第21回つばき杯ビギナーズテニス大会
「ＴＳＵＢＡＫＩ ＣＵＰ」

県立飯高特別支援学校
「第２回学校公開」

日時／10月23日（日） 午前８時～午

日時／10月12日（水） 午前９時30分

場所／東総運動場

内容／学校施設と授業の公開

後５時

※小雨決行、荒天中止

対象／●一般：県内在住・在勤の硬式
テニス初心者・初級者

※地域の大会

～11時30分

※要事前申し込み

申込期限／９月29日（木）

県立飯高特別支援学校
（☎0479-

などでベスト８に満たないこと。

70-5001）

役硬式テニス部員は高校１年生のみ）

抽選日は10月21日
（金）
「オータムジャンボ宝くじ」

●学生：県内の学校に在学する人
（現

※地区大会などで３回戦以下敗退であ
ること。

種目／ダブルス
（男子、女子）

費用（１組）／2,000円
（保険料含む）

申込開始日時／10月８日
（土） 午後
１時～

申し込み方法／東総運動場のホームペ

ージ
（http://www.cue-net.or.jp/kou
en/toso/index.html）か ら ダ ウ ン ロ

この宝くじの収益金は、市町村の明

るく住みよいまちづくりに使われます。
販売期間／９月26日（月）～10月14日

（金）

介護保険料の休日納付窓口
平日に納付が困難な人のため、介護

ードできる申込用紙に必要事項を記入

保険料の休日納付窓口を開設します。

でください。 ※８日は午前９時から

～午後５時まで

し、ファクスまたはメールで申し込ん
窓口での先行受け付けを実施。

東総運動場
（☎68-1061・FAX68-

1063・ tousou@cue-net.or.jp）

日時／９月25日
（日） 午前８時30分
場所／高齢者福祉課

高齢者福祉課介護保険班
（☎62-53

08）

本年度の健康チェックは
済んでいますか？
生活習慣病予防健診「国民健康保険

（国保）特定健康診査」と「後期高齢者健

康診査」の実施期間は、９月30日（金）
までです。受診していない場合は、早
めに受診しましょう。

対象／●国保特定健康診査：35～74
歳の国保加入者

●後期高齢者健康診

査：75歳以上の人、65歳以上で一定
の障害のある人
費用／無料

保険年金課国民健康保険班
（☎62-

5401）

市税の休日・夜間納税窓口
〈日時〉

●休日納税窓口：９月25日（日） 午
前８時30分～午後５時

●夜間納税窓口：９月26日（月） 午
後８時まで

〈場所〉

税務課

税務課収税班（☎62-5322）

消費生活センター

ほっと通 信
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旭市消費生活サポーターを募集しています

市では、消費生活に関する情報を身近な人に伝えるな

ど、地域における啓発活動の担い手である消費生活サ

ポーターとともに、悪質商法や振り込め詐欺などの消費
者被害のない地域づくりを目指しています。

現在50人の消費生活サポーターが活動していますが、

不足している状況です。近所や友達と情報を共有するな
ど、身近な人の消費者トラブル防止にも役立つので、あ
なたも消費生活サポーターになってみませんか。
サポーターは人から人に情報を届けます

●消費者トラブルなどから身を守る知識の習得

消費生活センターから月に１回程度送付される、悪質

商法の手口などの事例を紹介したリーフレットや
「消費
生活センターだより」などを読んだり、消費生活講座に
参加したりして、最新の知識を身に付けます。

まった人に、消費生活センターを紹介するなどのアドバ
イスをします。
登録するには

市内在住で満20歳以上の人ならどなたでも登録でき

●消費者被害防止の啓発活動

ます。市内の事業者や団体でも登録できます。

身近な人に手渡したり、活動の中で得た情報や講座など

必要事項を記載して持参するか、郵送、ファクス、メー

消費生活センターから送付されるリーフレットなどを

で身に付けた知識を地域に伝達したりします。仕事や普
段の生活に支障のないよう、できる範囲で活動してもら
います。

●地域住民と消費生活センターとのパイプ役

消費者被害に遭いそうな状況の人、被害に遭ってし

登録方法／市役所本庁か各支所にある登録申込用紙に、
ルで申し込んでください。申請書は市ホームページから
もダウンロードできます。

〒289-2504 旭市ニの5127 青年の家１階
（旭市

商工観光課内） 旭市消費生活センター
（☎63-7272）
・
相談直通電話（☎62-8019）
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I n f o r m a t i o n

