
その他市債の主な使いみち

職種…一般事務補助、保育士など　採
用時期…各部署で必要に応じて随時採
用　雇用期間…６か月以内（必要に応
じて６か月以内での更新可能）　登録
方法…登録申請書に必要事項を記入し、
市役所総務課へ提出してください。詳
しくは下記へお問い合わせください。
 問総務課人事班☎73－0084

　平成26年の裁判員候補者名簿に登録
された人に対して、11月中旬に名簿に
登録されたことの通知（名簿記載通
知）を送付します。この通知は、裁判
員に選ばれる可能性があることを事前
にお伝えするためのもので、この段階
では具体的な事件の裁判員候補者に選
ばれたわけではありません。
　裁判員候補者名簿は、市区町村選挙
管理委員会が選挙人名簿からくじで無
作為抽出した名簿を基に、全国の地方
裁判所で作成されます。裁判員制度に
ご理解、ご協力をお願いします。
問千葉地方裁判所事務局総務課
 ☎043－222－0165

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報ふれあいパふれあいパ

週末は
何かがある！
週末は
何かがある！
週末は
何かがある！

　おいしい秋の味覚、匝瑳市産のサツ
マイモの収穫を体験しませんか。
日時…11月３日（日）10時～
募集人数…先着20人
参加費…500円（１人につき３株まで）
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

サツマイモ収穫体験

食物アレルギー教室

リウマチに関する医療講演会

動物とのふれあい方教えます

ストレッチング講習会

ミックスダブルステニス大会

ウォーキング教室

　食物に起因するアレルギー症状を持
つ子の保護者、家族が対象の教室です。
日時… 11月12日（火）13時30分～　場
所…八日市場地域保健センター　内容
…【講演】「子どもの食物アレルギー～
正しい理解と対応～」【講話】「料理の
工夫と注意したいポイント」など　定
員…30人（申し込み多数の場合は抽選）
　問千葉県海匝保健所八日市場地域保
健センター☎72－1281

日時…11月24日（日）14時～16時　場
所…八日市場公民館　テーマ…①関節
リウマチと骨粗しょう症の関係について
②関節リウマチ診療は劇的に変化した！
参加費…無料（先着35人）
問日本リウマチ友の会千葉支部・西井
 ☎0436－62－0982

日時…11月16日（土）14時～ 16時　場
所…市民ふれあいセンター大ホール　
テーマ…①増えている前立腺がん（石
井医院・石井玄一医師）、②早期発見の
ために（冨岡クリニック・冨岡進院長）、
③前立腺がん治療　あなたならどうす
る？（旭中央病院泌尿器科・加藤繭子医
師）　参加費…無料（先着150人）
　問アストラゼネカ市民公開講座事務
局☎06－4799－0156

日時…11月30日（土）13時30分～15時
30分　場所…同館３階研修室　講師…
内田龍哉氏（千葉県立中央博物館自然
誌・歴史研究部）　定員… 70人（定員
に達し次第締め切り）　参加費…無料
 　問同館☎62－7070

日時… 11月17日（日）９時15分～　場
所…天神山公園（雨天時は青少年ホー
ム）　対象…幼児～小学生　定員…先
着30人（就学前児は保護者同伴）　参
加費…100円（おやつ、保険料含む）
　問同団・平山☎79－1406または上代
☎090－4430－3309

◆犬のしつけ方教室（随時予約制）
【基礎講座】日時… 11月10日（日）13時
～ 14時30分　定員…先着20組　受講
料…無料【実技講座】日時… 11月10日
（日）14時～ 16時　定員…先着20組　
受講料…3,000円　※飼い犬の同伴不可
◆パピークラス（随時予約制・無料）
　子犬の正しい飼い方としつけ方
開催日…11月23日（土）、12月21日（土）
◆一般譲渡会（無料）
日時…11月21日（木）、12月19日（木）
13時30分～　※直接お越しください。
◆飼い主探しの会（随時予約・無料）
開催日…11月10日（日）、12月８日（日）
時間…犬猫が欲しい人９時30分～、　
犬猫をあげたい人10時～
　問千葉県動物愛護センター☎0476－
93－5711（富里市御料709番地１）

