
期間…６月25日（火）～30日（日）　時
間…10時～18時（25日は13時から、30
日は16時まで）　場所…八日市場公民
館市民ギャラリー　内容…匝瑳高校出
身者の絵画・彫刻・工芸などを展示
問同会事務局・福田☎090－9323－1959

日時…６月30日（日）10時～16時　場
所…ショッピングセンターサンモール
内（旭市）　内容…耐震改修・新築住
宅・リフォームなどの無料相談
問千葉県建築士会海匝支部（有限会社
谷中建設）☎63－6255

　本市への移住促進や雇用の場の確保
の一環で開設した飯倉駅前特別養護老
人ホームシオンで働くための施設見学。
日時…毎週土曜日の10時、14時、18時
（各回90分程度）　場所…同施設　※事
前に希望日時を下記まで。
問九十九里ホーム法人本部☎72－1400

期日…７月６日・13日・20日・27日の
土曜日　場所…浦安市中央公民館　※
詳細や申し込みは下記まで。
問千葉県信用保証協会☎043－311－5001

活動日…①８月24日（土）午前 ②11月
９日（土）終日　※②は①の参加者　内
容…同校在学生の親子余暇活動（①）、
文化祭（②）などの支援　申し込み…
７月18日（木）までに下記まで
 問同校☎72－2777

第17回匝美会展
催

建築士が無料で応じる
住宅相談会

催

介護の仕事見学会
催

創業プラン作成スクール
（特定創業支援事業）
催

八日市場特別支援学校
ボランティア会員

募

期間…【昼の部】７月６日～９月14日
の土曜日で全10回 【夜の部】７月２日
～９月14日の火・木・土曜日のいずれ
かの日で全10回　時間…【昼の部】９
時～11時【夜の部】20時～22時　場所
…八日市場第一中学校弓道場　参加費
…2,000円（中学生以下1,000円。いず
れも保険料、消耗品費含む）　主催…
匝瑳市弓道協会　※弓、矢、その他道
具は主催者が用意します。申し込みは
６月28日（金）までに下記まで。
 問同協会・椙

すぎ

山
やま

☎080－1254－8099

初心者向け
弓道教室参加者

募

　県指定名勝・仁右衛門島（鴨川市）
散策、潮溜りの生き物観察を行います。
期日…６月16日（日）※荒天中止。生
涯学習センター前に６時50分集合　対
象…小学生以上（４年生以下は保護者
同伴）　定員…45人（申し込み順）　参
加費…１人1,000円（観覧料、有料道路
代など）　※６月３日（月）～12日（水）
の間に、下記まで申し込み。
問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

期間…６月14日（金）～29日（土）　場
所…八日市場図書館内（月曜休館）　
内容…海匝地区の小・中学校、特別支
援学校で使用する教科書などの展示
問北総教育事務所海匝分室☎62－2554

◆八日市場特別支援学校
日時…６月12日（水）・25日（火）の両
日９時15分～11時45分（12日は企業・
福祉関係者向け、25日は一般・学校関
係者向け）　※３日（月）までに氏名・
所属などを同校教頭・小林（☎72－
2777、ファクス73－6008）まで申し込み。
◆飯高特別支援学校
日時…６月19日（水）９時30分～11時
30分　※７日（金）までに氏名・所属
などを同校教頭・鈴木（☎70－5001、
ファクス70－5123）まで申し込み。

日時…６月23日（日）13時～　場所…
ロザリオの聖母会（旭市）　内容…障
がいのある子どもの子育てなどについ
て専門家や先輩保護者との情報交換
 問同会世話人代表・平山☎63－8847

第２回自然観察会
催

学校教科書の一般展示
催

県立特別支援学校の
学校公開

催

東総地域の療育を考える会
第13回座談会

催

７月１日（月）は
・市・県民税〔第１期〕
・国民健康保険税〔第１期〕
・介護保険料〔第１期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

6
9 わいわいワクワク交流会 

　消費者とパーク出品会員の交流事業
として、養鶏場、カイコ飼育ほ場、落
花生などの農場を見学します。参加無
料で、昼食は地元食材を使った料理で
おもてなしします。
期日…６月９日（日）　定員…25人（１
家族４人まで）　申し込み…下記まで
直接または電話

6
16 父の日プレゼント 

　６月16日（日）は、当日1,000円以上
お買い上げのレシートをお持ちのお父
さんに、納豆（３個入りパック）をプ
レゼントします（先着300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（6月生・7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

７月 開講（予定）成田

７月 開講 成田

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。
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。
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（子宮がん検査、乳房エコー検査）
℡ 0479－73－1100

