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よりよい町づくりのために働いてみませんか！ 

平成21年度印旛郡市職員採用共同試験の日程は、下表のとおりです。    
印旛郡市内の各市町村等の職員を採用するための一次試験です。    
      
◎案内・申込書・受験票の入手方法    
�採用予定のある市町村等の窓口で配布されます。    
�採用予定のある市町村等のホームページからダウンロードできます。    
�採用予定のある市町村等に郵送で請求できます。    
�当組合のホームページからダウンロードできます。（ホームページアドレス  http://www.i-kouiki.com）   
※注意事項    
申込書は、受験する市町村等へ提出することとなりますのでお間違えないようお願いします。    
重複申込は失格となりますのでお気を付けください。   

■日程および募集職種 

平成21年度 印旛郡市職員採用共同試験 

  一次試験の実施状況は随時、当組合ホームページにて掲載します。  

初級職他 

上 級 職 

案内・申込書配布 申込受付期間 試験日 会　場 

7月初旬 
平成21年8月  3日（月）～ 
平成21年8月14日（金） 平成21年9月20日（日） 千葉県立佐倉東高等学校 

募集職種は、一般行政初級、保健師、保育士、消防士等です。詳細は案内をご覧ください。 

終了 終了 平成21年7月5日（日） 東京学館高等学校 

今年で51回目となる「水道週間」のスローガンは 

おいしいね この水未来に いつまでも 

水道週間 6/1～6/7　水の週間 8/1～8/7

　水道水の｢安全性｣に不安をお持ちの方がいらっし
ゃいますが、国が定める水質基準を全てクリアし安
全で良質な水道水が各家庭に提供されております。 
　また、おいしさについても適切な浄水処理を行う
ことにより「かび臭」はほとんどありません。しか
し、多数の方がおいしくないと感じており、おいし
くないと感じる理由として、｢塩素臭さ｣が挙げられ
ております。 
　この理由として、水道水を衛生的に保つため、水
道法で義務付けられている塩素が水道水には必ず含
まれていますが、この塩素濃度が高すぎると水のお
いしさを損なうとも言われています。 
　このことから、現在、よりおいしい水を安心して
飲んでいただくため、更なる残留塩素濃度の低減化
など、技術的な取組みがされております。 

水は限りある資源です。 
普段から水の大切さを心がけ、節水にご協力をお願いします 

 
水道事業体では給水サービスを向上させるため、 

  様々な課題に取り組んでいます。 

    皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

印旛村役場ロビー 富里市役所 
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●調理員職　採用予定者1名（臨時職員） 

●週2日程度勤務で、入所者給食の調理員を募集します。 

●土・日・祝日含む 

●時給850円、交通費支給。 

 

軽費老人ホーム「よしきり」臨時職員募集 

 詳細は、よしきりまで 
おたずねください。 

〈利用料金について〉 

●月額とし、本人の前年の収入に応じ金額が異なります。11月から3月は暖房費が加算されます。 

　また、居室での個人的な光熱費は自己負担となります。 

※印旛郡市内は「成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・酒々井町・印旛村・

　本埜村・栄町」です。印旛郡市外の方はご相談下さい。 

〈入居の資格について〉 

●心身ともに健康な60歳以上の方。〔夫婦の場合は一方が60歳以上であれば可能〕 

●身の回りことが自分ででき、自立した日常生活が送れる方。 

●家庭環境や住宅事情により、居宅での生活が不安な方。 

●確実な保証能力を有する身元保証人がたてられる方。原則として保証人は印旛郡市内居住者とします。 

【講座開催要領】 

場　　所：ミレニアムセンター佐倉ホール 

時　　間：午後1時30分～午後3時30分（各テーマとも、質疑応答を含む） 

定　　員：先着90名（定員になり次第、締切） 

申込方法：お申し込みは電話のみでお願いします。受付時間は、平日の午前8時30分～午後5時です。 

申 込 先：佐倉市環境保全課環境保全班　�043－484－4278 

締　　切：各講座とも開講2週間前まで。 

「「変変わわっったたかか？？いいんんばば沼沼のの生生ききももののたたちち」」  「変わったか？いんば沼の生きものたち」 「変わったか？いんば沼の生きものたち」 
前号（第85号）でお知らせしました、申込方法、申込先および締切の詳細が下