の インフォメーション
くらし●

募集・催し物・お知らせなど、暮らしに役立つ情報を届けます。

〉お知らせ

Information

地域の消費生活力を高めよう
千葉県消費生活サポーター養成講座
日時／●10月24日
（月） 午前10時30
分～午後４時10分

●10月25日
（火）

午前10時～午後３時45分

場所／旭市商工会館３階大会議室

内容／消費生活トラブルの現状、地域
の見守り活動について、消費者の自立
と法律など

定員／各日40名

作品テーマ／海

場所／社会福祉法人ロザリオの聖母会

短歌、川柳） ●エッセー

後２時

内容／椎名佐千子歌謡ショー、県立幕
張総合高等学校ダンス部パフォーマン
ス、ふれあい動物園、模擬店など

社会福祉法人ロザリオの聖母会
（☎

60-0600）

農業の法人化を目指す「平成28年度
農業法人化・ステップアップ講座」
期日／●第１回：９月26日
（月） ●第

名、年齢、電話番号を書いて郵送また

成29年１月25日（水） ※要事前予約

でください。

場所／成田国際文化会館国際会議室

はファクスするか、メールで申し込ん
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〒273-0014

船橋市高瀬町66-

千葉県消費者センター
（☎047-4

31-3811・FAX047-431-3858・

188c8@mz.pref.chiba.lg.jp）

事業を始めるにはどうすればいいの
初心者のための創業セミナー
日時／10月８日（土） 午後１時30分
～４時30分

場所／旭市商工会館３階大会議室

講師／よろず支援コーディネーター：
高木悠さん

対象／創業予定や興味のある人、創業

旭いいおか文芸賞
「海へ」作品募集
詩人高橋順子さんなどが審査

日時／９月25日
（日） 午前10時～午

申込期限／10月７日
（金）
必着

申し込み方法／郵便番号、住所、氏

２回：10月17日（月） ●第３回：平

時間／午後２時～５時
費用／無料

農水産課振興班（☎68-1175）

家屋調査に協力を
家屋を新築や増築した場合、その翌

年度から固定資産税が掛かります。固
定資産税の基になる評価額を算出する
ため、市の職員が事前に都合を聞いて
訪問します。また家屋を取り壊したと

きは、
家屋滅失届を提出してください。
税務課資産税班（☎62-5323）

募集内容／●自由詩
対象／小学生以上

●定型詩
（俳句、

※複数人での合作

可。

応募方法／自由詩とエッセーは、Ｂ４

サイズ400字詰め原稿用紙に縦書きで
２枚以内、定型詩はＡ４サイズに横書
きで１枚以内に直筆し、郵送してくだ
さい。

費用／1,000円（審査料、通信費）
※学校からの応募は無料。

締め切り／11月５日（土）消印有効
〒289-2704

旭市上永井1217

旭いいおか文芸賞「海へ」実行委員会

（☎57-5769）

成田空港と銚子を結ぶ高速バス
空港発着の航空便利用者は無料です
期間／９月17日（土）～10月31日
（月）
運行ルート／成田空港～銚子
（香取経
由、匝瑳・旭経由）

停留所／成田空港、佐原駅、銚子駅、
いいおか潮騒ホテル、道の駅季楽里あ
めぐ

さひ、そうさ観光物産センター匝りの

里など

※各停留所で乗降可。

料金／大人700円、小学生350円、未
就学児無料

※１日乗り放題。

申し込み方法／専用ホームページ（ht

して間もない人

サンマの刺身に挑戦しよう
「男の料理教室」

費用／無料

日時／10月６日（木） 午前９時30分

工観光課商業振興班
（☎62-5874）

場所／いいおかユートピアセンター

2063）、コールセンター（☎043-388-

定員／20人

～午後５時

定員／30人
（先着順）
旭市商工会
（☎62-1348）
、市商

インターネットトラブルを防ごう
くらしのセミナー
日時／９月28日
（水） 午後１時30分
～３時

場所／青年の家大研修室

内容／講演
「インターネットトラブル

の紹介～インターネットを安全に使お

～午後１時

対象／市内在住の男性

費用／500円（材料費、保険料）
持ち物／エプロン、三角巾など

旭市社会福祉協議会
（☎57-3133）

弁護士・司法書士による借金および
ヤミ金融に関する無料相談会

う～」

日時／10月１日（土） 午前10時～午

費用／無料

場所／青年の家

定員／50人
（先着順）
旭市消費生活センター
（☎63-72

72）
7

地域社会の交流を図る
「ロザリオ福祉まつり」

問…問い合わせ

…申し込み
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後４時

※要事前予約、１人１時間。

旭市消費生活センター
（☎63-72

72）

tp://www.chibustory.jp/）またはコ

ールセンターで予約できます。 ※空
席があれば予約なしで乗車可。

千 葉 県 交 通 計 画 課（☎043-223-

0167） ※予約は平日午前９時30分

働くことに悩みを抱えている若者へ
無料相談会を開催
日時／９月23日
（金） 午前10時～午
後５時

※要事前予約

場所／第二市民会館

対象／15歳以上40歳未満の自立に悩
む無職の人、またはその保護者

ちば北総地域若者サポートステー

シ ョ ン（☎0476-24-7880） ※ 土・
日曜日、祝日を除く。

