
募集団地…いいぐら団地　間取りなど
…２ＤＫ・家賃月額6,700円～　募集戸
数…５戸　募集期間…２月１日（金）～
15日（金） ※土･日曜日、祝日を除く８
時30分～17時に受け付け。　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／同課　※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

資格…【一般】18歳以上34歳未満の人
【技能】18歳以上で国家資格などの所有
者（資格により53歳未満から55歳未満
まで上限あり）　受付期間…４月12日
（金）まで　試験日…４月20日（土）～
24日（水）の指定する１日　待遇・その
他…階級は指定しない。教育訓練招集
手当は日額7,900円。所定の教育訓練
終了後、予備自衛官として任用　※年
齢はいずれも2019年７月１日現在。
問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

日程…５月～翌年２月（原則日曜日で
全30回程度）　場所…野栄総合支所内
対象…匝瑳市、横芝光町に在学の小学
校３年生～中学校３年生　定員…30人
費用…年間5,000円　申し込み…往復
はがきに①郵便番号②住所③氏名（ふ
りがな）④性別⑤電話番号⑥新年度の
学年⑦保護者氏名（ふりがな）を記入
（返信面に申込者の住所・氏名を記入）
し、「八匝少年少女発明クラブ事務局」
（〒289－2114匝瑳市上谷中2290番地９）
まで郵送　申込期限…３月９日（土）
問同クラブ事務局担当・笹本
 ☎080－5428－8325

市営住宅入居者
募

予備自衛官補（一般・技能）
募

八匝少年少女発明クラブ
平成31年度メンバー

募

　坂田苑デイ・サービスセンターの非
常勤職員（介護員）の募集を行います。
詳しくはお問い合わせください。
問山武郡市広域行政組合立坂田苑デ
イ・サービスセンター☎80－1718

対象…原則60歳以上で、仲間づくり、
生きがいづくり、社会参加に興味があ
る人　募集学科・定員…健康・生活学
部（２年制）・６人、造形学部陶芸コ
ース（１年制）・３人　受付期間…２
月８日（金）～28日（木）　※入学案内
は、同学園の他に市役所１階高齢者支
援課などで配布しています。
 問同学園☎0479－25－2035

坂田苑非常勤職員
募

生涯大学校東総学園
平成31年度入学生（２次）

募

◆こころのしゃべり場（❶）
　精神科に通院している人、社会に出
にくい人の情報交換会。ピアサポータ
ー（病気を克服されている人）や相談
支援専門員とお話ししませんか。
日時…２月12日（火）、３月12日（火）
時間はいずれも13時30分～15時30分　
場所…八日市場公民館（第２講座室）
◆こころの健康のつどい（❷）
　ピアサポーターや精神保健福祉士と
テーマを決めて学びます。
日時…３月12日（火）10時～12時　場
所…八日市場公民館（視聴覚室）　テ
ーマ…認知行動療法
問❶聖マーガレットホーム☎74－3457、
❷福祉課障害福祉班☎73－0096

　市内小・中学校から寄せられた作品
から、審査会での入選作を展示します。
期間…３月１日（金）～７日（木）　場
所…市民ふれあいセンター（ロビー）
主催…匝瑳市横芝光町消防組合　協賛
…匝瑳市横芝光町危険物安全協会
 問同組合消防本部予防課☎72－1916

　「母へのゆるし～ジブリ宮崎駿作品
にみる母と子の和解～」をテーマに、
光元和憲さん（ちば心理教育研究所所
長。臨床心理士）が講演します。
日時…３月３日（日）14時～15時30分
場所…千葉市文化センター　定員…
140人（申し込み多数の場合抽選）　※
参加無料。申し込みは２月22日（金）
までに、下記まで。
問県総合企画部男女共同参画課☎043

－223－2376、ファクス043－222－0904、
メール kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jp

“心の健康”を考える集い
催

第42回防火ポスター作品展
催

ＤＶ・児童虐待予防セミナー
催

２月28日（木）は

・国民健康保険税〔第９期〕

・後期高齢者医療保険料〔第８期〕

・介護保険料〔第９期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

2
10 ベーコン・薫製卵づくり 

　10日（日）は、簡単な手作りベーコ
ンと薫製卵の製作体験を行います。
時間…10時～14時ごろ　参加費…1,000
円　持ち物…軍手、エプロン、三角巾、
ベーコン持ち帰り用の容器　定員…当
日先着20人
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

スマホで広報紙が読めます。問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先

すずらん介護福祉学院

実務者研修（３月生・４月生） 初任者研修

喀痰吸引等研修１号・２号

☎0479-73-4811包括事務局：匝瑳市飯倉台10－20

市内の方には費用の
援助があります。

詳細は、 で して下さい。すずらん介護福祉学院 検索

３月 開講（予定）成田

３月 開講 成田

毎月、匝瑳教室・成田教室で開講します。
県の貸付制度が利用でき、受講費用は
かかりません。
通学は国の指定通り全10日間。医療的
ケアもきちんと３日間含みます。

１号広告

＃ おんがくなかよしコース（新年少）
＃ 幼児科（新年中・新年長）
＃ ジュニアスクール基礎（小学生）

匝瑳市八日市場イ2383-7　 ※水曜・日曜定休
JR八日市場駅正面 直進・八日市場幼稚園 南側

♪５月開講 生徒募集中♪

㈲大川楽器店　八日市場センター

３月・４月 体験レッスン受付中（要予約）

℡ 0479-72-2310 受付時間 14時30分～19時00分

１号広告

広報そうさ H 31.2月号 22



　学校体育施設の開放利用について、
平成31年度の団体登録と許可申請の受
け付けをします。希望団体は、「利用
団体登録申請書」と「開放利用許可申
請書」を提出してください。なお、申
し込みが重複した場合は調整を行いま
すが、希望に添えないことがあります。
提出期限…２月15日（金）
問生涯学習課スポーツ振興班