記のとおり決まりましたので、ご案内いたします。 

多数のご参加をお待ちしております。 

◆講座名・開講日および講師 

 

 
生きものたちの住処の環境 

魚たち 

 水草たち 

鳥たち 

テーマ 開講日 講師（所属・役職） 回 

第1 

第2 

 第3 

第4

9月  5日（土） 

9月26日（土） 

 10月24日（土）  

11月21日（土） 

（千葉県水産総合研究センター内 
 水面水産研究所・上席研究員） 
 

本橋　敬之助（財団法人印旛沼環境基金） 

川津　浩二 

 今井　正臣（千葉県生物学会員） 

浅野　俊雄（財団法人日本野鳥の会員） 

よしきり紹介 
軽費老人ホーム 

軽費老人ホーム“よしきり”は近くに印旛沼を臨む印旛村瀬戸に所在します。印旛沼は西印旛沼と北印旛沼に分かれて

おり捷水路で互いに結ばれ、“よしきり”はそのほぼ中間地点にあります。印旛沼の周遊は観光屋形船が往来し、近くに

は学生が利用するカヌーの練習場所もあります。捷水路に沿って「印旛沼自転車道」がありサイクリングや釣りを楽し

んでいる人々の光景が見られ、入所者の散歩コースでもあります。 

緑と水辺に囲まれ四季を通じ、自然を満喫させてくれる場所に“よしきり”があります。 

※ 

問い合わせ　軽費老人ホームよしきり 
印旛郡印旛村瀬戸1844-2

 �0476－98－0281

佐倉市、�印旛沼環境基金主催 
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10／10（土）～14（水）開催 
～10月13日（火）クラシックカーが 

成田の街を駆け抜けます！～ 

ミッレミリアとはイタリア語で1000マイル（1600km）

という意味ですが、イタリアで開催されている伝統
あるクラシックカーレースのことです。カーレースといっ
てもスピードを競うレースではなく、公道（1000マイ
ル）を交通法規を遵守しながらポイントを回る、ス
タンプラリー形式のレースです。 
この大会は、国際クラシックカー連盟公認の国際
大会で、毎回著名人が参加することでも話題とな
ります。 
今年も10月13日（火）に約100台のクラシックカー
が成田にやってきます。芸術品のようなクラシッ
クカーが、次々と現れますので、皆さんも是非沿
道で熱い声援をお願いします。 

約6,000発の花火が秋の夜空を鮮やかに染め上げます。 
大好評のミュージック花火や2尺玉も打ち上げます。 
印旛沼湖畔に咲く大輪の花火をご堪能ください。 

日　程：10月17日（土）　午後7時打上げ 
会　場：北印旛沼湖畔（八代地先・会場周辺には

駐車場がありませんので、公共交通機関
などをご利用ください。） 

アクセス：JR下総松崎駅から約2km、徒歩（約25分）
　　　　で会場へ 
 

※詳しくは 
　実行委員会・泉水さん 
　（�080‐3383‐6240）へ 
E-mail:hanabi@narita-city.ptu.jp 
http://narita-city.ptu.jp/

成田市  

 ラ・フェスタ・ミッレミリア2009 NARITA花火大会 
in印旛沼4th

佐倉市 日蘭交流400周年記念事業 オランダデザイン展 

白井市 星空ライブコンサート（要予約・大人向け） 

●日　　　時：10月3日（土）午後3時30分～4時50分 
●出　演　者：ラピスラズリ 
●場　　　所：白井市文化センター3階　プラネタリウムドーム 
●料　　　金：当日券 700円　前売り券 600円（9／12（土）から前売り開始・電話予約も受け付けています。） 
●問い合わせ：白井市文化センター・プラネタリウム（千葉県白井市復1148－8）�047－492－1125 
　　　　　　　白井市文化センターは北総線「白井」駅北口から徒歩10分。駐車場は230台（無料）があります。 

●会　　　期：8月1日（土）～9月23日（水・祝） 
●開 館 時 間：午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで） 
●休　館　日：月曜日（祝日の場合は翌日） 
●入　場　料：一般800円、大学・高校生600円、中・小学生400円、小学生未満無料 
●問い合わせ：佐倉市立美術館　�043－485－7851

