ホ
マ
ス

＝問い合わせ先

i

で広報紙が読めます。

＝申し込み先

募

サマージャンボ宝くじ
お買い求めは県内で

今年のサマージャンボ宝くじは、１

平和の像にささげる千羽鶴

各支援状況をお知らせします
新型コロナウイルス感染症の拡大

八日市場駅前「平和の像」にささげ

等・前後賞合わせて７億円、同時発売

る折り鶴を募集します。７月17日（金）

防止に対していただいた、各方面か

のサマージャンボミニは、１等1000万

までに総務課（市役所２階）または野

らの支援物品などをお知らせします。

円です。

栄総合支所へお持ちください。折り鶴

●千葉アグリグローバルネット協同

宝くじの収益金は、市町村のまちづ

は、８月１日から終戦記念日である15

組合（マスク）

くりのために使われます。都道府県別

日までささげた後、広島平和記念公園

販売実績による県配分がありますので、

と長崎原爆資料館に献納します。

ぜひ県内の宝くじ売り場でお買い求め

◆折り鶴の束ね方

ください。発売期間は７月14日（火）

●ロータリークラブ（50万円）

長さ100cm程度の丈夫な糸にボタン

〜８月14日（金）です。

●公益社団法人銚子法人会（15万円）

などの留め具を取り付け、折り鶴が抜

千葉県市町村振興協会

※取りまとめ状況は６月22日現在。敬
称略。順不同

け落ちないよう糸を通した状態にして

☎043−311−4162

i

●一般社団法人八日市場青年会議所
（除菌水、マスク）

ください。メッセージなどを書いた短
冊を折り鶴に添えることもできます。

寄 付（２万円以上）

※今年度は新型コロナウイルス感染症

動物の遺棄・虐待は犯罪です

の拡大防止のため、
「千羽鶴をささげ
無責任な飼い主が遺棄したペットが

●市へ

るセレモニー」は中止します。

野良犬や野良猫となり社会問題にもな

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱

総務課庶務班☎73−0084

っています。犬や猫などの動物をみだ

様より

募 北総地区内

りに遺棄したり、殺傷したりすること

…ミネラルウォーター50箱

（102,400円相当）

公立小・中学校講師

は犯罪です。飼い主は愛情と責任を持
って飼育しましょう。

勤務場所…匝瑳市、旭市、銚子市など

◆遺棄・虐待は法律で処罰されます

の小・中学校

要件…教員免許を持ち、

税 と 保険料

心身ともに健康で、教育に情熱のある

７月31日（金）は

処罰され、犬や猫などの動物を遺棄し

人

・固定資産税〔第２期〕

た場合は100万円以下の罰金、殺傷し

８時〜16時30分

た場合は２年以下の懲役または200万

申請書を下記までファクスまたは郵送

動物の遺棄・虐待は、法律に基づき

円以下の罰金が科されます。

勤務形態（常勤）…月〜金曜日の
申し込み…講師登録

・国民健康保険税〔第２期〕
・後期高齢者医療保険料〔第１期〕

（申請書は北総教育事務所ホームペー

動物の被害に困っていても、それは
捨てたり、屋外で放し飼いにしたりし

同事務所管理課☎043−483−1148、

た人間が原因です。動物に怒りを向け

ファクス043−486−2919

てはいけません。

募

◆むやみな餌やりは厳禁です

千葉県警察官（第２回募集）

野良犬や野良猫など、所有者がいな
い動物に餌を与えるだけの行為はやめ

募集区分・人数…警察官Ａ・男性：

てください。餌を与える場合は、飼い

170人程度、同・女性：40人程度、警

主として責任を持って飼育し、不妊・

察官Ｂ・男性：180人程度、同・女性：

去勢手術を受けさせたり、排せつ物の

40人程度

処理をしたりして近隣住民の理解を得

まで

られるよう努めましょう。

※募集人数などの詳細は、下記までお

環境生活課環境班☎73−0088、匝瑳

・介護保険料〔第２期〕

ジから取得可）

受付期間…８月17日（月）

試験日…９月20日（日）

問い合わせください。

警察署☎72−0110

の納期限（口座振替日）です。

ふれあいパーク情報
7

７月１日（水）〜７日（火）の間、豊
和小学校の児童が願いを込めて書いた
短冊を飾ります。短冊を用意していま
すので、ご来場いただいた皆さんも願
い事を書いてみませんか。
ふれあいパーク八日市場☎70−5080

匝瑳警察署☎72−0110

Ը

1 〜 七夕飾り

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。
7月から市民検診始まります。
（20 歳以上の方）

予約承ります
予
予約承
約承
承ります
ります
ます

電話予約

ミ ニ 会 席 も やって ま

℡ 0479−73−1100

増田産婦人科

八日市場ホ５
八
八日市場ホ
八日市
日市場ホ５
場ホ
ホ ０５・126
ホ５
５・
５・126
1 号バイパス沿い
号バイパス沿
号バイ
バイパス沿
パス沿い
電 0479−72−0061
0479
47
79
7
9−72
−72
−72−00
72−00
−00
−0
0061
0
006
061
61
営業
営業時
営業時間
業時間 AM11:00〜
業時
AM11
A
M11
M11:0
11:
1
11
1:00
:00〜
:0
00
0〜２:00
２::00
２
00 PM17:00〜20:
PM17:00〜20:00
PM17:0
P
PM
PM1
M1
M17:0
7:00〜
7:00〜
7:
0〜20:00
20:
0:00
0:00
0:
00

