
　６月１日～10日は「電波利用環境保
護周知啓発強化期間」です。期間中は、
不法無線局の取り締まりを強化します。
　電波はルールを守り、正しく使いま
しょう。受信障害などの相談は、下記
までご連絡ください。
問関東総合通信局【不法無線局による
混信・妨害】☎03－6238－1939【テレビ・
ラジオの受信障害】☎03－6238－1945

　精神科に通院している人、社会に出
にくい人の情報交換会です。
日時…６月９日（火）13時30分～15時30分
場所…八日市場公民館（第２講座室）
 問聖マーガレットホーム☎74－3457

　海匝地区の小・中学校で使用する教
科書などを展示します。
日時…６月12日（金）～27日（土）９時
～16時30分　場所…八日市場図書館
（月曜休館）　出品本…小・中学校教科
書、特別支援学校用教科書、令和３年
度使用予定の中学校教科書
 問北総教育事務所海匝分室☎62－2554

　県指定名勝・仁右衛門島（鴨川市）散
策、潮だまりの生き物観察を行います。
日時…７月５日（日）生涯学習センタ
ー前に６時50分集合　※荒天中止。　
対象…小学生以上（４年生以下は保護
者同伴）　定員…45人（申し込み順）　
参加費…１人1,000円（観覧料、有料道
路代など）　申し込み…６月22日（月）
～７月１日（水）の間に、下記まで
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

電波の適正利用に向け
取り組みを強化します

i

こころのしゃべり場
催

学校教科書の一般展示
催

自然観察会
募

　年金を受給している人へ毎年６月に
日本年金機構から「年金振込通知書」
が届きます。これには、年間の支払い
額や年金から控除される介護保険料な
どが記載されています。扶養の認定を
受ける際に必要な場合があるため、大
切に保管してください。再交付の場
合で急ぎの際は、佐原年金事務所（☎
0478－54－1442）へご相談ください。
問ねんきんダイヤル☎0570－05－1165

　動物を飼うときは、周囲へ迷惑を掛
けないよう十分なマナーと正しいしつ
けが必要です。犬や猫を飼うときは、
次の点に注意して飼いましょう。
◆犬を飼うときの注意点
　①犬のふん尿は責任をもって処理し
ましょう。②犬の放し飼いは禁止です。
散歩は犬を制止できる人が短い引き綱
で行いましょう。③飼い犬には「登録
鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を付け
ることが義務付けられています。人を
かんでしまったときは、保健所へ届け
出をし、狂犬病の診察を受けさせる必
要があります。
◆猫を飼うときの注意点
　①猫は屋内で飼いましょう。屋内で
飼うことで、ふん尿や鳴き声などの苦
情を防止できる他、交通事故なども防
げます。②適切に飼うことのできない
子猫を増やさないため、不妊・去勢の
手術を受けさせましょう。
◆もしもの時に備えて
　災害時などに探しやすいよう、犬・
猫に迷子札やマイクロチップを付けま
しょう。災害時には一緒に避難できる
よう日頃から準備をしておきましょう。
問八日市場地域保健センター
 ☎72－1281

年金振込通知書が届きます
i

動物は責任をもって
飼いましょう

i

季節の野菜や
 花々を取りそろえています
　店内にある「郷土料理レストラン里
の香」の営業は、新型コロナウイルス
感染症の影響を考慮しつつ、再開に向
け準備を進めています。
　なお、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。営業時間
は、９時～18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

掲載している情報は５月22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。

６月30日（火）は

・市県民税〔第１期〕

・国民健康保険税〔第１期〕

・介護保険料〔第１期〕

の納期限（口座振替日）です。

税 と保険料

　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止に対していただいた、各方面か
らの支援物品などをお知らせします。
●株式会社萌栄（マスク）
●ソーラーシェアリング収穫祭実行
委員会（マスク）
●株式会社ＴＫＣ（200万円）
●ユタカはりきゅう治療院（次亜塩
素酸除菌水）
●スプレーイングシステムスジャパ
ン合同会社八日市場工場（次亜塩素
酸除菌水）

※取りまとめ状況は５月22日現在。敬
称略。順不同

各支援状況をお知らせします

スマホで広報紙が読めます。問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先
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℡ 0479－73－1100電話予約