佐倉市立美術館では、オランダとの交易開始から400周年を記念して、特別企画展「オランダデザイン展」
を開催します。オランダのデザインは、実験的で斬新な発想とウィットに富んだ遊び心や、明るく鮮やかな
色使い、シンプルでわかりやすい形などを特徴とし、現在のオランダの生活にもあふれています。 
この展覧会では、モンドリアンやリートフェルトなどの作家から、現代のデザイナーまでの家具や工業製
品、公共デザインなどを展示し、その魅力に迫ります。 

酒々井町 町制施行120周年　みんなの体操10周年 
夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会 
 酒々井町は明治22年に誕生して、120周年を迎えました。 

この記念事業の一環として「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を開催します。 
参加希望者は、直接会場にお越しください。みなさんの参加をお待ちしています。 

●日　　　時：8月14日（金） 
　　　　　　午前6時00分～6時40分（午前5時30分開場、午前6時30分～6時40分 全国生放送） 
●会　　　場：酒々井町立酒々井中学校グラウンド　 

※雨天時は、酒々井町立酒々井中学校体育館（室内履きをご持参ください） 
●問い合わせ：町制施行120周年記念事業実行委員会事務局 
　　　　　　酒々井町経営企画課　�043－496－1171　内線223

まつり まつり 催催しし物物  催し物 催し物 

＊参加者には、もれなく記念品を 
　差し上げます。 

ボーカルとギターの演奏を星空と共にお楽しみください。 
ライブ終了後、午後5時から「中秋の名月を愛でる会」もあります。 

表参道を走るクラッシックカー 

10／17（土）開催 

NARITA 花火大会in印旛沼 3rd 
（ミュージック花火にて） 
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今年で20回目の節目の年を迎える毎年恒例の『四街道ふるさとまつり』を8月の22日（土）・
23日（日）の2日間、中央公園を会場に開催します。 
当日は、こどもみこしやロックソーラン、勇壮な本御輿、踊り連が市役所前のさくら通りから
中央公園の間を練り歩き、やぐらの周りでは、輪踊りも行われます。 
また、打ち上げ花火も予定しています。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。 

八街市 

第18回　八街ふれあい夏まつり 

パンフレット『八街の文化財‐やちまた歴史散歩‐』刊行 

けやきの森公園で、「八街ふれあい夏まつり」を開催します。会場では、納涼おどり・各種ゲーム大
会・ステージイベント・模擬店など、さまざまな催しが行われます。 
「ふれあい夏まつり」のネーミングは、多くの人が集い、楽しみ、交流を深めるようにとの願いが込
められたものです。多数のご来場をお待ちしております。 

八街市教育委員会では『八街の文化財‐やちまた歴史散歩‐』を刊行しました。 
八街市内の史跡や社寺、記念物や伝統芸能などの文化財を紹介しながら、歴
史や伝承などを解説し、地図や豊富な写真とともにコンパクトにまとめました。 
また、八街市各地の文化財に5つのテーマを設け、市営の「ふれあいバス」
に乗って各地をめぐる「ふれあいバスで行く文化財探訪」も掲載しています。 
「八街の文化財‐やちまた歴史散歩‐」を持って八街市を散策してみませんか。 
 

●日　　　時：8月22日（土）午前10時00分～午後9時00分まで 
　　　　　　　※雨天等中止の場合は23日（日）に順延 
●会　　　場：けやきの森公園（ＪＲ八街駅南口から徒歩5分） 
●問い合わせ：八街ふれあい夏まつり実行委員会（八街商工会議所内） 
　　　　　　　�043－443－3021 
 

●体　　　裁：Ａ4判　全16頁　オールカラー 
●頒 布 価 格：100円 
●頒 布 場 所：八街市役所社会教育課　八街市郷土資料館 
●問い合わせ：八街市教育委員会社会教育課　�043－443－1464 
 

●日　　　時：8月22日（土）、23日（日）両日共午後5時00分～9時00分 
●場　　　所：四街道中央公園・さくら通り 
●問い合わせ：四街道ふるさとまつり実行委員会（四街道市自治防災課内） 

　　　　　　 �043－421－6106 
 

四街道市 

第20回四街道ふるさとまつり 

●開　催　日：8月8日（土）午後5時00分～9時00分 
　　　　　　雨天順延　8月9日（日）同時間 
●問い合わせ：富里ふるさとまつり実行委員会事務局（富里市商工会内） 
　　　　　　 �0476－93－0136 
 

