
日時…９月10日（火）10時～16時　場
所…銚子商工信用組合干潟支店　内容
…中小企業・小規模事業者や創業希望
者の経営相談（無料）　※事前予約制
（申し込み順５組）、相談は約１時間。
問県産業振興センター総合支援室

 ☎043－299－2921

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…８月１日
（木）～15日（木）で、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階）、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

期日…10月２日（水）　場所…レイン
ボーヒルズカントリークラブ（銚子
市）　費用…プレーフィ6,300円（セル
フ、食事・ワンドリンク付き）、参加
費3,000円　定員…200人（申し込み順）
主催…市ゴルフ協会
 問松山ゴルフクラブ☎72－3641

資格…平成元年４月２日～14年４月1
日生まれの高卒者（卒業見込み含む）
申し込み…８月19日（月）～29日（木）
の間に、履歴書を下記まで持参または
郵送（持参は土・日曜日を除く。郵送
は29日の消印有効）
問同改良区総務課（〒289－2505 旭

市鎌数2445番地１）☎62－1495

千葉県よろず支援拠点
サテライト相談所

催

市営住宅入居者
募

市民ゴルフ大会参加者
募

干潟土地改良区職員
募

▽一般曹候補生　応募資格…18歳以上
33歳未満の人　申込期限…９月６日
（金）　試験日…９月20日（金）～22日
（日）のうち指定する１日　

▽ 航空学生（パイロット）　応募資格
…【航空】18歳以上21歳未満の人【海上】
18歳以上23歳未満の人　申込期限…９
月６日（金）　試験日…９月16日（月）

▽自衛官候補生　応募資格…18歳以上
33歳未満の人　試験日…受付時にお知
らせ（通年受け付け）
※32歳の人は、下記まで連絡の上、ご
確認ください。
問自衛隊成田地域事務所

 ☎0476－22－6275

募集職種・人数…警察官Ａ：男性15人
程度・女性５人程度、同Ｂ：男性146
人程度・女性25人程度　受付期間…８
月16日（金）まで　試験日…９月22日
（日）
※詳細はお問い合わせください。
 問匝瑳警察署☎72－0110

自衛官（一般曹候補生・航
空学生・自衛官候補生）

募

千葉県警察官
（令和元年度第２回）
募

　オープンキャンパスとして演芸大会
を開催。地域活動コーディネーターに
よるボランティア相談コーナーも開設。
日時…８月５日（月）13時～15時　内
容…詩吟、太極拳、ピアダンス、盆踊
り・フラダンス　入場料…無料
 問同学園☎0479－25－2035

◆保育のしごと就職フェスタ（❶）
日時…８月４日（日）12時～15時　場
所…聖徳大学・聖徳大学短期大学部３
号館（松戸市）　内容…求人のある保
育所（園）・児童福祉施設などの採用
担当者との面談、保育職場に関する相
談などの他、事業所向け講座
◆福祉のしごと就職フェア（❷）
日時…８月17日（土）13時～16時　場
所…京成ホテルミラマーレ（千葉市）
内容…求人のある社会福祉施設などの
採用担当者との面談、福祉現場に関す
る相談など
※両イベントとも参加無料、予約・履
歴書不要です。
問❶ちば保育士・保育所支援センター
☎043－222－2668、❷千葉県福祉人材
センター☎043－222－1294

　夏川りみデビュー20周年記念コンサ
ートツアー「夏川りみ 20th Anniversary 
Tour 2019『みーふぁいゆー』」。東総公
演はツアー初日の公演です。
日時…９月７日（土）17時30分開演　
場所…千葉県東総文化会館大ホール
料金…全席指定、前売り6,500円（税
込）・当日7,000円（税込）　※未就学児
の入場はご遠慮ください。
 問同館☎64－2001

生涯大学校東総学園
オープンキャンパス

催

福祉や保育の仕事に
関する説明会

催

東総文化会館主催事業
夏川りみコンサート

催
９月２日（月）は
・市県民税〔第２期〕
・国民健康保険税〔第３期〕
・後期高齢者医療保険料〔第２期〕
・介護保険料〔第３期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

●市へ
匝瑳市歌謡愛好会 様より …48,000円

●社会福祉協議会へ
D’ステーション八日市場店 様より
 …200,000円

寄付（２万円以上）

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ヶ月コース） 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。
毎月、匝瑳・成田の教室で開講しています。

