってい

昨年の
クリスマスイベント

場料…無料

税と保険料

…小学生以上 定員… 20人

費用…

るランプコントローラーを含め、空港

200円（保険料含む）

内の仕事について解説します。

◆ビギナーズテニス大会

日時… 12月６日（日）13時〜 場所…

日時…平成28年１月24日（日）８時〜

同博物館１階多目的ホール（芝山町）

17時（開場７時）荒天中止

場所…同

花・植木見本園では、ポインセチ

◆クリスマス行事

運動場テニスコート（旭市） 種目／

ア・シクラメン・洋ランなどの季節の

クリスマスソングを中心としたコン

お歳暮用品や、お正月に欠かせない
お せ ち 料 理（26日 ご ろ か ら）、お 餅、
切り花などを各種取りそろえています。

試合方法…一般・学生の男女ダブルス

花が皆さんをお持ちしています。

サートです。

／グループ別予選リーグ戦後、トーナ

臨時休館日…12月７日（月）

日時… 12月23日（水）①12時〜②15時

メント戦

定員… 28組〜 32組（受け

年末年始の営業…年内は31日（木）15

〜の計２回

付 け 順） 参 加 資 格 …【一 般】県 内 在

時まで、新年は３日（日）から（３日

住・在勤の硬式テニス初心者・初級者

は15時まで）。

場所…同博物館西棟展示

室（芝山町）
※両イベントともに費用は入館料のみ

【学生】県内在学者（現役テニス部員は

航空科学博物館☎0479−78−0557

高校１年生のみ） 費用…１組2,000円

募 集
県生涯大学校
東総学園生徒

（保険料含む）当日徴収 申し込み…
１月９日（土）以降に、申込用紙（ホー
ムページでダウンロード可）を下記ま

ふれあいパーク八日市場☎70−5080

労災職業病なんでも相談会
労働災害・職業病・交通事故後の保

で提出。窓口受け付けは同日９時開始、

障などのさまざまな相談に、弁護士や

ファックス・メール受け付けは同日13

労働安全衛生管理者、ソーシャルワー

時開始です（受け付け開始前の申し込

カーなどが解決にあたります。

対象…県内在住の55歳以上の人 募集

みは無効）
。 注意事項…①初心者・初

日時…①12月19日（土）13時〜 16時

学部…【地域活動学部】70人（週１回登

級者を対象にした大会のため、参加基

②１月30日（土）13時〜 16時 場所…

校、２ 年制、年額15,400円）
【造形学部】

準外の選手は参加をお断りする場合が

①船橋市勤労市民センター（船橋市）

園芸コース70人（週１回登校、１年制、

あります（詳細は問い合わせ）
。

②成田市中央公民館（成田市） 費用

年額27,700円）
、陶芸コース25人（週２

②団体での申し込みは、１団体に付き

…無料

回登校、１年制、年額55,500円） 願書

男女各５組までです。

予約は不要です。

受付期限…12月28日（月）
同学園☎0479−25−2035

同 運 動 場☎68−1061、FAX68−
1063、 tousou@cue-net.or.jp

※両日とも当日受け付けで、

千葉中央法律事務所
☎043−225−4567
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情報
À la carte