富里市 

富里ふるさとまつり 
富里中学校を会場に開かれる富里ふるさとまつりも、今年で35回目を迎えます。富里ひずめ
太鼓などの伝統芸能やよさこいソーランの披露などのイベントやさまざまな模擬店が立ち並
び、祭りの雰囲気を盛り上げます。 
まつりの最後には夏の風物詩、花火がまつりをいっそう盛り上げます。 
身近な思い出作りに遊びに来てみませんか？ 
なお、イベントの詳細など詳しいことは、お問い合わせください。 

ままつつりり  まつり まつり 催し物 催し物 



表紙の説明●  

●問い合わせ 八街市教育委員会社会教育課 �043－443－1464

広報 いんば広域 編集・発行／印旛郡市広域市町村圏事務組合企画課　〒285-8533　千葉県佐倉市宮小路町12番地　�043（485）0397  FAX043（486）5116
印旛広域ホームページアドレス　http://www.i-kouiki.com/

印旛郡市の人口 

毎月の人口は、ホームページに掲載しています。 

印旛郡市合計705,082人　276,293世帯 
（住民基本台帳調・平成21年4月末日現在） 

合計（人） 
前月からの増加（人） 
世帯数（世帯） 

59,425 
36 
21,805

白井市 

64,308 
449 
22,991

印西市 
13,590 
487 
5,101

印旛村 

9,136 
▲11 
2,889

本埜村 

23,438 
▲74 
8,511

栄　町 

87,064 
138 
34,153

四街道市 75,381 
▲29 
28,868

八街市 

175,689 
88 
69,456

佐倉市 

酒々井町 

ある御住職から芭蕉の俳句について、

こんな話を伺ったことがある。 

「『古池や　蛙飛び込む　水の音』とは、

音とひとつになった境涯を詠んだもの

です。白隠禅師はこの句の揮毫を依頼

された折に、『古井戸や』と書き始めて

しまい、その間違いを指摘されると『蛙

が飛び込んだ音なのだから、何でもいい』

とおっしゃったとのことです。」 

我を離れ、モノとひとつになる、とい

うこと。これはいくら言われてもでき

るものではない。「こんな境涯になりた

いなあ」とうっかり口にしたら間髪を

入れず「求心を捨てなさい」と怒られた。

困ったものである。 

ところで、わたしたちの印旛沼が、平

成１９年度全国湖沼水質ランクでワー

スト１になってしまった。遺憾の極み

である。なんとかして水質浄化を図れ

ないものか。きれいな印旛沼を求める

心なら、いくら強く持ってもいいはず

である。いつの日にか、浄化された水を

たたえる沼のほとりに立ってみたいと

思う。　 

そして、思いはここで止めておけば

いいのだが、「印旛沼　蛙飛び込む…」

という機縁に触れることができたらなあ、

とつい求心を起こしてしまうのである。 

（S.S） 

雑感  雑感  

文違麦つき踊り 

明治の初め、八街へ開墾で入植した人々は麦を主食にしていました。 

6月から7月にかけて麦の収穫が終わると、「麦つき（麦を精白する作業）」が行わ

れ、一年分の麦をつく作業は当時の農家にとって重労働の一つでした。その苦労

の中から生まれたのが「文違（ひじかい）麦つき踊り」で、麦つき唄を歌いながら

輪になって踊ります。 

暑い日中を避けた午前3時頃から麦をつき始めますが、早朝暗いため、唄でつき

具合を判断していたのです。 

明治20年（1887）頃からは、先祖の供養と楽しみを兼ねた盆踊りとして受け継

がれ、現在では、八街市民体育祭など様々な行事でも披露されています。 

なお、昭和54年4月１日に八街市の無形民俗文化財に指定されています。 

ダム情報  
利根川上流 
8ダムの 
貯水状況 

（6月8日現在） 

最新データはこちらにアクセスしてください。 
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/river/mzshigen/mizu_02_tone.html

水を大切にしましょう 

36,284万ｍ 
 

3

79％ 

今月の 
表紙 

125,677 
249 
53,339

成田市 21,432 
▲15 
8,970

49,942 
12 
20,210

富里市 
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