
◆防衛大学校

▽①推薦　受付期間…９月５日（土）
～11日（金）　試験日…９月26日（土）・
27日（日）　 ▽ ②総合選抜　受付期間
…９月５日（土）～11日（金）　試験日
…１次：９月26日（土）、２次：10月
31日（土）・11月１日（日）　 ▽③一般
受付期間…10月22日（木）まで　試験
日…１次：11月７日（土）・８日（日）、
２次：12月８日（火）～12日（土）の指
定された１日　応募資格（①②③共
通）…高卒（卒業見込み含む）21歳未満
の人または高専３年次修了（修了見込
み含む）の人
※①は成績優秀かつ生徒会活動などで
顕著な成績を収め、学校長が推薦でき
る人。②③は23歳未満の人。
◆防衛医科大学校

▽医学科　受付期間…10月７日（水）
まで　試験日…１次：10月24日（土）・
25日（日）、２次：12月９日（水）～11
日（金）のうち指定された１日　 ▽ 看
護学科（自衛官候補看護学生）　受付
期間…10月１日（木）まで　試験日…
１次：10月17日（土）、２次：11月28
日（土）・29日（日）のうち指定された
１日　応募資格…高卒（卒業見込み含
む）21歳未満の人または高専３年次修
了（修了見込み含む）の人
※応募は、防衛大学校、防衛医科大学
校ともに期限日必着。
問自衛隊成田地域事務所

 ☎0476－22－6275

募集科目…NC機械加工科８人、自動
車整備科10人　受付期間…10月１日
（木）～23日（金）　試験日…11月５日
（木）
 問県立旭高等技術専門校☎62－2508

防衛大・防衛医大 学生
募

県立旭高等技術専門校
入校生

募

　体力増進を目的にリハビリスタッフ
による体力測定などを行います。事前
に下記までお申し込みください。
日時…10月～12月の毎週月曜日（祝日
除く）15時～16時　場所…九十九里ホ
ーム病院リハビリテーション室　対象
…40歳以上の市民（各回10人まで）　
※参加無料。
 問九十九里ホーム病院☎72－1131

九十九里ホーム病院
体力健診参加者

募

　新築・増築・リフォームから手すり
１本の取り付けまで、相談に応じます。
日時…９月13日（日）９時～16時　場
所…市民ふれあいセンター相談室
問匝瑳市八日市場建築連合組合（石毛）
 ☎72－2280

　医療・介護・災害をテーマに公開講
座を開講します。費用は無料で、どな
たでも受講できます。
講座期間…10月３日（土）～令和３年
２月９日（火）（全25講座）　※各講座
１時間程度　受講方法…千葉科学大学
（銚子市）で直接受講またはLIVE配信
（Web会議アプリ「Zoom」を使用）に
よる遠隔受講　申し込み…事前に下記
まで（各講座定員40人）
※各講座の内容などの詳細は千葉科学
大学ホームページをご覧になるか、下
記までお問合せください。なお、講座
により対象者が限定される場合があり
ます。
問千葉科学大学庶務部産官学連携

推進課☎0479－30－4636

試験日…11月１日（日）９時30分　試
験場所…東総衛生組合（旭市ニの5933
番地）　募集人数…１人　募集職種…
事務職（一般行政職初級）　受験資格
…平成11年４月２日から15年４月１日
までに生まれた人で、学歴を問わな
い　受付期間…９月７日（月）～25日
（金）８時30分～17時15分（土・日曜日、
祝日を除く）　申し込み…申込書、受
験票（はがき）を持参、または郵送（25
日の消印有効）
 問東総衛生組合事務局☎62－0794

建築無料相談会
催

千葉科学大学
市民公開講座2020

催

令和３年４月採用
東総衛生組合職員

募

９月30日（水）は
・固定資産税〔第３期〕
・国民健康保険税〔第４期〕
・後期高齢者医療保険料〔第３期〕
・介護保険料〔第４期〕
の納期限（口座振替日）です。

税 と保険料

新米の販売が始まります 
　市内の農家さんが作った新米を販売
します。ぜひご来店ください。

“プリティな”はなこちゃん来店 
　ポニーの「はなこ」と触れ合いませ
んか。詳細はお問い合わせください。
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

　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。
●コカ・コーラボトラーズジャパン
㈱（マスク）
※取りまとめ状況は８月21日現在。敬
省略。