 ☎73－0097

　平成29年８月から、年金受給に必要
な資格期間が25年から10年に短縮され
ました。該当者には、日本年金機構か
ら年金請求書が郵送されていますので、
早めに手続きをしてください。
問ねんきんダイヤル☎0570－05－1165
（050で始まる電話でかける場合は☎03
－6700－1165）

　大麻は世界で最も乱用されている薬
物です。近年、中学生や高校生が大麻
を所持したことで検挙されるなど、若
年層への広がりが心配されています。
　薬物乱用は自分一人の問題ではなく、
家族や社会全体に大きな迷惑をかけて
しまいます。一人ひとりが薬物の危険
性を正しく理解し、地域が一体となっ
て若者が薬物に手を出さない社会環境
をつくることが大切です。

▽薬物の相談機関　県精神保健福祉セ
ンター☎043－263－3892、海匝健康福
祉センター（八日市場地域保健センタ
ー）☎72－1281、県警ヤング・テレホ
ン☎0120－783－497
問県健康福祉部薬務課
 ☎043－223－2620

学校体育施設
開放利用の受け付け

i

年金の受給資格期間が
10年になりました

i

大麻の危険性を
正しく理解しましょう

i

　「ちば M
マ イ

y S
スタイル

tyle D
ダイアリー

iary」は、千葉県
が配信する、結婚、妊娠・出産、育児
のライフステージにある皆さんを応援
する無料のスマートフォンアプリです。
主な機能…24時間ＷＥＢ
相談、基礎体温管理や健
診記録、子どもの予防接
種管理、婚活・妊活・子
育てコラム、妊活中・妊
娠中・幼児食レシピなど
問県健康福祉部子育て支援課
 ☎043－223－2656

日時…２月３日（日）13時50分～16時
10分　場所…市民ふれあいセンター　
内容…講演【テーマ】木更津基地の歴
史と現在－渡洋爆撃からオスプレイま
で【講師】栗原克

かつ

榮
よし

さん（元高校教員）
参加費…500円（資料代。高校生以下
無料）　※申し込み不要
 問同協議会・野口☎090－4822－9104

日時…２月５日（火）10時～15時　場
所…イオンモール銚子（イルカの広
場）　内容…作業学習製品の販売、幼
児・児童・生徒の作品展示
 問同校☎0479－22－0243

　匝瑳市への移住促進や雇用の場の確
保を目的に、４月開設予定の「九十九
里ホーム飯倉駅前特別養護老人ホー
ム」の仕事説明会を開催します。
日時…２月９日（土）９時～17時　場
所…市民ふれあいセンター
問九十九里ホーム法人本部☎72－1400

ちば My Style Diaryを
無料配信中

i

東総歴史教育者協議会 学習会
「戦争と平和を学ぶ会」

催

銚子特別支援学校
「銚特フェア」
催

介護の仕事説明会
催

　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…２月10日（日）９時～16時　場
所…市民ふれあいセンター（相談室）
問匝瑳市八日市場建築連合組合（鈴木）
 ☎73－1810

日時…２月10日（日）９時50分開演　
場所…市民ふれあいセンター　ゲスト
…歌手・森若里子さん　主催…歌謡愛
好会、凰泉流萠乃会
 問萠乃会・實川☎73－4836

　「読み書き歌い語り継ぐプロジェク
ト」と題して行う文芸賞「海へ」の公開
審査などを行います。
日時…２月17日（日）12時30分～18時
場所…千葉県東総文化会館（小ホー
ル）　内容…入選作品の朗読発表（公
開本審査）、特別ゲスト・實川風

かおる

さん
のピアノ演奏、白坂道子さんの特別講
演（朗読）「高橋順子を読む」ほか　入
場料…無料　主催…高橋順子を囲む会、
公益財団法人千葉県文化振興財団
問同文芸賞実行委員会（ＮＰＯ法人
「光と風」内）☎57－5777

　相続税・贈与税に関する相談に税理
士が応じます
日時…２月22日（金）９時30分～12時
（午前の部）、13時～15時30分（午後の
部）　場所…旭市第二市民会館（第１
講習室）
問千葉県税理士会銚子支部
 ☎0479－22－3901

建築無料相談会
催

二元会新春華舞台
催

旭いいおか文芸賞「海へ」
催

税理士記念日の無料相談
催

▼ダウンロード
はこちら

nformation

À la carte i ＝お知らせ　催＝催し　募＝募集
nformation

À la carte情報 アラカルト

★自動ドア全メーカー・扉・鍵・サッシ 対応★

ホームページ見てね！

株式会社 東総オートドア

建設業千葉県知事
許可（般-25）　第 48918 号TAD

匝瑳市長谷3600
☎ 0479（72）5551
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八日市場ホ５０５・126号バイパス沿い
電 0479－72－0061
営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～20:00
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電 0479－72－0061
営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～20:00
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