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
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　市では、カラスなどによる農作物被
害を防止するため、10月末まで市内全
域で有害鳥獣駆除を実施しています。
　８月の一斉駆除日は18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。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　お盆には、供え物などを川などに流
す「棚流し」の風習が残っていますが、
これらを放置すると生活環境を悪化さ
せる原因となります。各自が責任を持
って回収（処理）してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　昭和56年５月31日以前建築の木造住
宅の耐震診断に対し、費用の３分の２
（上限８万円）を補助します。
　また、診断の結果、耐震強度不足と
判定された住宅を、現在の基準まで向
上させるための改修工事を行う場合に、
設計・工事監理費用の３分の２（上限
10万円）、工事費用の３分の２（上限
60万円）を補助します。いずれも診断・
着工前に申請が必要です。
 問都市整備課管理班☎73－0091

価格…１冊500円（税込）　サイズ…縦
145㎜×横85㎜　色…紺・黄・赤　申
し込み…８月16日（金）までに、企画
課（市役所２階）まで（10月中旬に代金
引換でお渡し予定）　発行…千葉県統
計協会
 問企画課企画調整班☎73－0081

８月の有害鳥獣駆除は18日
i

お盆の供え物は
忘れず回収を

i

木造住宅の耐震診断・改修に
費用の一部を補助します

i

2020年版ちば県民手帳の
予約を受け付けます

i

　今年10月の消費税率改正による税収
増を財源として、３歳～５歳の全ての
児童および０歳～２歳の住民税非課税
世帯の児童の、幼稚園・保育園・認定
こども園などの保育料が無償化されま
す。なお、３歳～５歳の保育園などの
副食費（おかず分）については、これ
まで通り保護者負担となり、ご利用の
各園に直接支払うこととなります。
 問福祉課子育て支援班☎73－0096

　「2019年全国家計構造調査」を、下
記の地域で実施します。この調査は、
家計の消費や資産などの実態を把握し、
世帯の所得分布や消費水準などを全国
的、地域別に明らかにするための重要
なものです。対象世帯には県知事発行
の調査員証を身に付けた統計調査員が
伺いますので、ご協力をお願いします。

▽調査地域　８月～12月…西小笹、長
谷、野手の一部　９月～11月…平木、
野手の一部
 問企画課企画調整班☎73－0081

　米寿（数え年88歳）、95歳、99歳お
よび100歳以上の人に対して、市から
記念品を贈り長寿を祝います。
　今年度は、８月中旬から９月にかけ
て、対象世帯を順次訪問します。申し
込みは不要です。
 問高齢者支援課支援班☎73－0033

日時…８月22日（木）18時30分～　場所
…市民ふれあいセンター会議室（２階）
問市野球協会・増田☎090－4137－6298

10月から保育料が
無償化されます

i

全国家計構造調査に
ご協力を

i

長寿祝いに
記念品を贈ります

i

市民野球大会
組み合わせ抽選会

i

期日…10月９日（水）　場所…市民ふ
れあいセンター　対象…危険物取扱者
免状所持者で、製造所などで危険物取
り扱い作業に従事している人（従事し
ていない人も受講可）　申請方法…８
月19日（月）～23日（金）に、消防署配
布の書面で申請（持参または郵送）
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部 

予防課☎72－1916

　個人事業税第１期分の納期限は９月
２日（月）です。納税通知書は８月初
旬に送付します。お早めに最寄りの金
融機関などで納めてください。
　なお、個人事業税の納税は、口座振
替の利用が便利です。
 問旭県税事務所☎62－0772

　COLORS（カラーズ）は、子どもか
ら大人までみんなが「遊び」をテーマ
に集う場所。“食べる”“体験する”“見
る”のエリアで、子どもが楽しめるバ
ンジー、ふわふわ遊具、キッズストラ
イダーのコーナーを設ける他、オーダ
ーメードウェディングチームがプロデ
ュースを手掛ける結婚式を挙行します。
日時…９月１日（日）10時～16時　場
所…そうさ記念公園

問COLORS実行委員会・永野☎090－
9381－1904、 sosa.colors@gmail.com

危険物取扱者保安講習
i

お忘れなく！
個人事業税の納付

i

ＣＯＬＯＲＳ2019
～ミンナノアソビバ～
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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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