
令和元年度
防衛大・防衛医科大学生
自衛隊成田地域事務所

（22）6275

防衛大学校　募集

防衛大学校学生

●推薦

　対高卒（見込みを含む。）21 歳未満

　　で学校長が推薦する人

　申９月５日（木）～９日（月）

●総合選抜

　対高卒（見込みを含む。）21 歳未満

　　の人（自衛官は 23 歳未満）

　申 9 月 5 日（木）～９日（月）

●一般

　対高卒（見込みを含む。）21 歳未満

　　の人（自衛官は 23 歳未満）

　申 9 月 5 日（木）～ 30 日（月）

防衛医科大学校医学科学生・

防衛医科大学校看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

　対高卒（見込みを含む。）21歳未満の人

　申 9 月 5 日（木）～ 30 日（月）

SUN MUSIC FESTIVAL”19
出店者募集

申込 SUN MUSIC FESTIVAL 

　　実行委員会　小林

　　 080（2017）1939

Ｇ－１グランプリ（グルメ№ 1 決定戦）

の出店者を募集します。

日 10 月 13 日（日）10：00 ～ 19：00

　※小雨決行

場新木戸大銀杏公園

内募集数　20 店舗

　出店料（３ｍ×３ｍ）　

　　○ 30,000 円（酒販売可）

　　○ 20,000 円（酒販売不可）

　レンタル料　

　　○テント　　3,000 円

　　○テーブル　1,000 円

　　○イス　　　500 円

申９月 15 日（日）まで

教室・講座・試験

印旛郡市文化財センター
設立 35 周年記念講演会

印旛郡市文化財センター

043（484）0126

印旛の埴輪と、日本で唯一の出土品で

ある「ムササビ形埴輪」に焦点を当て

た講演会を開催します。

日 10 月５日（土） 

　13：15 ～ 16：00

場国立歴史民俗博物館　講堂

　＜佐倉市城内町 117 ＞

内○印旛のはにわ

　○ムササビ形埴輪の意味

　　～動物埴輪にこめられたもの～

危険物取扱者試験・
受験者講習会

（一財）消防試験研究センター千葉県支部
　043（268）0381

FAX 043（268）0382

危険物取扱者試験　募集

危険物取扱者試験

日 11 月 17 日（日）

　10：00 ～

場日本大学（実籾校舎）

　＜習志野市新栄 2-11-1 ＞

費●甲種　6,500 円

　●乙種　4,500 円

　●丙種　3,600 円

　　（専用振込用紙）

申電子申請か書面申請のいずれかの方

　法で申し込んでください。

　▼電子申請（24 時間対応）

　　9 月 10 日（火）～ 27 日（金）

　　【電子申請室専用電話】

　　 0570（07）1000（有料）

　▼書面申請（郵送）

　　　（一財）消防試験研究センターで受付

　　9 月 13 日（金）～ 30 日（月）

　　（土・日曜日、祝日を除く）

他●試験願書は、市消防本部予防課（8：

　　30 ～ 17：15、土・日曜、祝日

　　を除く）でも配布しています。

　●ほかの試験会場を希望する場合は、

　　申請期間などが異なりますので問

　　い合わせてください。

受験者講習会

日 10 月２日（水）9：30 ～

場成田国際文化会館

　＜成田市土屋 303 ＞

定 130 人　費 3,600 円

申 9 月 17 日（火）～ 24 日（火）

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験
県下水道協会事務局

（千葉市下水道経営課内）
043（245）6112

〒 260-8722　
千葉市中央区千葉港 1-1

日令和２年 1 月 11 日（土）

場千葉市総合保健医療センター

　＜千葉市美浜区幸町 1-3-9 ＞

対平成 12 年 1 月 12 日以前に生まれた

　人で、修学歴、下水道排水設備工事

　に関する職歴により、一定の経験年

　数などを有する人

費 10,000 円

申 10 月 10 日（木）までに申込用紙

　を郵送（10 日の消印有効）。

　申込用紙は 10 月４日（金）まで、　

　窓口で配布しています。

　申込用紙の郵送を希望する人は、封

　筒に「受験案内請求」と朱書きして、

　返信先を書いたラベルと切手 140 円

