
その他市債の主な使いみち

第３回七宝展

第３回写遊会十人展

雇用トラブルは労働委員会へ

パートタイム労働法が改正

募集人員…30～35人（一次・二次合計）
受験資格…①高卒、またはそれと同等
以上の資格を有する者②平成27年３月
に高校卒業見込みの者　願書受付期間
…【一次募集】12月22日（月）～平成27
年１月９日（金）【二次募集】１月27日
（火）～２月13日（金）※いずれも締切
日必着　試験日…【一次募集】１月16
日（金）、17日（土）【二次募集】２月20
日（金）、21日（土）　試験科目…国語
（国語総合・現代文）、英語Ⅰ、数学Ⅰ、
面接（筆記試験合格者のみ）
　問旭中央病院附属看護専門学校
 ☎63－8111（代表）

受験資格…中卒（見込み含む）で17歳
未満（平成27年４月１日現在）の男子
応募期限…【推薦】12月５日（金）【一
般採用】平成27年１月９日（金）※いず
れも締切日必着　試験日…【推薦】１
月10日（土）～ 12日（月）の指定する
１日【一般採用】１月24日（土）　※応
募資格は日本国籍を有する人などです。
　問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

募集科目…左官技術科（１月生・６か
月コース）　定員…９人　応募期限…
11月19日（水）　選考日…12月３日（水）
選考方法…適性検査・面接　※学歴不
問。教科書代・作業服代などを除き、
授業料は無料です。
　問同校相談支援課☎0475－52－3148

　パートタイム労働者の公正な待遇確
保のため、来年４月１日からパートタ
イム労働法が改正施行されます。
主な改正内容…【拡充】①正社員と差
別的取り扱いが禁止されるパート労働
者の対象範囲【新設】②短時間労働者
の待遇の原則③雇い入れ時の事業主に
よる説明義務④パート労働者からの相
談対応のための体制整備義務　など
問千葉労働局雇用均等室
 ☎043－221－2307

　災害にも強い地域づくりに向けての
講演会とシンポジウムを開催します。
日時… 11月24日（月・祝）10時～ 15時
30分　会場…千葉県経営者会館　講演
テーマ…①災害時要援護者支援の視点
②男女共同参画の視点から考える地域
防災　定員…先着200人　申し込み方
法…千葉県社会福祉協議会ホームペー
ジ（http://www.chibakenshakyo.com/）
から申請書をダウンロードの上、16日
（日）までに下記へ申し込み　※参加
無料
　問千葉県男女共同参画センター
 ☎043－252－8036

　労働委員会では、個々の労働者と使
用者の間でトラブルが生じ、当事者間
での自主解決が困難な場合に個別的労
使紛争のあっせんを行っています。公
正・中立な立場で、労使どちらからの
申請も受け付け。費用は無料、秘密を
厳守します。まずはご連絡ください。
問千葉県労働委員会事務局
 ☎043－223－3735

旭中央病院附属看護専門学校
平成27年度学生募集

千葉県生涯大学校東総学園
平成27年度入学生募集

犯罪被害者週間行事
「千葉県民のつどい」

県民福祉セミナー
「災害にも強い地域をつくろう」

第25回ひばり会
チャリティー歌謡発表会

陸上自衛隊高等工科学校
生徒募集

県立東金高等技術専門校
平成26年度職業訓練生募集

12月１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
対象…県内在住の55歳以上の人　募集
学部／人数…【地域活動学部】週１回
登校・２年制・年額15,400円／ 70人
【造形学部園芸コース】週１回登校・
１年制・年額27,700円／ 70人【造形学
部陶芸コース】週２回登校・１年制・
年額55,500円／ 25人　受付期間…11月
10日（月）～12月26日(金)
 　問同学園☎0479－25－2035

日時…11月３日（月・祝）９時～ 17時
場所…市民ふれあいセンター
 問同会・岡田☎73－2532

　八日市場公民館の七宝焼教室、七宝
焼Ｂサークル、竹の子七宝サークルに
よる合同作品展。
日時…11月４日（火）～９日（日）９時
30分～16時　※４日は13時から、９日
は15時まで　場所…八日市場公民館市
民ギャラリー
 問八日市場公民館☎72－0735

　写真サークル写遊会による展示会。
日時… 11月23日（日）～ 30日（日）９時
～17時※月曜日は休館　場所…八日市
場公民館市民ギャラリー
 問同会・平山☎72－4520

　毎年11月25日～ 12月１日は「犯罪被
害者週間」です。千葉県では本週間に
合わせ、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基調講演と
県警音楽隊コンサートを実施します。
日時…12月７日（日）13時～ 16時　場
所…千葉県教育会館大ホール　講演
テーマ…東名高速酒酔いトラック事故
で子供二人を失って　申し込み方法…
電話、はがきまたはメールで12月１日
（月）までに下記へ　※参加無料
　問千葉県環境生活部生活安全課
☎043－223－2333（〒260－8667千葉市
中央区市場町１番地１）メールanzen
@mz.pref.chiba.lg.jp

　普段はあまり見られない農産物など
の生産現場を巡ります。合間の昼食会
では、地元野菜をふんだんに使った
“母ちゃん料理”でおもてなし。
日時…11月29日（土）10時～ 14時30分
募集人員…先着50人　※参加無料。申
し込みはふれあいパークまで。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

生産現場見学ツアー
「わいわいワクワク交流会」

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報ふれあいパ ク情ふれあいパ ク情ふれあいパ ク情報
週末は何かがある！週末は何かがある！週末は何かがある！