　日本体育協会公認指導員によるユ
ニークで簡単なストレッチテストなど。
日時…12月７日（土）14時～　場所…東
総運動場　参加費…１人200円（保険料
など）　募集人数…20人（小学生以上）
 　問東総運動場☎68－1061

日時…11月24日（日）８時～　場所…
東総運動場テニスコート　参加費…
2,000円（ペア）　申し込み… 11月17日
までにペア氏名、所属、連絡先をメー
ルで下記まで（先着32組）
　問市テニス協会事務局・太田☎090
－1655－8175、メールtennisboy555@
docomo.ne.jp

日時…11月９日（土）９時～ 12時（雨天
中止）　集合場所…匝瑳市役所前（当日
受付）　参加費…300円（保険料など）
その他…動きやすい服装、タオル、ペッ
トボトルを持参してください。　※男
女年齢不問。３～４㎞歩きます。
 問東総歩こう会☎0478－54－2467

日時…11月２日（土）９時～17時　会
場…市民ふれあいセンター大ホール
 問ひばり会・岡田☎73－2532

12月２日（月）は
国民健康保険税　第６期
後期高齢者医療保険料　第５期
介護保険料　第６期 の

納付期限（口座振替日）です。

税と保険料税と保険料税と保険料

平成25・26年度市臨時職員
登録受け付け中

裁判員制度
名簿記載通知を発送します

市民公開講座
「増えている前立腺がん」

県立東部図書館歴史講座
「水郷を旅した人々」

ガールスカウト千葉第98団
「ガールスカウトと遊ぼう！」

第24回 ひばり会
チャリティー芸能発表会
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アラカルトアラカルト
Information

À la carteÀ la carte

情報情報情報
平成25年度犯罪被害者週間
「千葉県民のつどい」

11月は
労働保険適用促進強化月間

千葉県生涯大学校東総学園
平成26年４月入学生募集

東金高等技術専門校
訓練生（１月入校生）募集

八日市場特別支援学校
第26回きらら祭（学校祭）

陸上自衛隊高等工科学校
生徒募集アイヌの方々のための

全国一斉電話相談

野田小 学校公開（一般可）

八日市場二中　学校公開

のさか幼稚園バザー

住生活総合調査にご協力を

犯罪被害に関する無料相談

　犯罪被害者の実情や被害者支援の重
要性について考えるための基調講演、
パネルディスカッションです。
日時…11月26日（火）13時～ 16時30分
場所…千葉市民会館小ホール　内容…
【基調講演】「被害者の声を聴く」（講
師・山下亮輔氏（伊丹市職員））【パネ
ルディスカッション】「あなたが公共
交通における事件・事故に巻き込まれ
たら」【ミニコンサート】「クラッパー」
参加費…無料　申込方法…はがき、電
話、メールで事前に下記へお申し込み
ください。
　問〒260－8667千葉市中央区市場町
１番１号　千葉県環境生活部生活・交
通安全課☎043－223－2333、メール
anzen@mz.pref.chiba.lg.jp

　犯罪や交通事故にあった人やその家
族、遺族の精神的な負担などを軽減し、
被害から立ち直るためのサポートを
行っています。
受付時間…月～金（祝日・年末年始を
除く）10時～ 16時　内容…電話相談、
面接相談（要予約）、カウンセリング
（要予約）、付き添い　※秘密厳守
問（公社）千葉犯罪被害者支援センター
☎043－225－5450（http://www.chiba
cvs.gr.jp）

　相談無料、匿名可、秘密厳守で相談
を受け付けます。
受付期間…平成26年１月19日（日）ま
で（12月28日～１月５日除く）　時間
…平日10時～ 20時（土日祝日は18時ま
で）※本相談事業は厚生労働省平成25
年度社会福祉推進事業により実施する
ものです。
問（公財）人権教育啓発推進センター
 ☎フリーダイヤル0120－771－208

