ホ
マ
ス

＝問い合わせ先

i

で広報紙が読めます。

＝申し込み先

赤十字活動資金にご協力を

催

募

建築無料相談会

防災研修参加者

５月・６月は赤十字運動月間です。

新築・増築・リフォ

防災研修センター（県消防学校）で

日本赤十字社は「人のいのちと健康、

ームから、手すり１本

は、地域の自主防災組織、企業の自衛

尊厳を守る」という使命の下、国内外

の取り付けまで相談に

防災組織などに所属する人を対象に、

におけるさまざまな人道的活動に取り

応じます。

組んでいます。これらの活動は皆さん

日時…５月10日（日）９時〜16時

からの活動資金によって支えられてい

所…市民ふれあいセンター（相談室）

ます。

さまざまな研修を実施しています。

今年度も赤十字活動資金（赤十字社
福祉課社会福祉班☎73−0096

地域防災リーダー基礎コース、避難

募金のご協力
ありがとうございました

令和元年度の「赤い羽根共同募金」

場料は無料です。

消毒用エタノール

日時…５月24日（日）13時30分開場、

火災の原因となるため
注意が必要です

場所…市民ふれあいセンタ

Marines Big Band・鈴木

活動に活用されました。また、大規模

☎090−3217−9916

催 ギャラリーよりみち

エタノールは手軽に使える一方

写真10点などを展示します。
期間…６月29日（月）まで

り配分しました。

時〜16時

◆歳末たすけあい募金配分額

みち（飯高檀林跡南駐車場そば。火曜

要保護世帯…1,468,000円

休館）

障がい者…230,000円

い者・高齢者…95,000円
37,000円

父子家庭…

手をつなぐ育成会…100,000

時間…９

場所…ミニギャラリーより

寝たきり障が

同ギャラリー☎74−0355

募

市営住宅入居者

募集団地…いいぐら団地（匝瑳市飯倉
1365番地） 間取りなど…２ＤＫ・家

離婚時の年金分割制度

賃月額6,700円〜

募集戸数…３戸

募集期間…５月18日（月）まで
離婚した場合は、婚姻期間中の厚生

※土・

日曜日、祝日除く８時30分〜17時に受

年金を分割して、それぞれ自分の年金

け付け

とすることができます。この年金分割

課（市役所３階）、野栄総合支所

制度は、離婚後、２年以内に手続きす

類提出場所…同課

る必要がありますので、早めに最寄り

※入居資格などの詳細は、お問い合わ

の年金事務所へご相談ください。

せください。

佐原年金事務所☎0478−54−1442

い物質です。手やテーブルに吹き掛
けた後、乾く前に火気を近づけると、
やけどや火災の原因となりますので、
注意して使用してください。
匝瑳市横芝光町消防組合消防本部
予防課☎72−1916

ふれあいパーク情報

円（計1,930,000円）
市社会福祉協議会☎67−5200

消毒用エタノールが多く使用されて

で、揮発性が高く極めて引火しやす

め、また歳末たすけあい募金は次の通

身体・知的

新型コロナウイルス感染予防に、
います。

椎名千惠子写真展

赤い羽根共同募金の募金総額
4,104,234円は千葉県共同募金会へ納

防災研修センター☎0436−63−5438

ジャズのコンサートを行います。入

ー（大ホール）

ても活用されています。

覧になるか、お問い合わせください。

ビッグバンドコンサート

らしの高齢者や障がい者世帯など、支

災害の被災者に対して災害見舞金とし

ース、企業における防災対策講座など
※詳細は県消防学校ホームページをご

催 マリーンズ

14時開演

援を必要とする人に配分し、地域福祉

所開設・運営コース、消防防災活動コ

☎72−2280

と「歳末たすけあい募金」は、１人暮

i

◆カリキュラム例

八日市場建築連合会（石毛）

資）へのご協力をお願いします。

i

場

応募書類配布場所…都市整備
書

レストラン里の香を
7
休業しています
1 〜 七夕飾り
ふれあいパーク八日市場では、店内
にある「郷土料理レストラン里の香」

5

を当面の間、休業しています。
5
農産物コーナーや植木見本園は通常
通り営業し、採れたての季節野菜や、
ツツジをはじめとした季節の花々を取
りそろえています。
ふれあいパーク八日市場☎70−5080

