ホ
マ
ス

＝問い合わせ先

で広報紙が読めます。

＝申し込み先

催 初めてのアウトドア（１）

催 九十九里ホーム

楽しいキャンプのすすめ

募 手話奉仕員養成講座

「いきいきシニア講座」

受講生

初心者〜中級者を対象にボーイスカ

「きて！みて！きいて！知って得す

開催期間…６月５日〜１月15日の間の

ウト指導者が正しいキャンプ技術を解

る!!薬のはなし」をテーマに、佐藤慶充

水曜日（全27回） 時間…各回18時50

説します。今回はテントの張り方・火

さん（有限会社毎日薬局・在宅医療連

分〜20時50分

起こしを行い、飯盒でご飯を炊きます。

携室コーディネーター）が解説します。

館

日時…５月11日（土）10時〜15時（少雨

日時…６月８日（土）13時30分〜

り） 募集期間…５月22日（水）まで

実施） 場所…野栄ふれあい公園（キ

所…飯倉駅前特別養護老人ホーム シ

受講料…無料（別途テキスト代など

ャンプ広場） ※アウトドア用具持参

オン

8,220円実費負担あり。テキスト所有

よしみつ

はんごう

の参加者には、適切な使い方やメンテ

場

※事前に下記まで申し込み。
九十九里ホーム在宅介護支援セ

ナンス方法を助言します。

者は不要）

ンター☎73−2115

ボーイスカウト匝瑳第１団・鶴見☎

募

090−1448−4557、森☎090−3217−7671

場所…旭市第二市民会

定員…20人（超過の場合、調整あ

千葉聴覚障害者センター
☎043−308−6373

ラグビー体験教室参加者
自動車税

催

日時…５月11日（土）９時〜12時（雨天

「３Ｂ体操」無料体験会

中止） 場所…八日市場小学校グラウ
日時…５月22日（水）10時〜11時30分

ンド

場所…八日市場ドーム（サブアリー
ナ） 定員…20人

飲料水、上履き、動きやすい服

募

主催

ンビニなどで納期限の５月31日（金）
までに納めてください。スマート
フォンなどを利用した「モバイルレ

市営住宅入居者

ジ」での納付も可能になりました。

…公益社団法人日本３Ｂ体操協会
募集団地…いいぐら団地

同協会公認指導者・岩瀬

募集戸

数…５戸 募集期間…５月17日（金）ま

催 新卒予定者採用事業主向け

で

求人説明会

※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…都市整備課（市役所３

来春に学校を卒業する若者の採用を
考えている事業主向けに、
「新規高等

階）
、野栄総合支所／同課

学校等卒業予定者求人説明会」を開催

格などはお問い合わせください。

でお申し込みください。

募 1000㎞縦断リレー2019

場

７月24日（水）から８月７日（水）ま

ハローワーク銚子求人係

の15日間、青森−東京間をランニング

☎0479−22−7406

あした

催 銚子特別支援学校
学校公開

5

わくわく！
5 こどもの日プレゼント

５月５日（日）は、小学生以下のお
子さんにミニソフトアイスをプレゼン
トします（先着200人）。

5

参加者

所…東総文化会館（小ホール）

ふれあいパーク情報

※入居資

都市整備課管理班☎73−0091

します。参加希望者は、事前に下記ま

旭県税事務所☎62−0772

間取りなど

…２ＤＫ・家賃月額6,700円〜

☎090−4735−0828

日時…５月24日（金）14時〜16時

5月31日までに

自動車税は最寄りの金融機関やコ

生涯学習課スポーツ振興班☎73−0097

持参品…タオル、

納付は

対象…幼児〜小学生

12

日々の感謝を込めて
母の日プレゼント

５月12日（日）は、1,000円以上お買い

と自転車でたすきをつなぐ「未来への

上げのお母様にユリ苗をプレゼントし

道1000㎞縦断リレー2019」
。たすきリ

ます（先着300人）
。

レーを通じて、震災の記憶の風化を防

日時…６月３日（月）
・４日（火）の両

ぎ、被災地との絆を深めます。詳しく

※５月１日（水）は、新天皇の即位を

日 ９ 時30分 〜12時（ ９ 時 か ら 受 け 付

は、同イベントホームページ（http://

祝福して、1,000円以上お買い上げの

け） 内容…学校施設と授業の公開

www.1000km.jp）をご覧ください。

お客様に赤飯をプレゼントします（無

※希望者は事前に下記まで申し込み。

申込期間…５月28日（火）まで

くなり次第終了）。

企画課企画調整班☎73−0081

同校☎0479−22−0243

実務者研修（6月生・7月生）
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。

初任者研修
７月 開講（予定）成田
市内の方には費用の
援助があります。

喀痰吸引等研修 １号・２号

詳細は、 すずらん介護福祉学院 で

７月 開講 成田
検索

して下さい。

すずらん介護福祉学院
包括事務局：匝瑳市飯倉台 10−20

☎0479-73-4811
１号広告

ふれあいパーク八日市場☎70−5080

がん検診を受けましょう。
（子宮がん検査、
乳房エコー検査）
電話予約

℡ 0479−73−1100

増田産婦人科 スタッフ募集中
看護学校(正・准）助産師学校：進学助成あります
１号広告
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情報 nÀfolar carte アラカルト
i

