
　応募資格は、いずれも高卒（卒業見
込み含む）21歳未満の人、または、高
専３年次修了（修了見込み含む）の人。
応募は期限日必着です。
◆防衛大学校

▽ 推薦（❶）　受付期間…９月５日
（木）～９日（月）　試験日…９月28日
（土）・29日（日）　 ▽ 総合選抜（❷）　
受付期間…９月５日（木）～９日（月）
試験日…【１次】９月28日（土）【２次】
11月２日（土）・３日（日）　 ▽一般（❸）
受付期間…９月５日（木）～30日（月）
試験日…【１次】11月９日（土）・10日
（日）【２次】12月10日（火）～14日（土）
※❶は成績優秀かつ生徒会活動などに
顕著な成績を収め、学校長が推薦でき
る人。❷❸の場合、自衛官については
23歳未満の人。
◆防衛医科大学校

▽医学科　受付期間…９月５日（木）
～30日（月）　試験日…【１次】10月26
日（土）・27日（日）【２次】12月11日（水）
～13日（金）　 ▽看護学科（自衛官候補
看護学生）　受付期間…９月５日（木）
～30日（月）　試験日…【１次】10月19
日（土）【２次】11月30日（土）・12月１
日（日）
問自衛隊成田地域事務所

 ☎0476－22－6275

　「海」をメーンテーマに、詩人・高
橋順子さんなどが審査します。
募集内容…自由詩、定型詩（俳句・短
歌・川柳）、エッセイ　費用…1,000円
締切日…11月５日（火）必着　※応募
方法など詳細は下記まで。
問旭いいおか文芸賞「海へ」実行委

員会（ＮＰＯ法人光と風内）
 ☎57－5777

防衛大・防衛医大 学生
募

第４回旭いいおか文芸賞
「海へ」作品
募

日時…10月４日（金）13時30分～15時
場所…県立東部図書館　内容…「生活
習慣病の予防・糖尿病について」をテ
ーマに食生活などの面から管理栄養士
（旭中央病院・岡本莉奈氏）が解説　
定員…40人（申し込み順）　※直接ま
たは電話、ファクスなどで下記まで申
し込み。
 問同館☎62－7070、FAX62－7466

　精神障がい者の家族のコミュニケー
ションスキルアップに、「家族まるご
とＳＳＴ～高森流コミュニケーション
～」をテーマに講演を行います。
日時…10月８日（火）13時～16時　場
所…旭市第二市民会館　参加費…無料
問ロザリオの聖母会「地域生活支援セ
ンター友の家」☎60－0608

日時…10月９日（水）９時30分～12時
（９時受け付け開始）　内容…学校施設
と授業の公開　※参加希望者は事前に
下記まで。
 問同校☎0479－22－0243

　悠久の歴史の中にたたずむ飯高檀林
跡・飯高寺で、樹齢600年の木立に囲
まれてヨガを体験します。
日時…９月28日（土）13時30分～14時
30分　場所…飯高寺境内　講師…ヨガ
インストラクター・Ｍｉｈｏ氏　定員
…20人（申し込み順）　参加費…1,000
円　※申し込みは９月２日（月）～20
日（金）の間に下記まで。
 問日蓮宗朗生寺☎67－2424

県立東部図書館
はつらつライフ講座

催

心の健康・家族教室
催

銚子特別支援学校
学校公開

催

飯高寺でヨガ体験
募

９月30日（月）は

・固定資産税〔第 3期〕

・国民健康保険税〔第 4期〕

・後期高齢者医療保険料〔第 3期〕

・介護保険料〔第 4期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

新米まつり 9
14・15

　９月14日（土）・15日（日）は、新米
の販売や、おいしい炊き立て新米の試
食会を行います。ぜひご来店ください。
時間は９時～16時です。

9
16 敬老の日プレゼント 

　敬老の日の16日（月・祝）は、当日
1,000円以上のお買い上げレシートを
お持ちいただいた70歳以上のお客様に
プレゼントがあります（先着200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

●社会福祉協議会へ

千葉県民謡愛好会 様より …35,049円

そうさカラオケ友の会 様より
 …32,000円

寄付（２万円以上）

おいしい新米をその場で提供

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

11月 開講予定

11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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　消費税率の引き上げに伴い、市が設
置する公の施設（八日市場ドームやふ
れあいスポーツランドなど）の使用料
が10月１日から変更されます。
　変更後の使用料は、各施設にお問い
合わせください。
 問財政課財政班☎73－0085

