
　匝瑳市文化団体協議会の日舞七社中
会員による発表会です。
日時…４月14日（日）10時30分開演　
場所…市民ふれあいセンター　※入場
無料。社会福祉に役立てるため、募金
は市へ寄付します。
 問そうさ舞踊会・小川☎67－3039

◆こころのしゃべり場（A）
　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。病気を克服さ
れている人（ピアサポーター）や相談
支援専門員とお話ししませんか。
期日…４月９日（火）、５月14日（火）
時間…両日とも13時30分～15時30分　
場所…八日市場公民館（２階第２講座
室）
◆こころの健康のつどい（B）
　ピアサポーターや精神保健福祉士と
各回のテーマを決めて学びます。
日時…５月14日（火）10時～12時　場
所…八日市場公民館（２階第２講座
室）　テーマ…「発達障害とは？」
問 A 聖マーガレットホーム☎74－
3457、B福祉課障害福祉班☎73－0096

　就農した青年農業者を対象に、農業
に関する知識や技術を学びます。同世
代の仲間づくりや交流の場になります。
内容…３年課程。施肥の方法や効果的
な病害虫防除方法など、農業の基礎技
術を学ぶ。地域の先進事例の視察など
を通じて農業経営の学習を実施（年10
回程度のカリキュラム）　参加費…無
料（実費分負担の場合あり）
問海匝農業事務所改良普及課
 ☎62－0334

第７回チャリティー
そうさ舞踊会発表会

催

“心の健康”の集い
催

農業経営体育成セミナー
参加者

募

　各種統計調査にご協力いただける統
計調査員を随時募集しています。任用
に当たり、①原則20歳以上の人、②秘
密の保護に信頼のおける人、③警察・
税務事務に直接関係のない人－などの
要件があります。
調査員の仕事…調査票の配布・回収、
整理・提出　平成31年度の実施予定調
査…経済センサス‐基礎調査（調査時
期：６月～翌年３月）、全国消費実態
調査（同：９月～11月）、農林業セン
サス（同：12月～翌年２月）　その他
…調査範囲は、調査員の居住地区また
はその近隣地区です。調査員としての
登録後、調査の実施時に連絡をします。
 問企画課企画調整班☎73－0081

受付期間…４月12日（金）まで　採用
人数…【警察官Ａ】男性・131人程度、
女性・25人程度【同Ｂ】男性・20人程度、
女性・５人程度　試験日…５月12日
（日）　※Ａ区分は大卒者または2020年
３月までに卒業見込みの者、Ｂ区分は
Ａの学歴に該当しない者です。
 問匝瑳警察署☎72－0110

統計調査員
募

千葉県警察官
（平成31年度第１回募集）
募

　700M
メガヘルツ

hz帯の周波数を利用した携帯
電話基地局の開設に伴い、４月18日か
ら、市内で一部テレビに電波障害が起
こる可能性があります。テレビ映像
に影響が出た場合は、「一般社団法人
700MHz利用推進協会」（総務省から認
定を受けた携帯電話事業者４社が設立
した団体）までお問い合わせください。
修理は工事業者が無料で行います。
 問同協会☎0120－700－012

日時…４月７日（日）９時～17時　場
所…市民ふれあいセンター　ゲスト…
福本えみさん　※入場無料
 問同会・土屋☎72－4561

　市への移住促進や雇用の場の確保を
目的に開設される「飯倉駅前特別養護
老人ホーム シオン」や、関連施設で
働くための見学会です。
期日…４月９日（火）・11日（木）・13日
（土）　時間…各日10時、14時、18時（各
90分程度）　場所…同施設　※希望者
は事前に下記まで問い合わせ。
 問九十九里ホーム法人本部☎72－1400

　トウキョウサンショウウオなど里山
の生き物などの観察を行います。
日時…４月14日（日）９時～　※少雨
実施（荒天中止）　場所…八日市場公
民館集合　対象…小学生、親子、家族
（４年生以下は要保護者同伴）　定員…
30人　参加費…無料　※申し込みは４
月２日（火）から受け付け。
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

