対 象
・講習会受講対象者
食品営業関係者

食品衛生責任者
・検便対象
施設に従事する方全員︵パ
ート・アルバイトも含む︶
費 用 １０００円
持ち物
食品衛生自主管理記録簿︑

検便︑筆記用具
※駐車場に限りがあります
ので︑車でのご来場はなる
べくご遠慮ください︒
詳しくは︑市役所環境課
☎４４３│１４０６へ︒
﹁振り込め詐欺専用ダイヤ
ル﹂が開設されました
振り込め詐欺相談専用ダイ
ヤル
０１２０│４９４│５０６
受付時間
午前８時 分〜午後５時
分︵土曜︑日曜日︑祝
日を除く︶
詳しくは︑県警本部生活
安全総務課☎２０１│０１
１０へ︒
中途失聴者・難聴者のため
の手話サロン
と き ５月 日㈮
午後１時 分〜
４時
ところ 酒々井町社会福祉
協議会
詳しくは︑ＮＰＯ千葉県
中途失聴者難聴者協会印旛
香取事務所事務局☎０９０
│５３０２│０３８５ ４
４４│０２９８へ︒

30

30

18

み ん な の 広 場

分

待ちしています︒
入会説明会
毎月 第１・第３月曜日
午後１時 分〜︵月曜日
が休日の場合火曜日︶
刃物研ぎ
毎月 第１・第３水曜日
午後１時〜３時︵当日が
休日の場合中止︶
ところ シルバー人材セン
ターワークプラザ
詳しくは公益社団法人八
街市シルバー人材センター
☎４４２│３５３１へ︒
八街市中小企業資金融資を
ご活用ください
市では︑市内で事業を営
む中小企業者の方を対象と
した支援策として︑資金融
資制度を設けています︒︵一
定の貸付要件があります︶
この融資を利用している
事業者の方には︑金利負担
を軽減するため︑利子の一
部を助成しています︒
そのほか︑千葉県や八街
商工会議所においても各種
融資などがあります︒融資
を希望される方は︑お気軽
に相談ください︒
詳しくは︑市役所商工課
☎４４３│１４０５へ︒
食品衛生講習会ならびに検
便を実施します

と き ６月６日㈬
・検便受付
午後０時 分〜１時
・講習会
午後２時〜３時 分
ところ 市中央公民館

15

みんなの広場

24

60

伝 言 板

30

﹁ガラスのうさぎ﹂上映会
と き ５月 日㈰
午後１時〜３時
ところ 市中央公民館
※入場無料︵申込不要︶
詳しくは︑梶原将三☎０
９０│２５５９│４４６４
へ︒

３ 30

催 し・講 座

1 0 13

お知らせ

詳しくは︑市役所課税課
員になり次第締め切り︶
☎４４３│１１１６へ︒
詳しくは︑市図書館☎４
自動車税の納期限について
４４│４９４６へ︒
自動車税の納期限は︑５
市民農園で農業をしてみま
月 日㈭です︒５月上旬に
せんか
自動車税事務所から納税通
市内には農家の方が管理
知書が送付されますので︑
者となっている市民農園が
最寄りの金融機関などで早
あり︑会社員など農家以外
めに納めましょう︒
の方が年間契約により余暇
なお︑コンビニエンスス
を利用して野菜を育ててい
トア︵一部を除く︶でも納
ます︒農業に興味のある方
付できます︒詳しくは納税
は是非やってみてはいかが
通知書に同封のしおりをご
でしょうか︒
覧ください︒
詳しくは︑市役所農政課
詳しくは︑自動車税事務
☎４４３│１４０２へ︒
所☎２４３│２７２１へ︒
軽自動車税減免申請は毎年
農用地利用集積計画により
必要です
新たに利用権設定を行う賃
身体障害者手帳︑戦傷病
借人に奨励金を交付します
者手帳︑療育手帳︑精神障
平成 年４月１日から︑
害者保健福祉手帳の交付を
農用地利用集積計画により
受けている方︑または交付
新たに利用権設定を行い︑
を受けている方と生計を一
市内の農地を賃借すること
緒にしている方は︑軽自動
となった市内の農業者︑農
車税を減免することができ
業生産法人に対し︑農用地
ます︒
利用促進奨励金を交付して
この減免申請は︑毎年申
請する必要がありますので︑ います︒
詳しくは︑市役所農政課
平成 年度分軽自動車税の
☎４４３│１４０２へ︒
減免を希望される方は︑必
シルバー人材センターをご
ず５月 日までに申請をし
利用ください
てください︒
当センターは平成 年4
月1日より︑﹁公益社団法
人﹂として事業を開始しま
した︒
高齢者にふさわしい仕事
をお受けしています︒お気
軽にお問い合わせください︒
また︑ 歳以上の健康で働
く意欲のある方の入会もお
ただし︑障害の内容など
により︑減免できない場合
もあります︒
○申請に必要なもの
・平成 年度軽自動車税納
税通知書
・身体障害者手帳など
・運転免許証
・印鑑

50

少林寺拳法体験︵護身術︶
教室
と き ５月 日㈯
午後７時〜８時
ところ 八街中央中学校
※運動可能な服装でおいで
ください︒
費 用 無料
主 催 少林寺拳法千葉八
街クラブ
詳しくは︑麻生武志☎０
９０│３０９５│６１１２
へ︒
11

10

27

絵本の読み聞かせ講座
絵本の読み聞かせは︑心
の豊かさを育むといわれ︑
幼稚園や学校などでも取り
入れられています︒
このような集団の子ども
たちに対する読み聞かせの
方法や︑絵本の選び方につ
いて学んでみませんか？
と き ６月７日㈭・ 日
㈭︵全２回連続講
座︶
午後１時 分〜
時 分
ところ 市図書館
対 象 成人︵市内在住・
在勤者優先︶
参加費 無料
人︵申込順︶
定 員
※小さいお子さんは︑別室
でお預かりします︒︵５月
２日㈬から受け付け︒定員
５人︑5月 日㈬または定

50

30

30

24

24
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第 回春の野山を歩こう
と き ５月 日㈰
午前 時〜
午後３時 分
︵雨天中止︶
ところ 小谷流方面
集合場所 川上小学校
費 用 ３００円︵保険料
含︶
持ち物 お弁当・飲物・雨
具・筆記用具
後 援 市教育委員会
詳しくは︑八街市レクリ
エーション協会岸田秀臣☎
４４２│０２６９︵午後８
時〜 時︶へ︒
15

30

14
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やちまた
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