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っている安全な水道水をご
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市の﹁介護力﹂を高める
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利用いただけます︒
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ぬるま湯をゆっくりとかけ︑

わたくしたちの八街は、開拓の歴史と恵まれた自然環境の中で、
と き １月30日㈰ 午前８時30分〜午後５時
先人の努力によって栄えてきたまちです。
開庁する窓口※住民異動が伴う業務は取り扱うことができません。 わたくしたちは、「ヒューマンフィールドやちまた」を目指し
て、調和のとれたよりよいまちづくりのために、この憲章を定め
○ 市 民 課（☎４４３−１１２０）
ます。
○ 課 税 課（☎４４３−１１１６）
１．郷土を愛し、文化のかおり高いまちにしましょう。
○ 納 税 課（☎４４３−１１１５）
１．自然を大切にし、潤いのある美しいまちにしましょう。
○ 国保年金課（☎４４３−１１３９）
１．きまりを守り、明るく住みよいまちにしましょう。
詳しくは、各担当課にお問い合わせください。
１．おもいやりのある、心のかよった豊かなまちにしましょう。
１．スポーツに親しみ、健康で働くたくましいまちにしましょう。
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ところ

から記念品を贈呈します︒
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