ワクチン接種により健康被害を
受けた人への救済制度
Information

平成25年３月31日までに、市町村の

アラカルト

＝問い合わせ先

助成により、
「ヒトパピローマウイル

＝申し込み先

市立・私立保育所
入所受け付け開始

れます。年末の大掃除などは早めに済
ませ、ごみの処分は近くのごみステー

し、接種後に何らかの症状が生じて医

ションも利用しましょう。

療機関を受診した人は、接種との関連

◆休祝日の直接搬入

望の受け付けが始まります。

人医薬品医療機器総合機構の救済制度

期間… 12月１日（火）〜 18日（金） 申

相談窓口（☎0120−149−931または☎

し込み…市役所１階福祉課、野栄総合

03−3506−9411）に、至急お問い合わ

支所および各保育所（園）に備え付け

せください。
健康管理課☎73−1200

の申請書に必要事項を記入し、必要書

自動車税の滞納処分を強化

総合支所に提出してください。 ※市

県は、自動車税の未納額の縮減のた

外保育所へ入所希望の人は、下記まで
お問い合わせください。
福祉課児童班☎73−0096

差し押さえ自動車の
引き揚げ

自動車税が

ルで配信を行っていた「緊急地震速

未納の場合

報」および「津波警報」に加えて、11

は、至急納

月19日から新たに、次の通り情報の配

付ください。
旭県税事務所☎62−0772

信を始めました。

インターネットで買える
ちばのふるさと産品
お歳暮・お年賀においしい「ちば」

風、波浪、高潮、大雪または暴風雪

の産品を贈ってみませんか。

噴火に関する特別警報…噴火警報（居

落花生、イセエビや地魚の干物、千

住地域）が該当。千葉県に該当地域は

島や小笠原諸島で、サツマイモなどに
大きな被害を与える病害虫が発生して
います。

未発生地域へ持ち込まれることのない
ように空港や港の植物検疫カウンター
で取締りを行っていますので、ご協力
をお願いします。
横浜植物防疫所千葉出張所
☎043−242−8401

催 し
日曜朝市お客様感謝サービス
日曜朝市では、日ごろのご愛顧に感
謝して、12月６日（日）は、ユリ苗の
サービスを行います。

ありません。

葉の地酒、チバザポークセット、バウ

時間…７時30分〜（30分程度） 場所

◆配信対象者

ムクーヘンなど、人気商品をインター

…ＪＡ八日市場支店駐車場

ネットで割引販売しています。 販売

27日まで、新年は10日から開催しま

期間…平成28年２月29日（月）まで

す。

新たに特別警報の対象となった市町
村に存在する携帯電話が対象です。

割引率…３〜４割引き（一部商品・期

［ＮＴＴドコモ、
ＫＤＤＩ（ａｕ）、ソフ

間限定

トバンク］

販売サイト…「ちば特産ネッ

ト」で検索。次のサイトでも取り扱っ

総務課消防防災班☎73−0084

ています。
【ちば特

八日市場飯倉店

レンタカー革命
レンタカー革命 12時間乗り放題
12時間乗り放題
ヴィッツクラス
レンタカー営業時間
７:00 〜 19:00

２５２５円

レギュラー料金

フリーダイヤル ☎0120−32−2525
携帯電話からは ☎0570−04−2525

及川石油株式会社 匝瑳市飯倉53−1
１号広告
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沖縄を始め、奄美大島などの南西諸

農林水産省植物防疫所では、これら

強化します。

気象などに関する特別警報…大雨、暴

病害虫のまん延防止に
ご協力をお願いします

の病害虫やその植物などが持ち出され、

気象庁では、これまで緊急速報メー

からの直接配信）

☎72−3036

化期間」とし、給与・預金・自動車な
さえを一層

◆新たに配信を開始した情報（気象庁

匝瑳市ほか二町環境衛生組合

め、11月から３月までを「滞納整理強
どの差し押

緊急速報メールによる
特別警報の配信開始

12月の休祝日で直接搬入を受け付け
る日は、13日（第２日曜日）です。

請求方法などについて、独立行政法

類を添付した上で、福祉課または野栄

（月）、29日（火）は大変混雑が予想さ

肺炎球菌ワクチン」のいずれかを接種

が支給される場合があります。

からの新規入所希望および継続入所希

毎年12月は、松山清掃工場へのごみ
の搬入が多くなる時期です。12月28日

スワクチン」
「ヒブワクチン」
「小児用

性が認定されると、医療費・医療手当

市内保育所（園）への平成28年４月

年末年始の大掃除はお早めに

広報そうさ H 27. 12. 1

※年内は

産業振興課農政班☎73−0089

成東高校吹奏楽部
チャリティーコンサート

産 ネ ッ トYahoo店】

「クラシックステージ」、
「ポップス

http://store.shoppin

ステージ」の２部構成で開催します。

g.yahoo.co.jp/chiba

日時…12月23日（水）①昼の部13時〜

bussan/【千 葉 特 産

（12時30分開場）②夜の部18時〜（17時

ネ ッ ト 楽 天 市 場】

30分開場） 場所…成東文化会館のぎ

http://www.rakuten.

くプラザ（山武市） 入場料…前売り

co.jp/chibabussan/

券・300円、当日券・350円（のぎくプ

県観光物産協会
☎043−225−9170

ラザで販売）
同校・内田☎0475−82−3171

