ホ
マ
ス

＝問い合わせ先

催

で広報紙が読めます。

＝申し込み先

催

療育に関するミニ勉強会

募 ジュニアゴルフ育成活動

講演と食の交流会 in 匝瑳

パット、アプローチ競技会参加者

日時…３月19日（木）18時30分〜20時

日時…３月28日（土）11時〜14時

30分

所…コープみらい産直の家（今泉3904

日時…３月28日（土）９時〜11時

すこやかなまなびの城（２階会議室）

番地） 内容…髙坂勝氏による講演、

…松山ゴルフクラブ

テーマ…「発達障害のあるお子さんの

わが家の自慢料理を持ち寄り交流会

の小中学生（未就学児が参加の場合は

中学・高校での過ごし方」 定員…30

参加費…500円（小学生以下無料） 申

要保護者同伴） 参加費…300円（保険

人（お子さん預かり５人程度。希望者）

し込み…15日（日）までに下記まで

場所…銚子市保健福祉センター

申し込み…12日（木）までに下記まで

場

初心者歓迎。用具は一切不要です。

井☎090−7269−3693、FAX73−7501

り検討会

募

※参加無料（預かり無料）。

同検討会（ロザリオ発達支援セン

料、プレー費） 申し込み…25日（水）
同協会・石田☎090−8040−9969

募 親子プログラミング教室

「統計の日」標語

参加者

ター内）☎60−0625、FAX60−0688

催 トウキョウサンショウウオ

対象…市内居住

までに下記まで 主催…市ゴルフ協会

匝瑳市地域づくり実行委員会・今

主催…香取海匝地域療育システムづく

場所

募集部門…小学生、中学生、高校生、

日時…３月27日（金）11時〜16時

場

一般、統計調査員（全５部門） 応募

所…八日市場公民館

方法…所定の応募用紙を３月31日（火）

ミングの基礎（手のひらサイズのミニ

までに総務省まで。統計調査員は同月

信号機を作り、緑・黄・赤の点灯動作

イシガメなど、本市の貴重な野生生物

20日（金・祝）までに企画課（市役所２

をプログラム） 受講料…無料

の保全に向けたシンポジウムです。

階）へ提出。

込み…メールで下記まで

ミニシンポジウム
トウキョウサンショウウオやニホン

※応募用紙は同課で配

場

布の他、総務省ホームページから取得

所…敬愛大学八日市場高校（第二理科

可。応募用紙以外で応募の場合、①部

室） 内容…講演「里地里山の生物種

門 ②都道府県名 ③氏名（ふりがな）④

の危機と種の保存法改正による保全

所属・学校名（学年）⑤電話番号 ⑥標

策」
（講師：筑波大学大学院・吉田正

語を明記。応募作品は、自作で未発表

人教授）
、現地研修（トウキョウサン

のものに限ります（１人５作品まで）
。

日時…３月21日（土）13時〜17時

ショウウオの産卵場所観察）など
催…千葉県野生生物研究会

※参加無

熱田 唯史 様より

…100,000円

日蓮宗千葉県東部宗務所 様より
…50,000円

（一般、歯科・薬剤科）

k̲yagi̲

hino2787@yahoo.co.jp

催 セブン-イレブン・ジャパン

程度】22歳以上26歳未満の人（20歳以

試験種目・応募資格 【一般・大卒

満の人）【一般・院卒者】修士課程修

雇用促進などを推進するセブン-イレ

了者（見込み含む）など20歳以上28歳

ブン・ジャパンによる仕事説明会です。

未満の人 【歯科・薬剤科】専門の大

日時…３月26日（木）14時〜15時30分

学卒（見込み含む）20歳以上30歳未満

（受け付け13時40分から） 場所…市民

の人で細部制限あり（薬剤科は20歳以

ふれあいセンター（２階視聴覚室）

上28歳未満の人） ※年齢は令和３年

内容…仕事説明会、相談会

４月１日現在。
▽

対象…お

おむね60歳以上の人（年齢上限なし）

自衛隊成田地域事務所

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。
4月、５月は成田・匝瑳の両教室にて開講

画が盛りだくさん。1,000円以上のお
買い上げレシートを持参の人に、景品
が当たるクジ引きを用意しています。
日時…３月15日（日）10時〜。当日は
館内商品を10％引きで提供（一部商品
およびレストラン里の香除く）
ふれあいパーク八日市場☎70−5080