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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国民健康保険
被保険者証が更新されます

現在の国民健康保険被保険者証は、

i

i

i

罹災証明書の交付

市では、台風・大雨・暴風・地震な

＝お知らせ

催 ＝催し

募 ＝募集

子ども医療費受給券の更新

子ども医療費助成受給券は年１回、

７月末で有効期限を迎えます。新しい

どによって建物などに被害が生じた場

８月１日に更新しています。新しい受

被保険者証を世帯ごとに簡易書留で郵

合に罹災証明書を交付しています。

給券は７月下旬に郵送します。

送しますので、８月以降は郵送された

り

証明書の交付を受けようとする人は、

なお、高校生世代のお子さんは、受

被保険者証をお使いください。

被害を受けてから１年以内に市へ申請

給券はありません。医療機関で一部負

◆令和３年７月31日までに70歳の誕生

書と被災状況（被害の程度・箇所・範

担金を支払い、後日、保健センターま

日を迎える人へ

囲など）を撮影した写真を提出してく

たは野栄総合支所で償還払いの申請を

ださい。申請書受け付け後、数日後に

してください。申請には領収書などが

人は、今回送付する被保険者証の有効

令和３年７月31日までに70歳になる

証明書を交付します。

必要です。

期限は誕生月の月末までとなっていま

※この証明書は災害によって生じた被

す。被保険者証の期限が切れる前に、

害内容を証明するものであり、被害額

誕生月の翌月１日（１日生まれの人は

を証明するものではありません。

当月）から使える「国民健康保険被保
険者証兼高齢受給者証」を送付します。
◆臓器提供意思表示欄

健康管理課☎73-1200

i

ストップ！ごみの野焼き

総務課消防防災班☎73−0084

i

被保険者証および被保険者証兼高齢

ごみの焼却

有害鳥獣の一斉駆除を
７月19日に行います

（野焼き焼却）
をする家庭が見

受給者証の裏面に「臓器提供意思表示

カラスなど鳥類による農作物被害を

欄」を設けています。使用の際は、被

防止するため、10月末まで市内全域で

保険者証の送付文書裏面を確認してく

有害鳥獣駆除を実施しています。

受けられます。
野焼きは、煙
や悪臭に加え、

ださい。また、個人情報保護シールが

７月の一斉駆除日は19日（日）で、

必要な場合は、市民課（市役所１階）

腕章を付けた匝瑳猟友会員が人や家屋、

ダイオキシン類の発生原因となるため

または野栄総合支所で配布しています。

動植物に万全の注意を払いながら、日

禁止されています。また、火災の原因

の出から日没まで実施します。

にもなるため、家庭ごみは、ごみステ

市民課国保年金班☎73−0086

i

産業振興課農政班☎73−0089

がん検診の日程

i

ーションに出してください。
環境生活課環境班☎73−0088

農地は無断で転用できません

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

農地に建物を建てたり資材置場や駐

ん、肺がん、前立腺がん、肝炎ウイル

車場にしたりするなど、農地以外の用

ス、子宮がんの集団検診は中止します。

途に転用する（一時的な利用も含む）

なお、子宮がんと乳がんの個別検診

有害物質である

場合は、知事の許可が必要です。

i

令和２年度 全国安全週間

職場における安全意識の高揚と安
全活動の定着を図ることを目的に「全
国安全週間」が、７月１日（水）〜７日

は７月から、大腸がん集団検診は８月

転用しようとする場合は、事前に農

（火）の間に実施されます。今年のス

下旬から実施予定です。希望者は下記

業委員会（市役所３階）へ許可申請書

ローガンは『エイジフレンドリー職場

までお問い合わせください。

を提出してください。許可を受けずに

へ！ みんなで改善 リスクの低減』です。

◆来年度のがん検診登録

農地を農地以外の用途に使用した場合

この機会に、新型コロナウイルス感

は、違反転用となり所有者を含めて違

染症や熱中症の防止の他、安全で快適

ん検診を受診した人、また、今年度登

平成29年度から令和元年度までにが

反転用者には厳しい措置がとられます。

な職場環境づくりを推進していきまし

録した人は、来年度分の問診票を送付

※農地法の罰則として、３年以下の懲

ょう。詳細は、厚生労働省ホームペー

しますので、改めての申し込みは不要

役または300万円以下の罰金（法人は

ジをご覧ください。

です。

１億円以下の罰金）が科されます。
健康管理課☎73−1200

千葉労働局労働基準部健康安全課
☎043−221−4312

農業委員会事務局☎73−0090

地元だからスピーディーな対応致します！！

実務者研修（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。7月は成田・匝瑳の両教室にて開講。7月生は国家試験に
間に合います。
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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