
◆一般曹候補生
応募資格…18歳以上33歳未満の人　※
32歳の人は採用予定月の末日現在で、
33歳に達していない人。　申込期限
…９月10日（木）　試験日…９月18日
（金）～20日（日）のうち指定する１日
◆航空学生（パイロット）
応募資格…【航空】18歳以上21歳未満
の人【海上】18歳以上23歳未満の人　
申込期限…９月10日（木）　試験日…
９月22日（火）
◆自衛官候補生
応募資格…18歳以上33歳未満の人　※
32歳の人は採用予定月の１日から起算
して３月に達する日の翌月の末日現在
で、33歳に達していない人。 試験日
…受付時に通知（受付期間は通年）
※新型コロナウイルス感染症の影響に
より試験日が変更となる場合がありま
す。
問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

対象…県内の小学校に通う小学１年生
～６年生　募集規格…「未来のごみ箱」
をテーマとした八つ切り画用紙（27㎝
×38㎝。縦横自由）の作品　※１人に
付き１作品のみ。　受付期間…９月
17日（木）まで　※必着。応募方法…
所定の応募用紙に ①氏名 ②性別 ③学
年 ④作品タイトル ⑤作品のコメント 
⑥学校名 ⑦住所 ⑧電話番号 ⑨保護者
氏名を記入し、下記まで送付（作品裏
面にも住所・氏名を記入）　作品送付
先…㈱ベターサービス「エコ絵画コン
クール」係（千葉市花見川区宇那谷町
1501番地２）
問夏休みエコ絵画コンクール運営事務
局☎043－242－6810

自衛官（一般曹候補生・
航空学生・自衛官候補生）

募

夏休みエコ絵画
コンクール作品

募

募集科目・人数…ＮＣ機械加工科・７
人、自動車整備科・10人　応募資格…
令和３年３月に高等学校卒業見込みで
学校長が推薦する人　募集期間…９月
１日（火）～25日（金）　試験日…10月
８日（木）
◆体験学習会を開催
期日…８月21日（金）　場所…同校　
対象…高校１年生～３年生
 問同校☎62－2508

県立旭高等技術専門学校
入校生

募

日時…８月16日（日）10時上映開始　
場所…野栄総合支所（小ホール）　上
映作品…「トムとジェリー」、「日本・
世界の昔話」　対象…子どもとその保
護者（小学校３年生以下は保護者同
伴）　定員…50人　申し込み…事前に
下記まで（予約者優先）　入場料…無料
問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

期間…９月30日（水）まで　時間…９
時～16時　場所…ミニギャラリーより
みち（飯高檀林跡南駐車場そば）　内
容…松澤フサさん（92歳）の他、９人
の水墨画愛好会の作品を展示
 問同ギャラリー☎74－0355

　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。病気を克
服した人（ピアサポーター）や相談支
援員とお話ししませんか。
日時…８月18日（火）13時30分～15時
30分　場所…八日市場公民館
 問聖マーガレットホーム☎74－3457

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
賃月額8,100円～　募集戸数…３戸　
募集期間…８月３日（月）～17日（月）
の土・日曜日、祝日除く８時30分～17
時　応募書類配布場所…都市整備課
（市役所３階）、野栄総合支所　書類提
出場所…都市整備課
※入居資格などの詳細は、下記までお
問い合わせください。
 問都市整備課管理班☎73－0091

子ども映画会
催

ギャラリーよりみち
水墨画作品を展示

催

こころのしゃべり場
催

市営住宅入居者
募 　本市を代表する夏の伝統行事「八重

垣神社祇園祭」。今年は新型コロナウ
イルス感染症の影響のため中止となり
ましたが、８月５日（水）に特別編と
して過去10年分の祇園祭の様子をまと
めた番組がチバテレビで放送されます。
放送日時…本放送：８月５日（水）19
時～19時55分、再放送：８月８日（土）
18時５分～19時　番組タイトル…見せ
ます10年分！匝瑳市八日市場八重垣神
社祇園祭Ｓ

スペシャル

Ｐ
問市観光協会事務局（産業振興課内）
 ☎73－0089

８月31日（月）は
・市県民税〔第２期〕
・国民健康保険税〔第３期〕
・後期高齢者医療保険料〔第２期〕
・介護保険料〔第３期〕
の納期限（口座振替日）です。

税 と保険料

特別番組 放送
八重垣神社祇園祭スペシャル
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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。
7月から市民検診始まります。（20歳以上の方）