☎0476−22−6275

産業振興課商工観光室☎73−0089

ふれあいパーク
15 開館18周年記念イベント

ダンスやソーサマンショーなどの企

受付期間 ５月１日（金）まで（必着）

定員…20人程度（申し込み順）

県の貸付制度が利用でき、
受講費用はかかりません。

3

程修了者（見込み含む）などは28歳未

本市と協定を結び、高齢者見守りや

実務者研修（4月生・5月生）

ふれあいパーク情報

上22歳未満は大卒見込み含む。修士課

シニア向け仕事説明会

回想法トレーナー
養成講座
回想法の理論と実際の技法を
４回コースで学びます。
修了証授与します。

３月コース
全４回 12,000円・成田

詳細は、 すずらん介護福祉学院 で

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

●市へ

●社会福祉協議会へ

▽

同会・八木☎72−2787、

terakoya@vesta.ocn.ne.jp

寄 付（２万円以上）

募 自衛隊幹部候補生

料。申し込み不要。

申し

学習倶楽部寺子屋事務局☎74−
3408、

企画課企画調整班☎73−0081

主

内容…プログラ

HPVワクチン 公費補助は高校１年生までです。
子宮がん検査、
乳がんエコー検査を受けましょう。
20 歳から市民検診始まります。
電話予約

℡ 0479−73−1100

増田産婦人科

看護師・助産師 募集中

看護学校 ( 正・准）助産師学校：進学助成あります

☎0479-73-4811
１号広告
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八日市場幼稚園で
預かり保育を始めます

