札に参加を希望する方は︑入

簡易書留等の追跡可能な方

提出は原則﹁郵送﹂とし︑
※

月４日㈮必着

札参加資格審査申請を行って

法により郵送してください︒

物品購入等について︑競争入

猫等の動物をみだりに殺す

ください︒申請手続きの要領

封
※筒等の表に﹁令和４年度

が発生しています︒

こと︑傷つけることは犯罪 行

等は︑組合ホームページから

は飼い主が必ず持ち帰りまし

るごみとして処理してください︒ 為であり︑最大で５年の懲役

み袋の中ほどに入れて︑燃え

または５００万円の罰金に処

ょう︒ふんは小袋に入れ︑ご

地域づくり課環境対策班

ダウンロードしてください︒
入札参加資格審査申請書在

されます︒

中﹂と記 載し︑受 付 票の返

☎０４７５︵７０︶０３８６

▼受付期間＝１月 日㈪〜２

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６

ペットボトル
通常
年始

通常

可燃ごみ
年始

1/7㈮
から

蛍光灯 乾電池
㈯から ㈪を除き︑祝日・振替休日も通常通り
回収を行います

毎週
㈮

84

信用封 筒︵長形３号︑宛名

12日㈬
26日㈬

いかなる理由があったとして

もこれらの行為は絶対にして

19日㈬

記入︑ 円切手貼付︶を同

カン

封してください︒

1/1

20日㈭

13日㈭
27日㈭

毎週
㈭

1/6㈭
から

21日㈮

14日㈮
28日㈮

毎週
㈪

1/17㈪ 毎週 1/4㈫
から ㈫㈭㈯ から

18日㈫

11日㈫
25日㈫

毎週
㈫

1/4㈫ 毎週 1/5㈬
から ㈪㈬㈮ から

24日㈪

17日㈪
31日㈪

毎週
㈬

1/5㈬ 毎週 1/4㈫
から ㈫㈭㈯ から

1/3

今月は収集を行いません

毎週 1/5㈬
㈪㈬㈮ から

今月は収集を行いません

１月31日㈪は、市県民
西側地区）
・餅木・大竹・季美の森南・大網（南町のうちJR東金線より西 5日㈬
税第４期、国民健康保険
側地区）
・北吉田・桂山・九十根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋
税第７期の納期限です。
大網（笹塚・前島・長峰・竹の下・道塚・北の谷・宮谷・内谷・前島団地・前島
納税には便利な口座振替
区内町内会・新堀・本宿と新田のうちJR東金線より西側地区・沼向・双葉区・
福田のうち県道山田台大網白里線より北側地区）
・県道山田台大網白里線よ 6日㈭
をご利用ください。
り北側の（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）
・小西・養安寺・北横川・山口・みどりが
◇休日窓口開設（市税）
丘・上貝塚・清名幸谷・上貝塚柿餅入会地・上谷新田・富田（北）
・富田（東）
▶日時＝１月30日㈰
永田・ながた野・小中
（平沢）
・萱野・砂田・神房・北今泉・南今泉
９時〜15時
7日㈮
（県道山田台大網白里線よ
り北側地区）
▶場所＝税務課
▶内容＝市税の納付およ
大網（浜宿・新宿・南町また本宿と新田でJR東金線より東側地区・福田のうち
び納税相談
県道山田台大網白里線より南側地区）
・金谷郷（JR東金線より東側地区）
・仏
島・みやこ野・経田・駒込（15区のうちJR外房線より東側地区および大あみハ 4日㈫
※納付は納付書を持参く
イツ）
・南飯塚・南横川・弥幾野・星谷（星谷・大網・駒込・仏島・富田）
・県道山
ださい（お釣りの無い
田台大網白里線より南側の（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）
・富田（南）
・わらび台
ようにお願いします）。
南玉・池田・駒込（7区・15区のうちJR外房線より西側地区）
・み
税務課滞納整理班
ずほ台（みずほ東自治会含む）
・小中
（小中・宮崎）
・四天木・四天 11日㈫
☎０４７５
（７０）
０３２３
木甲・四天木乙・南今泉（県道山田台大網白里線より南側地区）