i

赤十字活動資金に
ご協力ください

５月・６月は赤十字運動月間です。

i

i

緑のカーテン に
つる性植物の種を配布

夏場の節電対策に、アサガオとゴー

＝お知らせ

催 ＝催し

募 ＝募集

農業機械を運転する
皆さんへ

トラクターや堆肥運搬車などの農業

日本赤十字社は、
「人のいのちと健康、

ヤの種子の無料配布を行います。

機械で公道に出る前は、付着した泥や

尊厳を守る」という使命のもと、国内

配布期間…６月７日（金）まで（無くな

堆肥を落としてか

外におけるさまざまな人道的活動に取

り次第終了） 配布数…アサガオ・ゴ

ら走行しましょう。

り組んでおり、これら活動は皆さんの

ーヤ種子計300袋（１世帯３袋、１事

道路上の泥や堆

業所６袋まで） 配布場所…環境生活

肥のかたまりは、

課（市役所１階）、野栄総合支所

※

車両や歩行者の通行の妨げとなり、と

プランターやネットなどはご自身で用

ても危険です。やむを得ず道路を汚し

意してください。

てしまった場合には、速やかに清掃す

協力により支えられています。
今年度も赤十字活動資金（赤十字社
資）へのご協力をお願いします。
福祉課社会福祉班☎73−0096

i

環境生活課環境班☎73−0088

狂犬病予防注射の実施

日時…５月12日（日）14時〜16時

i
場

所…市役所北側駐車場、野栄総合支所
北側駐車場

野栄総合支所内に
求人閲覧コーナーを新設

るなどの処置をしてください。
産業振興課農政班☎73−0089

i

ハローワーク求人や新聞折り込み求

危険物取扱者試験受験者
講習会（前期）

手数料（１頭当たり）…

人誌などを閲覧できる「求人閲覧コー

新たに登録する犬6,500円、登録済み

ナー」を、従来の産業振興課（市役所

央公民館（香取市） 対象…危険物取

の犬3,500円

３階）に加えて野栄総合支所に新設し

扱者試験（乙種第４類）受験者

ました。

料…3,600円

注意事項…①必ず犬を

抑えられる人が連れて来てください。
②犬の具合により注射を受けられない

なお、求職申し込みは、直接ハロー

場合があります。③お釣りがないよう

ワーク銚子の窓口で行ってください。

に手数料の準備をしてきてください。

産業振興課商工観光室☎73−0089

環境生活課環境班☎73−0088

i

i

統計調査にご協力ください

期日…５月23日（木） 場所…佐原中
受講

※受講希望者は事前に

申し込みが必要です。
匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72−1916

催 銚子連絡道路整備促進
地区大会

緑の募金運動
総務省統計局による「経済センサス

銚子連絡道路「山武市〜銚子市」全

「緑の募金」は、公共用地への植樹

−基礎調査」と経済産業省による「工

線の早期完成を目指す地区大会です。

などに役立てられる他、震災による被

業統計調査」が実施されます。対象事

日時…５月17日（金）14時〜15時

災地域の森林整備、緑化の推進を通じ

業所へは調査員が「調査員証」を携行

所…銚子市市民センター

た復旧・復興支援にも活用されます。

して伺います。ご協力をお願いします。

武・東総地域広域幹線道路網整備促進

◆経済センサス ― 基礎調査

期成同盟会

今年度は次の通り募金運動を行いま
すので、ご協力をお願いします。

今年６月から来年３月までを期間と

取扱先…ちばみどり農業協同組合の市

して、調査員が国内全ての事業所の活

内各支店

動状態を実地で確認し、新たに把握し

締切日…５月31日（金）

《匝瑳市の前年度実績》本市では、平

た事業所など一部の事業所に調査票を

成30年度に募金総額600,349円が寄せ

配布して調査を行います。

られ、公益社団法人千葉県緑化推進委

◆工業統計調査

場

主催…山

東総地区広域市町村圏事務組合
☎62−3305

催

建築無料相談会

新築・増築・リフォームから手すり

員会へ送金しました。その一部が還元

製造業を営む事業所を対象にその活

され、
「平成30年度わたしの街みどり

動実態を明らかにするため、今年６月

日時…５月19日（日）９時〜16時

づくり事業」として、匝瑳市植木見本

１日現在で「工業統計調査」を実施し、

所…市民ふれあいセンター（相談室）

園剪定事業に活用されました。

５月中旬から対象事業所を訪問します。

せん

産業振興課農村整備班☎73−0089

☎72−2280
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TAD

株式会社

地元だからスピーディー
対応します
遮熱 省エネ・防犯・目隠し 等

東総オートドア ☎ 0479（72）5551

建設業千葉県知事

匝瑳市長谷3600
１号広告

場

匝瑳市八日市場建築連合組合（石毛）

企画課企画調整班☎73−0081

Ը
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１本の取り付けまで、相談に応じます。

許可（般-30）第 48918 号

ホームページもご覧ください！
１号広告