都市整備課管理班☎73−0091

Ը

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。

࢚や
やって
って ま
って

20 歳から市民検診始まります。
電話予約
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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
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掲載している情報は４月21日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、中止を含めて変更となる場合があります。
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情報 nÀfolar carte アラカルト
i

i

新型コロナウイルス感染症
生活資金の貸し付け

新型コロナウイルス感染症の影響で

i

緑のカーテン に
植物の種子を配布します

夏場の節電対策に、アサガオとゴー

i

＝お知らせ

催 ＝催し

募 ＝募集

道路上の樹木の管理

道路や歩道内の一部において、私有

収入の減少があった世帯に対して、県

ヤの種子の無料配布を行います。

地からの樹木や竹の張り出しなどによ

社会福祉協議会では、生活福祉資金貸

配布期間…６月５日（金）まで（無くな

り、通行の妨げになっている箇所が見

付制度の特例による生活資金の貸し付

り次第終了） 配布数…アサガオ・ゴ

受けられます。土地所有者や使用者は、

けを行っています。

ーヤ種子計150袋（１世帯３袋、１事

樹木などの管理にご協力ください。

◆貸し付けの種類

業所６袋まで） 配布場所…環境生活

緊急小口資金…休業中など、主に一時

課（市役所１階）または野栄総合支所

た場合、土地所有者や使用者が責任を

的な収入の減少があった人向け

※プランターやネットなどはご自身で

問われる場合があります。

総合

支援資金…主に失業した人向け

用意してください。

※貸し付けの詳細は、全国社会福祉協

【 市 道 】建 設 課 管 理 用 地 班 ☎73−

環境生活課環境班☎73−0088

議会または県社会福祉協議会のホーム

i

ページをご覧になるか、下記までお問

0092【国道・県道】海匝土木事務所管
理課☎72−1101

緑の募金運動

i

い合わせください。
◆相談・申込窓口

張り出しなどが原因で事故が発生し

「緑の募金」は、公共用地への植樹

市社会福祉協議会☎67−5200（野栄

５月中旬から
工業統計調査を実施

などに役立てられる他、震災による被

総務省と経済産業省では、製造業を

福祉センター１階）

災地域の森林整備、緑化の推進を通じ

営む事業所を対象に、2020年６月１日

※貸し付けに関する相談が増えていま

た復旧・復興支援にも活用されます。

現在での「工業統計調査」を実施します。

す。予約の人を優先していますので、

今年度も募金活動を行いますので、

来所前に電話で予約してください。

i

事業所へは５月中旬から６月にかけて、

皆さんのご協力をよろしくお願いしま

市から電話による事前調査や、書類を

す。募金の納入については下記までご

送付させていただく場合があります。

連絡ください。募金活動の期間は、６

税の徴収猶予の特例制度

月１日（月）までです。
新型コロナウイルス感染症の影響で

企画課企画調整班☎73−0081

i

◆募金活用の活用方法

有害鳥獣駆除を
10月末まで行います

事業などに係る収入に相当の減少があ

募金は、公益社団法人千葉県緑化推

った人は、１年間、税の徴収の猶予を

進委員会へ送金されます。その一部が

カラスなど鳥類による農作物被害を

受けることができます。担保の提供は

「わたしの街みどりづくり事業」とし

防止するため、市内全域で銃器を使っ

不要で、延滞金も掛かりません。

て、公園などの植栽事業に活用されて

た有害鳥獣駆除を10月末まで実施しま

対象者…次の①②の条件を満たす人①

います。

す。時間は日の出から日没までです。

新型コロナウイルスの影響により、令
和２年２月以降の任意の期間（１か月
以上）において、事業などに係る収入

産業振興課農村整備班☎73−0089

i

が前年同期に比べておおむね20%以上
減少していること ②いちどきに納税
を行うことが困難であること

九十九里海岸を利用する
皆さんへ

九十九里浜は、千葉県が全国に誇る

駆除の際は、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。
一斉駆除日…５月10日（日）
、６月21
日（日）、７月19日（日）、８月30日（日）、

対象と

景観地の一つで、貴重な動植物の生息

９月20日（日）

なる税…令和２年２月１日〜３年１月

地でもあります。こうした自然環境が

◆箱わなを設置

31日に納期限が到来する市県民税、法

破壊されないよう、県では車両乗入れ

人市民税、軽自動車税、固定資産税、

規制を実施しています。規制区域は、

タヌキ、イタチ類（雄のみ）による農

国民健康保険税

イノシシ、アライグマ、ハクビシン、

※関係法案が国会で

旭市から一宮町までの60㎞の海岸地域

作物被害に対し、箱わななどの設置を

成立することが前提です。申請手続き

で、漁業関係者などの許可車両を除き

行います。被害にお困りの場合は、お

などの詳細は、お問い合わせください。

砂浜などへの乗り入れができません。

問い合わせください。

税務課納税推進室☎73−0087

環境生活課環境班☎73−0088

地元だからスピーディーな対応致します！！

産業振興課農政班☎73−0089

実務者研修（６月生・７月生）

自動ドアの扉・鍵 など

県の貸付制度が利用でき、受講費用はかかりません。

窓ガラスフィルム
紫外線カット 遮熱省エネ 防犯 など

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。
６月、７月は成田・匝瑳の両教室にて開講。一人一机でゆったりした空間
をご用意しております。クラスを分けて10人以内にしております。

詳細は、 すずらん介護福祉学院 で

㈱東総オートドア

して下さい。

すずらん介護福祉学院

☎0479−72−5551
千葉県匝瑳市長谷3600番地

包括事務局：匝瑳市飯倉台 10−20
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