i

i

i

千葉県中小企業
復旧支援補助金

＝お知らせ

催 ＝催し

募 ＝募集

ガソリンを携行缶で
購入する人へ

八日市場幼稚園では４月１日から

県では、台風15号・19号、10月25日

昨年７月に京都市で発生した爆発火

「預かり保育」を開始します。保護者

の大雨で被災した中小企業の復旧支援

災を受けて、今年２月１日から、ガソ

の事情により18時まで延長保育ができ

のため、事業活動再開に向けた経費を

リンを携行缶で購入する場合に「購入

ます。

助成します。

者の本人確認」と「使用目的の確認」が

利用料…１回300円・１か月上限5,000

対象経費…施設費、機械装置費など

義務付けられました。

円（無償化有り）
。おやつ代100円（必

（保険給付を除く。復旧完了済みのも

福祉課子育て支援班☎73−0096

i 「かけがいのない命を守ろう」
３月は自殺対策強化月間

のも対象） 補助内容…経費の４分の
３以内（限度額1,000万円） 受付期間
…４月30日（木）17時まで（必着）
▽

要に応じて） 利用申し込み…随時

事業者向け説明会

（月）10時〜

日時…３月23日

場所…匝瑳市商工会館

※詳細は市商工会（☎72−2528）にお

上が亡くなっている危機的な状況です。

問い合わせください。申請様式は県ホ

自殺は他人事ではなく、あなたの周り

ームページから取得できます。

かけがえのない大切な命を守るため、
ど、あなたにもできることがあります。
いつもと違う と感じたら、下記ま
でご相談ください。

匝瑳共通商品券の
使用期限が迫っています

※気づき＝家族や仲間の変化に気づい

載された黄色の匝瑳共通商品券（平成

て声を掛ける。 傾聴＝本人の気持ち

27（2015）年４月発行）をお持ちの人は、

を尊重し、耳を傾ける。 つなぎ＝早

加盟店でお早めにご使用ください。期

めに専門家に相談するよう促す。 見

限を過ぎると使用できなくなります。

守り＝優しく寄り添いながら見守る。

市商工会☎72−2528

福祉課障害福祉班☎73−0096、健康

i

引っ越し時はくみ取りの
手続きを忘れずに

i

一般社団法人全国木造建設事業協会
り

使用期限が「2020年３月31日」と記

管理課☎73−1200

被災住宅の修理に
工事相談窓口を開設

で被災し、罹災証明書が発行された住

☎043−223−3725

i

i

千葉県協会では、台風15号・19号など

県商工労働部経済政策課

「気づき」
「傾聴」
「つなぎ」
「見守り」な

匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72−1916

日本では、自殺により毎年２万人以

でも起こり得ます。

ガソリンの適正使用に、ご理解をお
願いします。

年金保険料の納付案内を
民間事業者へ委託しています

日本年金機構では、国民年金保険料
の未納者に対する納付案内を株式会社

宅の修理工事を請け負う工務店を紹介
しています。
相談受け付けは、月〜土曜日（祝日
除く）の９時〜16時です。罹災証明書
を手元に用意してお電話ください。
専用ダイヤル☎0120−029−289

催

令和元年度写遊写真展

期間…３月３日（火）〜８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。
サークル「写遊」
・江波戸☎73−6120

催 第29回東総藤丸会

引っ越しなどで、くみ取り式トイレ

バックスグループに委託しています。

を新たに利用する人や利用しなくなる

委託事業者から電話の際は事業者

人は、し尿のくみ取りに関する手続き

名・氏名を名乗り、訪問時には同機構

日時…３月８日（日）９時30分〜

が必要です。

発行の顔写真入り身分証明書を提示し

所…市民ふれあいセンター

手続きを行わないと、作業が必要に

ます。また、委託事業者が現金を預か

なった際に手配が遅れたり、不要後で

ること、手数料を要求すること、金融

も費用が発生したりする場合がありま

機関などでＡＴＭ操作をお願いするこ

す。転入・転出・転居の届け出だけで

と、年金手帳やキャッシュカードを預

は、自動的に加入や取り消しとはなら

かることもありません。

ないため、必ず手続きをしてください。
東総衛生組合事務局☎62−0794

佐原年金事務所☎0478−54−1442

催 市民野球大会
組み合わせ抽選会

市野球協会・増田☎090−4137−6298

ȷᦆȷǵȃǷሁ
ᆸǬȩǹȕǣȫȠ

᳇シߦᭉߒࠎߢ㗂ߌࠆࠃ߁ࡒ࠾ߢᓮ↪ᗧߚߒ߹ߒߚޕ
᳇
᳇シ
シߦᭉ
ߦᭉߒࠎ
ߦᭉߒࠎ
ߒࠎߢ
ߢ㗂ߌࠆ
ߢ㗂ߌࠆ
ߢ㗂
ߌࠆࠃ߁
ࠃ߁ࡒ࠾
ࡒ࠾ߢ
ࡒ࠾
࠾ߢᓮ
ߢᓮ↪ᗧ
ߢᓮ↪ᗧ
↪ᗧ
ᗧ
ߚߒ߹
ߚ
ߚߒ߹
ߒ߹ߒߚ
ߒ߹ߒߚ
ߒߚޕ
ߚޕ
㧜ฬ᭽ࠃࠅ  㧛ᣣ㧛㧚㘩㒢ቯ
㧚㘩㒢ቯ
㧚㘩㒢ቯ
ቯ  㧝㧚㧚㧚㧕⒢
㧝㧚㧚㧚
㧝㧚㧚
㧝㧚
㧚㧕
㧚
㧕⒢
㧕⒢
八日市場ホ５
八日市
八
日市
市場ホ５
ホ ０５・12
ホ５
５・126
５
５・
５・1
・12
126
26 号バイパス沿い
号バイパス沿
号バイ
パス い
パス沿
電0
0479−72−0061
04
0479
47
479
79
7
9−72
−7
72−00
−0061
−0
0
00
0061
06
61
1
営業時
営業時間
業時間
時間 AM11:00〜
AM11
A
M11
M
M1
11:00
11
1 :00
:00〜
〜２:00
２:00 PM17:00〜
PM17:00〜20:00
P
PM1
PM
7 0〜
7:0
〜20:00
20:
0:00
0:
00
0

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

所…市民ふれあいセンター
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࢚や
やって
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場

同会・林☎73−0244

日時…３月24日（火）18時30分〜

バックスグループ☎0800−808−7000、

Ը
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