　分を同封し、郵送請求（9 月 27 日

　まで）してください。

日　内　全 4 日のコース　10：00 ～ 16：00

10 月

20 日（日）
 ●創業の心構えとは　●創業に必要な経営知識

 ●中小企業組合制度と創業組織

27 日（日）

 ●販売計画　マーケティングを考える

 ●売上計画作成のポイント

　  ～J-stat map を活用しよう～

 ●なるほど中小企業応援ガイドブックについて

11 月

３日

（日・祝）

 ●会計の基礎知識をしっかり身につけよう

 ●事業を継続させるための数値感覚

 ●融資申込時の事業計画書作成のポイント

 　～金融機関の考え方を理解する～

10 日（日）

 ●人材採用のポイントと有効活用

 ●創業に欠かせないＨＰとＳＮＳの重要性

 ●従業員とのトラブル防止について

12 月 ８日（日） ●フォローアップセミナー（希望者がいる場合に開催）

場市商工会館

対起業、創業を考えている人、第 2 創業を考えている人、

　創業後間もない人で全カリキュラム受講できる人

定 10 人（先着順）　費受講料３，０００円（全４回の受講料、テキスト代）

申受講料と受講申込書を市商工会へ提出

他市の産業競争力強化法に基づく創業支援事業であり、受講修了者で富里市内

で創業する場合は、市が証明書を発行し、以下の特例措置の対象者となります。

　①富里市内にて会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減

　　（資本金の 0.7％→ 0.35％）※最低税額あり

　②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が 1,000 万円から 1,500 万

　　円までに拡充。既に創業している人（５年以内）も特定創業支援事業によ

　　る支援を受けることにより保証枠が拡大します。

　③創業２か月前から対象となる、創業関連保証の特例が、事業開始６か月前

　　から利用できるようになります。

　④日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について、自己資金要件

　　が撤廃されます。

とみさと創業支援セミナー 問商工会　 （93）0136

■交通規制の日時　９月 29 日（日）７：30 ～ 12：00（予定）

■交通規制の場所　

　国道４６４号線・南環状線

＞

印西市

＜

を周回する約 30 ㎞コース

▼スタート地点　西の原小学校裏門

▼中継所　○西の原小学校正門前　　　　　　○西の原小学校裏門前

　　　　　○印西市立中央駅前地域交流館前　○原山中学校正門前

▼フィニッシュ地点　原山中学校正門前

　大会当日、午前７時 30 分から、北総線千葉ニュータウン中央駅周辺で交通

規制が行われます。ランナーなどが沿線を通行する際には大変ご迷惑をお掛け

しますが、ご協力をお願いします。

　当日、印西市方面へお出かけの人は注意してください。

第25回関東大学女子駅伝対校選手権大会の

開催に伴う交通規制のお知らせ

問関東学生陸上競技連盟　 03（5411）1488

日 11 月 30 日（土）11：00 ～ 19：00（予定）※ 雨天時 12 月１日（日）に順延

　 ※イルミネーション点灯・イベント 17：00 ～ 　　

場新木戸大銀杏公園

他●イベントに参加される団体・サークル（ダンス・バンドなど）を募集し　

　　ています。

　●キッチンカー、模擬店も募集しています。（出店費 10,000 円）

七栄開拓150年記念イベント
問い合わせ先　市役所通り商工振興会　柿沼　 080（1308）7544

　　　　　　　 七栄商店会　　　　　　相川　 090（3527）5469

  FAX（93）1773

七栄開拓 150 年を記念してイベントを開催します。

＃９１１０は犯罪などによる被害の未然防止に関することなど、各種相談に応

じています。そのほか、警察署に設置されている総合相談窓口でも相談に応じ

ています。

事件や事故など、急ぎの場合のみ、１１０番を利用してください。

９月11日（＃9110）は警察相談の日
問成田警察署　 （27）0110
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