　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。
　９月の一斉駆除日は29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

　使用期限のない額面1,000円の「匝瑳
共通商品券」（緑色）と、額面1,300円
の「お買物券」を交換します。プレミ
アム率は30％です。
交換期間…12月27日（金）まで（交換時
間は土・日曜日、祝日を除く９時～16
時）　交換場所…匝瑳市商工会館
※使用期限のある匝瑳共通商品券およ
びプレミアム付商品券は対象外。お買
物券の使用期限は今年12月末です。
 問市商工会☎72－2528

　新築・増築・リフォームから手すり
１本の取り付けまで、相談に応じます。
日時…９月８日（日）９時～16時　場
所…市民ふれあいセンター相談室
問匝瑳市八日市場建築連合組合（石毛）
 ☎72－2280

公の施設の使用料が
10月から変わります

i

有害鳥獣の一斉駆除を
９月29日に行います

i

プレミアム率は30％
商品券と「お買物券」を交換

i

建築無料相談会
催

▽危険物取扱者試験　期日…11月24日
（日）　場所…千葉科学大学　願書受付
期間…【書面申請】９月13日（金）～30
日（月）【電子申請】９月10日（火）～27
日（金）　※願書は匝瑳市横芝光町消
防本部予防課または消防署で配布。

▽受講者講習会　期日…10月29日（火）
場所…佐原中央公民館　対象…乙種第
４類資格希望者　※受講希望者は、事
前申し込みおよびテキストが必要です。
 問同消防本部予防課☎72－1916

期間…９月17日（火）～22日（日）　時
間…９時～17時（初日12時から、最終
日11時まで）　場所…八日市場公民館
市民ギャラリー　内容…写真サークル
「写遊」の有志10人による作品を展示
 問同会・平山☎090－3508－4601

期間…９月24日（火）～29日（日）　時
間…９時～17時（初日12時から、最終
日16時まで）　場所…八日市場公民館
市民ギャラリー　内容…油彩画、アク
リルおよびガラス絵、風景写真など約
60点を展示
 問大木☎73－0448

　ゲームや歌、クラフトなどを通じて
防災知識を学習。ソーサマンも登場。
日時…９月29日（日）10時～12時　場
所…そうさ記念公園（雨天時、市民ふ
れあいセンター）　参加費…無料
問ガールスカウト千葉県第98団・須合
☎090－6108－2385、岩城☎090－7633
－2724

危険物取扱者試験・
受講者講習

i

第８回写遊十人展
催

第10回南隆一の洋画と
その仲間の写真合同展

催

災害時に役立つ体験イベント
「ガールスカウト防災カフェ」
催

日時…９月13日（金）14時～17時　場
所…市民ふれあいセンター　内容…長
寿命化リフォームの提案と住宅リノベ
ーションについての講習　対象…住宅
リフォーム事業者など　※参加無料。
受講希望者は事前に下記まで。
問ちば安心住宅リフォーム推進協議会
（千葉県建築士事務所協会内）
 ☎043－224－1640

　市内における人口減少対策や雇用の
場の確保を目的に、今年４月に開設し
た飯倉駅前特別養護老人ホームシオン
で働くための説明会です。
日時…９月14日（土）９時～16時　場
所…同施設　※１人30分程度を予定。
希望時間を事前に下記まで。
 問九十九里ホーム法人本部☎72－1400

日時…９月29日（日）10時30分開演　
場所…千葉県東総文化会館　内容…香
取・海匝地区の中学校・高校の吹奏楽
部と一般吹奏楽団20団体の演奏発表　
入場料…500円（小学生以下無料）　主
催…千葉県東部地区吹奏楽連盟、千葉
県吹奏楽連盟
問八日市場第二中教諭・水須☎72－1375

　「公証週間」（10月１日～７日）にち
なみ、各種契約や遺言、遺産協議など
の相談に応じます。秘密厳守です。
日時…10月５日（土）９時～17時　場
所…銚子公証役場　※希望者は前日15
時までに下記へ申し込み。
 問同役場☎0479－23－6071

住宅リフォーム事業者等向け
講習会

催

「匝瑳市版生涯活躍のまち」
介護の仕事説明会

催

第33回東部地区吹奏楽祭
催

無料の公証相談所を開設
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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