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。
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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　市では、公共交通の利用状況や利用
意向、将来の方向性などについてアン
ケート調査を実施しています。アンケ
ートで得られた回答は、これからの公
共交通のあり方を検討する上での基礎
資料となります。
　対象者は、15歳以上の人から無作為
に選んだ市民2,000人です。対象とな
った人はご協力をお願いします。
 問環境生活課市民協働班☎73－0088

　米の需要は、人口減少や食生活の変
化などにより減少傾向にあります。米
の需給と価格の安定を図るため、飼料
用米などの転作作物を作付けするなど、
需要に応じた生産を心掛けましょう。
　千葉県では、飼料用米多収品種の取
り組みに対する助成単価が高く設定さ
れています。
　多収品種の種子（一部）は、市を通
じて、（一社）日本草地畜産種子協会か
ら購入できます。詳細は、同協会ホー
ムページを確認するか、下記までお問
い合わせください。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　公証人による無料相談を実施します。
日時…10月３日（土）９時～17時　場所
…銚子公証役場（銚子市）　相談内容…
各種契約（金銭の貸借、土地建物の売
買・賃貸借、協議離婚に伴う子の養育
費、慰謝料・財産分与、年金分割など）、
遺言、遺産分割協議、任意後見、尊厳
死、会社の定款、私文書の認証、確定
日付　申し込み…10月２日（金）15時
までに下記まで
 問銚子公証役場☎23－6071

公共交通に関する
市民アンケート調査

i

飼料用米に
取り組みましょう

i

無料公証相談
i

　国土交通省では９
月１日（火）から10日
（木）までを「屋外広
告物適正化旬間」とし、
屋外広告物の適正管理
の促進に向け、企業や
国民の意識啓発を図っ
ています。
◆表示には許可が必要
　屋外広告物とは、常時または一定の
期間継続して屋外で公衆に表示される
看板や貼り紙などです。屋外広告物の
表示には、一部を除き市の許可が必要
です。また、許可期間以降も継続して
表示する場合は更新が必要です。
◆屋外広告物の適正な管理を
　適正に管理されていない屋外広告物
は、景観の悪化や老朽化による落下事
故などにつながる恐れがあります。設
置者や管理者は、日頃の点検と専門家
によるメンテナンスを行いましょう。
 問都市整備課都市計画班☎73－0091

種類…甲種、乙種、丙種　試験日…
11月22日（日）　試験場所…千葉科学
大学（銚子市）　手数料…甲種6,600円、
乙種4,600円、丙種3,700円　受付期間
…【書面申請】９月17日（木）～10月９
日（金）【電子申請】９月14日（月）～10
月６日（火）
※願書は匝瑳市横芝光町消防組合消防
本部予防課または消防署で配布。
◆受験者講習会
期日…10月９日（金）　場所…市民ふ
れあいセンター　対象…乙種第４類資
格希望者　受講料…3,700円　※事前
申し込みおよびテキストが必要。
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本

部予防課☎72－1916

屋外広告物のルールを
守りましょう

i

危険物取扱者試験（第３回）
i

　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。
　９月の一斉駆除日は20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

◆こころのしゃべり場
　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…９月８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
◆こころの健康のつどい
　病気を克服されている人（ピアサポ
ーター）や、精神保健福祉士と各回の
テーマを決めて学びます。今回のテー
マは「発達障害を学ぼう」です。
日時…９月８日（火）10時～12時　場
所…八日市場公民館
 問福祉課障害福祉班☎73－0096

　２台のピアノ（スタインウェイとベ
ーゼンドルファー）の音色の違いが味
わえる公開レッスンとミニコンサート
が開催されます。
日時…９月13日（日）14時～　場所…
千葉県東総文化会館大ホール（旭市）
内容…１部（14時～）：公開レッスン、
２部（15時15分～）：ミニコンサート
講師…實川風、髙橋ドレミ　料金…全
席自由1,000円
 問千葉県東総文化会館☎64－2001

有害鳥獣の一斉駆除
i

こころに健康を
催

知って！感じて！
ホールのピアノ

催

○×

商
事

セ
ー
ル

　 

開
催
中
！

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

実務者研修介護福祉士受験のための

☎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。毎月、成田・匝瑳の教室で開講しています。

１号広告

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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