テレビの受信障害の対策
i

第15回白秀会九十九里
民謡民舞発表会

催

働くための施設見学会
催

自然観察会
催 4

21 タケノコ掘り体験 

　旬の味覚・タケノコづくしの昼食付
き。掘ったタケノコは２㎏までお持ち
帰りできます。
日時…４月21日（日）10時～　
参加費…1,000円（小学生以下
500円）　定員…25人（申し込み
順）　※事前に下記まで申し込み。当
日は長靴と軍手をお持ちください。
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（5月生・６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

５月 開講（予定）匝瑳

５月 開講 匝瑳

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
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　「屋外広告物」を表示・設置する場合
は、一部を除いて市の許可が必要です。
　表示・設置できない場所や大きさ、
高さなどの基準が定められていますの
で、事前にご相談ください。許可期間
以降も継続して表示する場合は更新が
必要です。
◆定期的に点検し安全管理を
　屋外広告物は時間の経過とともに老
朽化すると倒壊の恐れがあります。設
置者（管理者）は、広告物を良好な状
態に保つため、定期的な安全点検を行
いましょう。異常が見られた場合は、
早急に改修や撤去などの安全性を確保
する処置を行ってください。
 問都市整備課都市計画班☎73－0091

　平成31年度（４月～翌年３月）に可燃
ごみを収集する祝日は、次の通りです。
祝日収集日…４月29日（月）・30日（火）、
５月２日（木）・３日（金）・６日（月）、
７月15日（月）、８月12日（月）、９月16
日（月）・23日（月）、10月14日（月）・22
日（火）、11月４日（月）、１月13日（月）、
２月11日（火）・24日（月）、３月20日（金）
問匝瑳市ほか二町環境衛生組合☎72－
3036、環境生活課環境班☎73－0088

　市では、千葉県市町村振興協会から
「サマージャンボ宝くじ」「ハロウィンジ
ャンボ宝くじ」の収益金の配分を受け、
平成30年度はこれらを、子ども医療費
助成事業の財源として活用しました。
　宝くじ収益金は、都道府県別の販売
実績額などにより配分されますので、
ぜひ県内の売り場でご購入ください。
 問財政課財政班☎73－0085

屋外広告物はルールを
守って設置しましょう

i

祝日の可燃ごみ収集の
年間予定

i

身近なまちづくりに
役立つ宝くじ

i

　市では、経済的理由で修学が困難な
高校生以上の学生に対し、育英資金の
貸し付けを行っています。希望者は、
５月８日（水）までに、申請書（市ホー
ムページから取得可）に必要書類を添
えて、市民ふれあいセンター１階学校
教育課まで提出してください。要件な
どの詳細はお問い合わせください。
 問学校教育課学務班☎73－0094

　クロルピクリン剤などの土壌くん蒸
剤は、使用方法を誤ると人畜や植物に
大きな被害を及ぼす恐れがあります。
◆安全使用のための注意事項
①農薬容器に表示された注意事項など
に従い、防護装備の着用、施用直後の
被覆などを確実に実施する。②使用場
所、周辺の状況に十分配慮して防除を
行う。③空き容器の処理は、周辺の状
況に十分に配慮し適切に行う。
問産業振興課農政班☎73－0089、海匝
農業事務所企画振興課☎62－0156

　匝瑳市横芝光町消防組合では、救命
講習を定期的に開催します。「普通救
命講習Ⅰ」として、心肺蘇生法とＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器）の取り扱い、
応急手当ての知識などを学びます。
《第１回》日時…４月28日（日）９時～
12時　場所…市民ふれあいセンター
（受講者少数の場合は匝瑳消防署）　定
員…20人程度（中学生以上。申し込み
順）　申し込み…４月21日（日）までに
下記まで
※第２回は８月に、第３回は12月に開
催予定です。
 問匝瑳消防署救急班☎72－0119