増田産婦人科 看護師・助産師 募集中

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。

看護学校(正・准） 助産師学校：進学助成あります
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　新型コロナウイルス感染症の影響に
より次の要件を満たす人は、国民健康
保険税が減免されます。
　減免には、減免申請書（市ホームペ
ージから取得可）や収入を証明する書
類などの提出が必要です。申請は郵送
での受け付けも可能です。詳細は、６
月中旬に発送予定の納税通知書に同封
の案内をご覧になるか、下記までお問
い合わせください。
◆減免の対象世帯
１．主たる生計維持者が死亡または重
篤な傷病を負った世帯の人⇒保険税の
全額を免除
２．主たる生計維持者の収入減少が見
込まれ、次の要件をすべて満たす世帯
の人⇒保険税の一部を減額
減額の要件…①事業収入や給与収入な
ど、種類ごとにみた収入のいずれかが、
前年に比べて10分の３以上減少する見
込みであること ②前年の所得の合計
額が1000万円以下であること ③収入
減少が見込まれる種類の所得以外の前
年の所得の合計額が400万円以下であ
ること
 問税務課市民税班☎73－0087

　新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、今年度予定されていた胃が
ん検診、肺がん検診、前立腺がん検診、
肝炎ウイルス検診、子宮がん集団検診
を中止します。なお、大腸がん検診は
実施予定です。
　また、例年６月に実施している国保
特定健診および後期高齢者健診は、同
様の理由により延期いたします。今後
の健診日程は、後日、対象者に個別通
知します。
 問健康管理課☎73－1200

国民健康保険税の減免
i

がん検診などの中止と延期
i

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、主たる生計維持者が死亡または、
重篤な傷病を負った世帯の人、事業収
入などの減少が見込まれる世帯の人は、
介護保険料の減免が受けられる場合が
あります。
　詳細は、下記までご相談ください。
 問市民課保険料班☎73－0086

　農業者年金を受給している人は、毎
年、現況届の提出が必要です。
　届け出用紙は農業者年金基金から郵
送されますので、必要事項を記入して
６月30日（火）までに農業委員会事務
局（市役所３階）へ提出してください。
未提出の場合は、年金が受給できなく
なりますので、ご注意ください。
 問農業委員会事務局☎73－0090

　海岸保安林の松くい虫防除のため、
薬剤地上散布を行います。
期間…６月下旬～７月下旬（天候によ
る順延あり）　※詳細は防災行政無線
放送でお知らせします。場所…市内海
岸部の県有保安林　時間…５時頃～17
時頃
◆注意事項
①散布日を含め３日間は散布区域に立
ち入らないでください。②保安林内や
保安林近くへの駐車は控えてください。
③自動車などに薬剤がかかった場合は
速やかに水で洗ってください。④散布
区域周辺の山菜、木の実などは１カ月
程度採取しないでください。⑤養殖業
や養蜂業を営む人は、養殖場や巣箱な
どの被覆などを行ってください。
 問北部林業事務所☎0475－82－3121

介護保険料の減免
i

農業者年金の
現況届を忘れずに

i

松くい虫防除に
薬剤散布を行います

i

　５月に実施予定であった「ふれあい
健康ウォーク2020春」は、延期とお知
らせしましたが、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、中止となり
ました。
　次回は、11月８日（日）に「ふれあい
健康ウォーク2020秋」を予定していま
すので、ぜひご参加ください。
問生涯学習課スポーツ振興班
 ☎73－0097

　市内３中学校の２年生を対象に、毎
年実施していました職業体験（社会体
験）学習は、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、今年度は中止し
ます。毎年、受け入れを予定していた
事業所の皆さんには、ご迷惑をお掛け
しますがご理解をお願いします。
問市中学生社会体験推進協議会事務局
（学校教育課内）☎73－0094

　近年、宅地内の漏水が増えており、
配管や器具の老朽化、地震の影響と考
えられます。月に１度は、家庭で漏水
の確認をしてみましょう。
◆漏水の確認方法
①宅地内にある水道の蛇口を全部閉め、
水が流れていない状態にする。②メ
ーターボックス内
のパイロット（＝
写真）を確認する。
③パイロットが回
転している場合は
漏水の可能性があります。早めに指定
給水装置工事事業者に調査・修理を依
頼しましょう。
 問八匝水道企業団☎73－3171

ふれあい健康ウォークの中止
i

中学生職業体験の中止
i

水道は定期的に
漏水チェックを

i
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すずらん介護福祉学院

実務者研修（６月生・７月生）

☎0479-73-4811包括事務局：匝瑳市飯倉台10－20

詳細は、 で して下さい。すずらん介護福祉学院 検索

県の貸付制度が利用でき、受講費用はかかりません。
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。
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千葉県匝瑳市長谷3600番地

地元だからスピーディーな対応致します！！

自動ドアの扉・鍵など
窓ガラスフィルム
紫外線カット  遮熱省エネ  防犯など

㈱東総オートドア
☎0479－72－5551
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