がん検診を受けましょう。

看護学校(正・准） 助産師学校：進学助成あります

電話予約

増田産婦人科 スタッフ募集中
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　道路や歩道で、私有地からの樹木や
竹の張り出しなどで通行の妨げになっ
ている箇所が見受けられます。
　土地の所有者や使用者は、竹木の伐
採にご協力ください。こうした例によ
り事故が発生した場合、所有者や使用
者が責任を問われる場合があります。
問市道については建設課管理用地班☎
73－0092、国道・県道については海匝
土木事務所管理課☎72－1101

　九十九里浜は、千葉県が全国に誇る
景勝地の一つで、貴重な動植物の生息
地にもなっています。こうした自然環
境が破壊されないよう、県では車両の
乗り入れ規制を実施しています。
　規制区域は旭市～一宮町間の60㎞の
海岸地域で、漁業関係者などの許可車
両を除き、砂浜などへの乗り入れがで
きません。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　近年、宅地内の漏水が増えており、
配管や器具の老朽化、地震の影響と考
えられます。次の方法で月に１度は家
庭で確認してみましょう。
《漏水の確認方法》①宅地内にある水道
の蛇口を全部閉め、水が流れていない
状態にする。②メーターボックス内の
“パイロット”（＝写
真）を確認する。③
パイロットが回転し
ている場合は漏水
の可能性がありま
す。早めに指定給水装置工事事業者に
調査・修理を依頼しましょう。
 問八匝水道企業団☎73－3171

道路上の樹木などの伐採に
ご協力ください

i

九十九里海岸を利用する
皆さんへ

i

水道は定期的に
漏水チェックを

i

　農業者年金を受給している人は、毎
年現況届の提出が必要です。
　届出用紙は５月末に農業者年金基金
から郵送されますので、必要事項を記
入して６月28日（金）までに農業委員
会事務局（市役所３階）まで提出して
ください。提出されないと、年金が受
給できなくなります。ご注意ください。
 問農業委員会事務局☎73－0090

日時…６月４日（火）・６日（木）。検
便受け付け13時30分～、講習会開始14
時（両日）　場所…市民ふれあいセン
ター　費用…食品衛生協会員は講習無
料、非協会員は1,000円。検体提出の
人は検便・水質検査料　水質検査…【容
器貸し出し】４日13時30分～14時【検
体受け付け】６日13時30分～14時
 問匝瑳市食品衛生協会☎73－6073

期日…10月12日（土）　願書受付期間
／受付場所…６月25日（火）～27日
（木）の各日10時～16時／八日市場地
域保健センター（海匝保健所）　※願
書は同センターで配布しています。
 問同センター☎72－1281

期日…８月21日（水）・22日（木）の２
日間　場所…佐原中央公民館　申込方
法…所定の申込用紙（日本防火・防災
協会ホームページから取得、または消
防署備え付けのもの）を使用　受付期
間…７月18日（木）・19日（金）
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72－1916

農業者年金の
現況届を忘れずに

i

食品衛生講習会
i

千葉県調理師試験
i

甲種防火管理新規講習
i

　年金を受給している人へ、毎年６
月に日本年金機構から「年金振込通知
書」が届きます。これには、年間の支
払額や年金から控除される介護保険料
などが記載されています。扶養の認定
を受ける際に必要な場合があるため、
大切に保管してください。再交付の場
合で、急ぎの際は佐原年金事務所（☎
0478－54－1442）へご相談ください。
問ねんきんダイヤル☎0570－05－1165

　病害虫のまん延予防のため、沖縄、
奄美、小笠原などの地域からサツマイ
モ、エンサイ、カンキツ苗木などの植
物を持ち出すことが規制されています。
　このため、空港や港の植物防疫カウ
ンターでは、農林水産省植物防疫所に
よる取り締まりが行われています。
問横浜植物防疫所千葉出張所
 ☎043－242－8401

期日…10月13日（日）　受付期間…６
月30日（日）まで（当日消印有効。簡易
書留による郵送申し込みのみ）　※申
込書は高齢者支援課（市役所内）や社
会福祉協議会などで配布しています。
問千葉県社会福祉協議会
 ☎043－204－1610

日時…６月14日（金）９時30分～15時
30分　お願い…①駐車場は体育館前を
利用してください。②スリッパを持参
し、必ず生徒昇降口で受け付けをして
ください。
 問同校☎72－1375

年金振込通知書が届きます
i

沖縄県などからのイモなどの
持ち出し規制

i

千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験

i

八日市場第二中学校
学校公開

催
パ
イ
ロ
ッ
ト

パ
イ
ロ
ッ
ト

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

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

東総オートドア株式会社
建設業千葉県知事　許可（般-30）第 48918 号

TAD

ホームページもご覧ください！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

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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