　労働保険は労災保険と雇用保険の総
称です。農林水産業の使用労働者５人
未満の個人事業を除き、労働者を１人
でも使用する事業主は、労働保険徴収
法により労働保険に加入手続きをしな
ければなりません。未加入の事業主は、
労働者が安心して働くことができるよ
う、加入手続きをしてください。
　詳しくは、下記または最寄りの労働
基準監督署、ハローワーク（公共職業
安定所）へお問い合わせください。
問千葉労働局労働保険徴収課
 ☎043－221－4317

　12月１日から住生活全般に関する実
態や居住者の意向・満足度などを総合
的に調査する「住生活総合調査」が行
われます。対象は、10月に実施した住
宅・土地統計調査（総務省）に回答の
あった世帯の中から一部を抽出して調
査をお願いする予定です。
　対象世帯の皆さんには、重ねてお手
数をおかけしますが、11月下旬から調
査員が調査票を持って伺いますので、
ご理解とご協力をお願いします。
 問都市整備課管理班☎73－0091

科目…左官技術科１月生（６か月コー
ス）　定員…９人　募集…11月22日（金）
まで　選考日…12月３日（火）　選考方
法…適性検査、面接　受験資格…学歴
不問　※授業料は無料です。
 問同校☎0475－52－3148

対象…県内在住の55歳以上の人　募集
学部…地域活動学部70人（週１回登校、
２年制、年額15,000円）、造形学部園
芸コース70人（週１回登校、１年制、
年額27,000円）、造形学部陶芸コース
25人（週２回登校、１年制、年額54,000
円）　願書受付期間…11月８日（金）～
12月27日（金）　※消費税率引き上げ
に伴う授業料の変更を予定しています。
 問同学園☎0479－25－2035

　園児グッズ、日用品（洗剤・タオル
他）の販売をします。売上金は園児へ
還元されます。ぜひお越しください。
日時…11月26日(火)９時30分～ 12時　
場所…生涯学習センター
主催…のさか幼稚園ＰＴＡ
 問のさか幼稚園☎67－4633

日時…11月11日（月）９時30分～ 12時
お願い…①駐車場は体育館東側、西門
外市有地（旧団地跡）、昇降口は児童
昇降口を利用してください。②上靴を
持参の上、安全管理のため必ず受付名
簿に記名するとともに「来校者」名札
を着用してください。
 　問同校教頭・古山☎67－2345

日時…11月19日（火）９時～ 13時、20
日（水）11時30分～ 15時30分　お願い
…①駐車場は野球場外野側、昇降口は
生徒昇降口を利用してください。②上
靴を持参の上、安全管理のため必ず受
付で記名してください。
 　問同校教頭・柴田☎72－1375

　日ごろの学習成果を発表します。
日時…11月９日（土）９時20分～ 14時
30分　場所…同校（匝瑳市平木930番
地１）　内容…発表、ゲーム、作業学
習製品の展示・販売、体験、近隣福祉
施設の紹介と製品販売など
 問同校☎72－2777

受験資格…中卒（見込み含む）で17歳
未満の男子（平成９年４月２日から平
成11年４月１日までに生まれた男子）
受付締切…平成26年１月10日（金）必
着　試験日（１次）…１月18日（土）　
試験会場…受付時または受験票交付時
にお知らせします。
※応募資格は日本国籍を有する人など
です。詳細はお問い合わせください。
　問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

歳出総額
140億5,148万円
（1.9％減）

歳入総額
147億3,380万円
（1.5％減）

市税
37億9,715万円
（1.2％減）

自主財源
その他
13億985万円
（6.5％減）

依存財源その他
7億695万円
（11.3％減）

県支出金
7億9,523万円
（7.0％減）

市債
16億6,267万円
（19.4％増）

国庫支出金
15億4,131万円
（0.8％減）

任意的経費依存財源

自主財源 義務的経費
地方交付税
49億2,064万円
（3.9％減）

人件費
26億2,103万円
（5.3％減）

扶助費
25億4,167万円
（4.0％増）

公債費
14億1,762万円
（2.1％増）その他

8億9,606万円
（15.9％減）

繰出金
13億9,234万円
（9.2％減）

物件費
16億4,701万円
（2.8％増）

投資的経費
17億6,062万円
（9.5％増）

補助費等
17億7,513万円
（7.2％減）
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