金属類

〒２８３ ８‒５０５

金谷郷（１区・２区・３区・４区・５区・沓掛・旧駅前のうちJR東金線より

ビン・
ガラス

17

申
・

名

東金市東岩崎１ ｰ

ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ

山武郡 市広 域 行 政 組 合企

シニアライフを音楽活動で楽しみま
しょう。
▶募集楽器＝バイオリン、ビオラ、チェ
ロ、コントラバス、クラリネット、オーボ
エ、ファゴット、マンドリン、ベース、キー
ボード、アコーディオン
▶日時＝㈬13時〜15時30分
▶会場＝東金市大和公民館
▶練習曲＝枯葉・誰もいない海・真珠と
りのタンゴ・グリーンスリーブス・ゴット
ファーザー・春の声（シュトラウスⅡ世）
▶指揮・指導＝大野悦男
▶会費＝2,000円／月、入会金1,000円
申・ 安斎 ☎090（7078）9909

載しています︒バナー広告を

動物虐待は犯罪です

※新型コロナウイルス感染症
の影響により、中止となる
場合があります。

画財政課

♪東金シニアアンサンブル♪
合奏メンバー募集

24

☎０４７５︵５４︶０２５２

大網社会法研究会

クリックすると広告主のホー

ムページが開きます︒ぜひご

地域づくり課環境対策班

はいけません︒

メンバー募集

先生のいない英会話サーク
ル。ある程度英語で言いたい
事 が 言える方 対 象 。楽しく
チャットしませんか。
▶日時＝１月4日㈫・18日㈫
14時〜17時
▶会場＝中央公民館
▶参加費＝1回100円（場所代）
江森 ☎090（9972）7433

情 報 コーナ ー

お知らせ

市内で農薬等の毒物が混入

された猫餌の散布を疑う事案

☎０４７５
（７０）
０３４０

活用ください︒

市民課戸籍班・市民班

☎０４７５︵７０︶０３８６

要です。

▼掲載料金

・市内に事業所等がある方＝

月額６千円

け取りは事前予約が必

令 和 ４年 度 入 札 参 加 資
格審査申請︵追加受付︶

※マイナンバーカードの受

係 る 製 造 の 請 負 ︑調 査・測

８時30分〜17時15分

量・設計等の業務委託および

１月30日㈰

風しん抗 体 検 査を受けてい

ない方は早めに受けましょう

昭和 年４月２日〜昭和

山武郡市広域行政組合が発

月額１万円

▼掲載場所＝トップページ下部

注する建設工事︑建設工事に

・市外に事業所等がある方＝

ピクセル 横

年４月１日生まれの男性に発

期限は︑令和４年２月末まで

▼サイズ＝縦

マイナンバーカード交付

（英会話・英語で話す会）

区

行しているクーポン券の有効

延長しています︒現在お持ち

１９０ピクセル

実施する医療機関等へお持ち

ださい︒

画
※像は広告主で作成してく

秘書広報課秘書広報班

申込方法等︑詳細は市ホー

申
・

ムページをご覧ください︒

のクーポン券を︑抗体検査を

く ださい︒なお︑紛 失 等した

☎０４７５︵７２︶８３２１

健康増進課健康増進班

証明発行・印鑑登録

楽しい音楽に合わせて正
しく歩き、健康に。
▶日時＝㈭15時〜16時30分
▶会場＝大 網白里アリーナ
（武道場）
▶参加費＝2,000円／月
（施設費、運営費等）
一度見学にどうぞ！
リズムウォーキング
☎090（6129）2466

1月のごみ収集日

54

１月の休日開庁日

検討：介護保険制度と障害
者福 祉 制度の制度 間 調 整 。
参加ご希望の方は、1月10
日㈪までに電話連絡ください。
▶日時＝1月15日㈯14時〜
16時
▶会場＝中央公民館
▶参加費＝無料
田中
☎090（8850）5977