看護学校(正・准） 助産師学校：進学助成あります
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　カラスなど鳥類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。
　８月の一斉駆除日は30日（日）で、
腕章を着けた匝瑳猟友会員が人や家屋、
動植物に万全の注意を払いながら、日
の出から日没まで実施します。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　マイナンバーカードの交付を希望す
る企業や団体の事務所へ市職員が出向
き、一括で申請を受け付ける「出張申
請」を実施しています。カードは郵送
で届くので、市役所へ受け取りに行く
必要がありません。
　マイナンバーカードは、身分証明書
としても使える他、健康保険被保険者
証としての利用も予定されています。
※詳細は、下記までご連絡ください。
 問市民課戸籍班☎73－0086

　お盆には、供え物などを河川などに
流す「棚流し」の風習が残っています。
これらをそのまま放置すると生活環境
を悪化させる原因となりますので、各
自が責任をもって回収してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

価格…１冊500円（税込）　サイズ…縦
145㎜×横85㎜　色…紺・黄・赤　申
し込み…８月14日（金）までに、企画
課（市役所２階）まで　発行…千葉県
統計協会
※10月中旬に代金引換でお渡し予定。
 問企画課企画調整班☎73－0081

有害鳥獣の一斉駆除を
８月30日に行います

i

マイナンバーカードの
出張申請を行っています

i

お盆の供え物は
忘れずに回収を

i

2021年版「ちば県民手帳」の
予約を受け付けます

i

　中学校卒業程度の学力があるかどう
かを認定するための国が行う試験です。
合格者は高等学校の入学資格が与えら
れます。
受付期間…９月４日（金）まで　試験
日…10月22日（木）　試験会場…千葉
県総合教育センター（千葉市）　試験
科目…国語、社会、数学、理科、外国
語（英語）の５教科
※詳細は、下記までお問合せください。
 問学校教育課学務班☎73－0094

　危険物取扱者免状所持者（甲・乙・
丙種）で、製造所などで危険物取り扱
い作業に従事している人を対象とした
講習会です。なお、従事していない人
も受講可能です。
期日…10月21日（水）　場所…千葉県
東総文化会館（旭市）　申し込み…８
月24日（月）～28日（金）に所定の用紙
（消防署で配布）に収入証紙（4,700円
分）を添付して持参または郵送
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本

部予防課☎72－1916

　個人事業税（第１期）の納期限は、
８月31日（月）です。納税通知書は、
８月上旬に送付します。早めに最寄り
の金融機関などで納めてください。納
税には便利な口座振替も利用できます。
　なお、新型コロナウイルス感染症の
影響により、収入に相当の減少があり、
一時に納税が困難な人は、徴収猶予の
特例制度があります。納税相談などは、
納期限までに下記までお問い合わせく
ださい。
 問旭県税事務所☎62－0772

令和２年度
中学校卒業程度認定試験

i

危険物取扱者保安講習
i

お忘れなく
個人事業税の納付

i

　年金事務所窓口での請求手続きなど
年金についての相談は、混雑緩和のた
め事前予約にご協力ください。
予約専用電話…☎0570－05－4890　受
付時間…月～金曜日（祝日除く）８時
30分～17時15分
※予約の際は、基礎年金番号が分かる
ものをご用意ください。
◆最寄り年金事務所の相談時間
《佐原年金事務所》
受付時間…月～金曜日の８時30分～17
時15分（週初めの開所日は19時まで延
長）、第２土曜日の９時30分～16時　
所在地…香取市佐原ロ2116番地１
《ねんきんサテライト成田》
受付時間…月～金曜日の８時30分～17
時15分　所在地…成田市花崎町828番
地11スカイタウン成田２階
問ねんきんダイヤル☎0570－05－1165

　お盆休みは家族で過ごす時間が増え、
地域での交流も盛んな時期です。この
機会に家族で「電話de詐欺」について
話し合ってみませんか。
◆被害を防止する電話機への工夫
留守番電話設定…常に留守番電話設定
にしておくことで、電話に出る前に
「声」から相手を確認できます。
迷惑電話対策サービス…警察などの情
報を基に迷惑電話を自動判別して呼び
出し、音を鳴らさずブロックします。
警告・通話録音機能…掛かってきた電
話に自動で応答し、通話内容を録音す
るなどのメッセージを流して警告しま
す。
※電話機によってはサービスに対応し
ていない場合があります。
問電話de詐欺相談専用ダイヤル
 ☎0120－494－506

年金事務所での相談は
事前にご予約を

i

お盆休みは家族の絆で
電話de詐欺対策

i

i ＝お知らせ　催＝催し　募＝募集情報 アラカルトinformation

À la carte

すずらん介護福祉学院

実務者研修（6ヶ月コース）

☎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。８月成田・９月匝瑳で開講いたします。
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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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