
日時…８月３日（土）10時～16時　場所
…蘇我コミュニティセンター（千葉市）
対象…農業法人などで働くことに興味
がある人　※参加無料、予約不要。
 問千葉県園芸協会☎043－223－3008

　「食」が、大地・自然・地域の人とつ
ながっていることの大切さを感じます。
日時…７月25日（木）９時30分～14時
ごろ　内容…大豆畑のお手伝い、味噌
蔵など見学、季節のご飯（昼食）　対
象…小学生以上（４年生以下は保護者
同伴）　定員…30人（申し込み順）　参
加費…1,000円　申し込み…19日（金）
までに下記まで

 問産業振興課農政班☎73－0089

募集職種・人数…技術職（電気）上級・
１人　受験資格…①平成２年４月２日
～10年４月１日に生まれた人で、学
歴不問 ②平成10年４月２日以降に生
まれた人で、学校教育法に基づく大
学（短大除く）を卒業した人（令和２年
３月までに卒業見込み含む）　受付期
間…７月29日（月）～８月13日（火）　
試験日・会場…９月22日（日）・東金
高等学校　※山武郡市職員合同採用試
験により実施します。詳細は同企業団
ホームページ（http://www.kyusuiki.
jp）をご覧ください。
 問同企業団総務課☎0475－54－0631

千葉県就農フェア
催

“自然の恵みまるごと”
食育体験教室参加者

募

九十九里地域水道企業団
職員

募

▽海上保安学校　受付期間…７月16日
（火）～18日（木）　※インターネット
受け付けは25日（木）まで　１次試験
日…９月22日（日）

▽海上保安大学校　受付期間…８月22
日（木）～26日（月）　※インターネッ
ト受け付けは９月２日（月）まで　１
次試験日…10月26日（土）・27日（日）
問銚子海上保安部管理課
 ☎0479－21－0118

海上保安学校・大学校
学生

募

　「発達障害のあるお子さんの中学・
高校での過ごし方」をテーマに学びま
す。無料の保育サービスがあります。
日時…７月４日（木）18時30分～20時
30分　場所…神崎ふれあいプラザ文化
ホール（神崎町）　定員…30人（保育サ
ービス５人程度）　参加費…無料　主
催…香取海匝地域療育システムづくり
検討会　※希望者は３日（水）までに、
下記まで申し込み。
問同検討会（ロザリオ発達支援セン

ター内）☎60－0625、ファクス60－0688

日時…７月27日（土）13時～16時　場
所…旭市民会館　内容…離婚に伴う養
育費問題の相談（相談は１人40分程度。
無料託児サービスあり）　※事前に下
記まで申し込み。
問千葉県母子寡婦福祉連合会事務局

 ☎043－222－5818

　九十九里ホームの各施設
で、地域交流の一環として
夏祭りを開催。お近くの皆
さんはぜひお越しください。
◆開催日・施設
①７月27日（土）・あかしあこども園（☎
85－5852） ②７月29日（月）・瑞穂園（☎
73－4333） ③８月１日（木）・松丘園、
ケアセンター（☎73－2115） ④８月２
日（金）・飯倉駅前シオン（☎85－8810） 
⑤８月７日（水）・マーガレットホーム
（☎79－1905）（時間は各施設18時30分
から。あかしあこども園は16時から）
※ボランティアを募集しています。詳
しくは各施設にお問い合わせください。
 問九十九里ホーム法人本部☎72－1400

療育子育てのミニ勉強会
催

養育費などの無料相談会
催

九十九里ホーム夏祭り
催

７月31日（水）は
・固定資産税〔第２期〕
・国民健康保険税〔第２期〕
・後期高齢者医療保険料〔第１期〕
・介護保険料〔第２期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

7
1 七夕飾り ～～

　７月１日（月）～７日（日）の間、豊
和小学校の児童が願いを込めて書いた
短冊を飾ります。

7
14 夏祭り夕涼み会 

　７月14日（日）は、夏の催し物が盛
りだくさん。ピアダンスやヒップホッ
プダンス、西本町囃

ばやし

子連の演奏、子ど
もみこし渡御、あべ尚

な

乙
お

美
み

さんの歌謡
ショーが行われます。ぜひお越しくだ
さい。時間は17時～20時です。

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
古
民
家
で
の
昼
食

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（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