地

☎０４７５︵７０︶０３０７

大網小学校の裏の里山
で花の手入れ、草刈り
など自然の中で楽しみ
ましょう

60

37

市民課窓口

リズムウォーキング

ティーボールとは、6〜8歳の子ども向けに
ルールを決められた野球によく似たゲーム
で、投手が投げたボールではなく、バッティン
グティーと呼ばれる細長い台の上に置いた
止まっているボールを打つスポーツです。
▶日時・場所＝1月16日㈰・23日㈰9時
30分〜12時（東金市家徳スポーツ広
場）、1月30日㈰9時30分〜12時（大網白
里市北今泉多目的広場）
▶対象＝年長〜小学2年生
▶参加費＝無料
▶申込＝当日会場までお越しください
東金市野球協会／行木
☎080（2395）0389（㈯・㈰9時〜17時）
little.league.team99@gmail.com

拝殿にて宮司、巫女によ
る豊 栄 舞、浦安舞を奉納
致します。ぜひ、お越しくだ
▶作業日＝毎月第3㈰ 9時
さい。
▶日時 ＝1月3日 ㈪ 10 時、 〜12時
14時
▶会費＝2,000円／年
▶会場＝宮谷八幡神社拝殿
おおあみ里山の会／松浦
▶参加費＝無料
☎0475（72）5343
初芝 ☎090（1461）4848

今月の納税

飼い犬などのペットのふんは

宮谷八幡神社
奉納御神楽舞

東金市野球協会主催
ティーボール教室

飼い主が持ち帰りましょう

2019年 中8人・高14人 かけが
えのない119人の命を守りたい
自殺対策 ひきこもりの相談会
絵でイジメのSOSを発見。一
人で 悩まず相談。今までのらく
がき絵を持参ください。無料心
理絵画鑑定。
▶日時＝毎月第2・4 ㈯14時〜
17時
▶会場＝東金サンピアホール
▶対象＝3歳〜大人
▶参加費＝無料
あすなろ絵画会／清水
☎080（5079）6304

飼い犬などのペットのふん

●地域づくり課市民協働推進班から
人権・行政相談＝1月20日㈭13時〜16時・中央公民館相談室
消費生活相談＝毎週㈪・㈫・㈬・㈮10時〜12時、13時〜16時
中央公民館相談室（祝日、年末年始を除く）
電話相談＝☎0475(70)0344
交通事故巡回相談＝１月13日㈭10時〜12時、13時〜15時
中央公民館相談室 予
地域づくり課市民協働推進班 ☎0475（70）0342
●子育て支援課児童家庭班から
家庭児童相談室＝電話・来所相談 平日9時〜16時
母子父子の自立支援・婦人相談＝電話・来所相談
平日9時〜16時
子育て支援課児童家庭班 ☎0475（70）0328
●社会福祉協議会から
心配ごと相談＝第4㈪13時〜16時（電話相談可）
法律相談＝第2〜4㈬13時〜16時 予
税務相談＝第2㈫13時〜16時 予
心の相談＝第2㈮9時〜15時 予
・会場 社会福祉協議会 ☎0475(70)1122（相談専用）
●山武保健所（山武健康福祉センター）から
腸内細菌検査＝毎週㈫9時〜11時（祝日、年末年始を除く）
エイズ検査＝１月13日㈭・27日㈭13時〜14時 予
親と子の心の相談＝１月6日㈭13時30分〜14時30分、14時30分
〜15時30分 予
精神保健福祉相談＝1月5日㈬14時30分〜16時30分 予
1月12日㈬14時〜16時 予
ＤＶ相談＝電話相談 ☎0475（54）2388
年末年始を除く㈪〜㈮9時〜17時
来所相談 毎週㈪9時〜17時 予
障害者差別相談＝電話相談 ☎0475（54）3556
㈪〜㈮9時〜17時
・会場 山武保健所（山武健康福祉センター）
☎0475（54）0611
●税理士による無料相談 予
日時・会場＝1月5日㈬・19日㈬10時〜15時・東金商工会館
千葉県税理士会東金支部 ☎0475（50）6322
●ナイター無料法律相談
（登記・相続・成年後見・多重債務・裁判などについて）
日時・会場＝毎月第2㈫18時〜・東金市中央公民館
千葉司法書士会つくも支部／杉田 ☎0475（53）3200

市ホームページにバナー
広告を掲載しませんか

予 ＝要予約

市公式ホームページではト

相談コーナー

方は問い合わせください︒

2022.1.1

ップページにバナー広告を掲
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