７月

７月４日〜９日
午前８時 分〜

選挙権を停止されていない
方︒
○期日前︵不在者︶投票
投票日に仕事や旅行︑レ
ジャー︑買い物などで投票
できない予定の方は︑期日
前︵不在者︶投票ができま
す︒
と き

日 ㈰は八街 市 農 業 委 員 会
委 員一般 選 挙 の 投 票 日

この選挙は︑農業者の代
表を選ぶ大切な選挙です︒
必ず投票しましょう︒
○立候補受付
と き ７月３日㈰
午前８時 分〜
午後５時
ところ 市役所第１会議室
○投票日
と き ７月 日㈰
午前７時〜
午後８時
☆投票できる方
農業委員会委員選挙人名
簿に登載されている方で︑
午後８時
ところ 市役所第３会議室
※ただし︑立候補者の数が
定数以下のときは︑投票を
行いません︒

八街市議会議員一般選挙の

印鑑をご用意ください︒
立候補届出書類事前審査
と き ８月２日〜４日
午前９時〜
午後４時
ところ 市役所第１会議室
注意事項
・事前審査は︑必ず受けて
ください︒
詳しくは︑市選挙管理委
員会事務局☎４４３│１１
１３へ︒

７月の移 動 交 番 情 報

○第４選挙区︵４人︶
選挙区
交通災害
四木︑滝台︑山田台︑八
○第１選挙区︵４人︶
街へ︵字布田入︑字松入
八街に︑八街ほ︑八街へ
共済に加入
のみ︶︑沖
︵字布田入︑字松入を除
し ま しょう
投票所 二州小学校
く︶木原︑大木︑朝日︑
体育館
富山︑沖渡︑大関
交通災害共済は︑交通事
○第５選挙区︵３人︶
投票所 八街東小学校
故で死亡またはケガをして
大谷流︑小谷流︑勢田︑
体育館
入院・通院をしたときに見
根古谷︑岡田︑用草︑希
○第２選挙区︵３人︶
舞金をおくり︑市民がお互
望ヶ丘︑東吉田︑吉倉︑
八街い︑八街ろ︑みどり
いを助け合う共済制度です︒
砂︑上砂
台
見舞金の対象となる事故
投票所 川上小学校
投票所 交進小学校
は︑自動車やオートバイな
体育館
体育館
どによる交通事故のうち人
詳しくは︑市選挙管理委
○第３選挙区︵３人︶
身事故のみで︑自動車安全
員会事務局☎４４３│１１
文違︑雁丸︑榎戸︑八街
センターから︑交通事故証
１３へ︒
は︑泉台
明書が発行された事故です︒
投票所 八街北中学校
また︑ケガの診断書は︑
多目的ホール
一つの医療機関につき１枚
必要となります︒
明るい選挙啓発ポスター・標語作品を募集
共済見舞
対 象
皆さんが︑選挙に関心を
死亡 １５０万円
持ち︑明るい選挙の推進に
小学生︑中学生︑高校生︑
ケガ ２〜 万円
役立つポスター・標語を募
一般
身障見舞金
万円
集します︒
応募期限 ９月９日㈮
交通遺児見舞金
募集内容
応募先
遺児一人につき 万円
・明るい選挙︑きれいな選
市選挙管理委員会事務局
共済掛金
挙を推進するもの
詳しくは︑市選挙管理委
年間一人 ７００円
・投票の棄権防止を呼びか
員会事務局☎４４３│１１
共済期間
けるもの
１３へ︒
９月１日〜翌年８月 日
受付場所 市役所防災課
受付時間 午後１時〜５時
※市内の小・中学校に在籍
開設日時
開設場所
している児童・生徒や市内
７日㈭・ 日㈭・
午後２時〜３時 八街駅南口
の保育園・幼稚園で集団加
日㈭
入しているお子さんは︑加
午前 時〜 時 住野老人憩いの家
１日㈮
入の必要がありません︒
午 前 時 〜 正 午 文違コミュニティセンター
日㈭
詳しくは︑市役所防災課
☎４４３│１１１９へ︒
午 後 ２ 時 〜 ４ 時 富山コミュニティセンター
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※諸事情により開設できない場合もあります︒
詳しくは︑佐倉警察署☎４８４│０１１０へ︒

日㈮

1 0 10

30

立候補予定者説明会などを行います

30

日は八街市農業委員会委員一般選挙の投票日です

14

30

８月 日㈰執行予定の八
街市議会議員一般選挙に伴
う立候補予定者説明会など
を次のとおり行います︒
立候補する予定の方は︑
必ず出席してください︒
立候補予定者説明会
と き ７月 日㈬
午後１時 分〜
ところ 市総合保健福祉セ
ンター大会議室
注意事項
・出席者は︑立候補予定者
１人につき２人以内とさ
せていただきます︒
・届出用紙などを配布しま
すので︑受領される方は︑

７月
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午後３時〜４時
午後１時30分〜２時30分
泉台区民ｾﾝﾀｰ（午後１時30分〜３時)
六区農村集落センター
四木区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
山田台ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（午後１時30分〜３時）
大東区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
朝日区青年館
西林ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
松林公民館
市中央公民館

午前10時30分〜11時30分
午前９時〜10時
みどり台ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 藤の台集会所
三区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（午前９時30分〜11時）
南部老人憩いの家（午前９時30分〜11時）
二区青年館（午前９時30分〜11時）
文違ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
富山区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
東吉田集会所
大谷流ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

と き
７月12日㈫
７月13日㈬
７月14日㈭
７月19日㈫
７月20日㈬
７月21日㈭
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http://www.city.yachimata.lg.jp/
ホームページアドレス

やちまた
平成23年7月1日
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31

交通災害共済の出張受付

※申込書は出張受付場所に用意してあります。前年度の会員証（申込書の控え）があればお持ちください。