９月 開講予定

９月 開講予定
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。
７月生は国家試験に間に合います。

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

１号広告

広報そうさ 2019.7月号 22



　市では、介護職員初任者研修を修了
し市内の介護施設などに就業した人に
対し、研修費用の一部を助成します。
助成額…研修受講料および教材費の２
分の１（５万円上限）　対象…申請時
点で次の①～⑤の条件全てを満たす人。
【条件】①平成30年４月１日以後に研
修を修了していること。②介護職員と
して市内の介護施設などに直接雇用さ
れ、申請日の１年前～３か月前の間に
就業を開始し、引き続き勤務している
こと。③本市に住民登録があること。 
④市税などの滞納がないこと。⑤他の
助成を受けていないこと。　申請方法
…高齢者支援課（市役所１階）に、申
請書および請求書のほか添付書類を提
出　※詳細はお問い合わせください。
問高齢者支援課支援班☎73－0033

　カラスなどによる農作物被害防止の
ため、10月末まで市内全域で有害鳥獣
駆除を実施しています。
　７月の一斉駆除日は21日（日）で、
日の出から日没まで行います。腕章を
付けた匝瑳猟友会員が人や家屋、動植
物に万全の注意を払って実施します。

▽箱わな貸し出し　アライグマやハク
ビシンなどの農作物被害に対し、箱わ
なの設置をしています。希望する場合
は、下記までお問い合わせください。

▽イノシシ情報　イノシシによる農作
物被害が発生しています。目撃情報な
どがありましたら、ご連絡ください。
畑などで収穫して残った作物は、イノ
シシに食べられないように潰すか、埋
めるようにして処理しましょう。農地
に隣接するやぶは刈り取り、付近から
隠れ場所を無くすことも重要です。
 問産業振興課農政班☎73－0089

介護職員初任者研修の
受講費用を助成

i

有害鳥獣の一斉駆除を
７月21日に行います

i

　市では、大雨・暴風・地震・大雪な
どで建物に被害が生じた場合に、「罹

り

災
さい

証明書」を交付しています。
　証明書の交付を受けようとする人は、
被害を受けてから１年以内に市へ申請
書を提出してください。
※この証明書は、災害によって生じた
被害内容について証明するものであり、
被害額を証明するものではありません。
 問総務課消防防災班☎73－0084

　ドラム缶などで、ごみの野焼き（野
外焼却）をする家庭が見受けられます。
　野焼きは、煙や悪臭に加え、有害物
質であるダイオキシン類の発生原因と
なるため、禁止されています。
　また、火災の原因にもなりますので、
ごみは決められたごみステーションに
出して処理しましょう。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　農地に建物を建てたり、資材置き場
や駐車場にしたりするなど、農地を農
地以外の用途に転用する（一時的な利
用も含む）場合は、農地法に基づく知
事の許可が必要です。転用に当たる事
業を行おうとするときは、事前に農業
委員会事務局（市役所３階）へ許可申
請書を提出してください。
　許可を受けずに農地を農地以外の用
途に使用した場合は「違反転用」とな
り、その農地の所有者を含めて違反者
には厳しい措置が取られます。
※農地法の罰則として、３年以下の懲
役または300万円以下（法人は１億円
以下）の罰金が科されます。
 問農業委員会事務局☎73－0090

罹災証明書の交付
i

ストップ！ごみの野焼き
i

農地は無断で転用できません
i

　厚生労働省では、年金のことを皆さ
んに分かりやすく伝えるため、「わたし
とみんなの年金ポータル」を開設しま
した。年金の仕組みや手続きなどにつ
いて、知りたいことがすぐに探せます。
※「年金ポータル」でウェ
ブ検索、または右記ＱＲコ
ードから。
問同省年金局総務課企画係
 ☎03－5253－1111（代表）

販売日時…７月７日（日）９時開始　
※完売次第終了　販売場所…匝瑳市商
工会館、野栄総合支所　販売内容…１
セット11,000円の商品券を10,000円で
販売。販売セット数は5,000セットで、
１人に付き５セットまで購入可。
※例年より販売時期が早まりました。
 問匝瑳市商工会☎72－2528

　「サマージャンボ宝くじ」、同時発売
の「サマージャンボミニ」の収益金は、
市町村の明るく住みよいまちづくりに
使われます。都道府県別販売実績によ
る県配分がありますので、ぜひ県内の
宝くじ売り場でお買い求めください。
問千葉県市町村振興協会
 ☎043－311－4162

　写真サークル「写遊」の作品展示会。
期間…７月２日（火）～７日（日）　時
間…９時～17時（初日は11時から、最
終日は15時まで）　場所…八日市場公
民館市民ギャラリー　※入場無料
 問同サークル・江波戸☎73－6120

「年金ポータル」を開設
i

お得な「プレミアム付商品券」
を商工会から販売

i

サマージャンボ宝くじ
お買い求めは県内で

i

第17回写遊写真展
催

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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