育英資金の貸し付け
i

農薬散布時には
十分な注意を

i

救命講習を定期開催します
i

　近ごろ、電話de詐欺の“アポ電”で
被害者自宅に現金があるかを確認した
後、家に押し入って現金を強奪する事
件「アポ電強盗」が連続発生しています。
◆被害に遭わないための三つの約束
①電話で現金の保管状況などの情報を
教えない。②知らない人が来ても安易
に玄関を開けない。③留守番電話や迷
惑電話対策機器などを使う。
 問匝瑳警察署☎72－0110

◆保険料率の変更（A）
　４月納付分から、協会けんぽ千葉支
部の健康保険料率が、9.81％に引き下
げとなります（平成30年度は9.89%）。全
国一律の介護保険料率は、1.73％に引
き上げとなります（同1.57％）。
◆被扶養者の特定健診（B）
　加入者家族（40～74歳の被扶養者）を
対象に実施する特定健診は、４月上旬
に送付する「受診券」と被保険者証をお
持ちの上、健診機関（要予約）または集
団健診で受診してください。
問A同支部企画総務グループ☎043－
308－0522、B 健診専用ダイヤル☎043
－308－0525

　市内の海岸では漁業権が設定されて
おり、権利がない人はチョウセンハマ
グリ（ぜんな）、ダンベイキサゴ（ながら
み）、コタマガイ（てぶち）、カキ、ウバ
ガイを採ることはできません。
　漁業協同組合の承諾なくこれらの貝
類を採ることは、法令違反となり、処
罰の対象となります。
問海匝漁業協同組合☎57－3202、同匝
瑳支所☎67－5115

電話de詐欺が強盗に。
「アポ電強盗」に注意

i

「協会けんぽ」
保険料率と被扶養者の特定健診

i

ハマグリなどの貝類は
無断で採らないで

i

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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電 0479－72－0061
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やややややややややややややややややややややや てててててててててててててててててててててままままままままままままままままままままてままままままままっっっっっっっっっっっっっっっっっててててててててててててててててててててってやややややややややややややややややややややや てててててててててててててててててててててままままままままままままままままままままてまてててててまままてまっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっってててててててててててててててててててててって

八八八八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八八八日市八日市八日市八日市八日市八日市場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホホホホ場ホ場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ場ホ５場ホ５０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・・・・０５・11111121212121212121121211211212八日市場ホ５０５・12八日市八日市八八八八八八日市日市日市日市日市八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八 ５５５５ 26262666262626266266号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイパス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パスパス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パスパス沿パス沿パス いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい26号バイパス沿い
電 0電 0電 0電 00000 00電 0電 0電 00 0電 0 0電 0電 0 0 774747794797979479797779479474794794797947 －72－7－7－7－7－7－72－72－72－72－72－72－72－72－72－72－72－72－7－72－00－00－00－00－00－00－－－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00616161616161616161616161616166161611電 0479－72－0061797979779779779777777777779電 0電 0000000000000000 9779794794797974797747977電 04電 0電 0電 0000電 0 997947947999999 72727272727272727272 000000000000000000000006116161616161616661661電 0479 72 006177電電電電電電電
営業営業時営業時営業時営業時営営業時営業時営業時営業営業時営業時業時間 A間 A間 A間 A間 AAAAAA間 間 A間 A間 AA AAA間 A間 A 11M11M11M11M11M11M11111111M11M11111111M111111111:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00::00:00:00:00～２:～２:～～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:00000000000000000000000000000000000 PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1P 7:07:07:07:07:07:07:07:7:7:07:07:07:07:07:07:07:07:07:07:00～0～0～0～0～0～0～0～0～0～～～～～0～0～0～0～0～0～0～営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～間 AAA A AAA間 A時時 M1MM1M1MMMMMM1M1M1MM1M1M1M1MM1 0:20:20:20:20:20:0:20:0:20:20:0:0:0:20:0:0:000000000000000000000000000000000020:00000000000

１号広告

  広報そうさ H 31.4月号23