臨時休館･･･11月19日（水）
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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
農業委員会委員選挙人名簿の
登載申請書をご提出ください

八日市場第二中学校
第２回学校公開

県立八日市場特別支援学校
第27回きらら祭（学校祭）

家庭用生ごみ処理機など
購入費を一部補助します

１月から施設改修のため
八日市場ドームを休館します

臨時保育士募集

11月は児童虐待防止推進月間

　農業委員会委員選挙人名簿は、毎年
１月に実施される同名簿登載申請に基
づいて作られます。
　本申請書は12月下旬に配布予定です
ので、提出にご協力をお願いします。

問農業委員会事務局☎73－0090

　当日参加が可能です。友達同士や家
族で参加しませんか。
開催日…11月３日（月・祝）※小雨決行
受付時間…８時～（競技開始９時）　
集合場所…八日市場公民館　対象…市
内在住、在勤、在学者で構成した１
チーム２～５人のグループ　クラス…
小学生、中学生、高校・一般の男女、
ファミリーの全７クラス　競技方法…
３～８kmのポイントオリエンテーリ
ング（天神山パーマネントコース使用）
※当日の実施判断は７時～７時30分に
八日市場公民館（☎72－0735）へ。
　問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　自分で作った正月飾りで新年を迎え
ませんか。
日時… 12月13日（土）13時30分～15時
30分　場所…八日市場公民館　定員…
25人　参加費… 500円（材料代）　申し
込み方法…11月９日（日）までに電話
で下記へ　※定員を超えた場合は初心
者優先とさせていただきます。

　問八日市場公民館☎72－0735

　八日市場ドーム館内照明設備のＬＥ
Ｄ化工事のため、平成27年１月から３
月まで休館します。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。
 問八日市場ドーム☎73－0021

　家庭から排出される生ごみの減量化
を推進するため、家庭用生ごみ処理機
および生ごみ堆肥化容器（コンポス
ト）を市内の販売店で購入した人に、
購入費の一部補助を行っています。
補助金額…【生ごみ処理機】購入金額
の３分の１相当額（限度額２万円、一
世帯１基まで）【生ごみ堆肥化容器】購
入金額の２分の１相当額（限度額１基
当たり２千円、一世帯２基まで）　申
請方法…①市税などの完納証明書②販
売店発行の領収書（写し）③印鑑およ
び振込先が分かるよう通帳など持参の
上、市役所環境生活課または野栄総合
支所で申請してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

募集団地（所在地・間取り・家賃）…
①新つばき団地（椿1664番地５・２Ｄ
Ｋ・14,300円～、家族向け）②いいぐ
ら団地（飯倉1365番地・２ＤＫ・8,900
円～）　募集戸数…各団地１戸　受付
期間…11月４日（火）～17日（月）８時
30分～17時　※土日を除く　応募書類
配布場所…市役所３階都市整備課およ
び野栄総合支所（書類配布は受付期間
中のみ行います）　応募書類提出場所
…都市整備課　※入居資格などはお問
い合わせください。
 問都市整備課管理班☎73－0091

　市内公立保育所の臨時保育士を募集
しています（募集人数１人）。詳しく
はお問い合わせください。
 問福祉課児童班☎73－0096

　児童虐待は社会全体で解決すべき問
題です。地域で子どもを守りましょう。
◆虐待かもと思ったら迷わず電話を
《児童相談所全国共通ダイヤル》
　　　☎0570－064－000
　あなたの１本の電話で救われる子ど
もがいます。※匿名通報可、秘密厳守
◆子どもを虐待から守る５か条
①おかしいと感じたら迷わず連絡②
「しつけのつもり」は言い訳。子ども
の立場で判断③一人で抱え込まず、で
きることから行動を④親の立場より
子どもの立場。子どもの命が最優先⑤
虐待はあなたの周りで起こりうる
 問福祉課児童班☎73－0096

　保護者や地域の皆さんに普段の授業
や生徒活動の様子を公開します。
日時…11月18日（火）11時15分～ 14時
40分、19日（水）９時～12時　場所…
同校　お願い…①駐車場は体育館駐車
場、昇降口は生徒用昇降口をご利用く
ださい。②スリッパ持参の上、受け付
けで記名をお願いします。
 問同校・教頭☎72－1375

　日ごろの学習成果の発表、作業学習
製品の展示・頒布などを行います。
日時… 11月８日（土）９時20分～14時
30分　場所…同校（平木930番地１）
 問同校☎72－2777

市営住宅　入居者募集

公民館講座しめ縄づくり教室

市民オリエンテーリング大会

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

１号広告１号広告

梅田家
匝瑳市八日市場イ28
☎0479－72－0211

御宴会、祝事、法事、同窓会等　ぜひご利用ください。

お料理  お一人様3,000円より（法事は送迎いたします）。

お友達、ご近所の方　グループでランチはいかがですか？

ランチ
1,500円
（要予約）

三段弁当
フルーツ付
味噌汁
香の物

日本料理

手作りの味をお楽しみください

者優先とさせていただきます。
問八日市場公民館☎72－0735

い合わせください。
問都市整備課管理班

御宴

お料

お友

手手

１号広告

株式会社 アイアイエス〔本社〕旭市鎌数8550－1

0120－86－24－86 ☎090－3475－7500

塩塩塩害害害ででで困困困っっったたたらららすすすぐぐぐおおお電電電話話話くくくだだださささいいい!!!!!!塩害で困ったらすぐお電話ください!!
「太陽光パネルを導入したいが海の近くだから
心配で…。」
「給湯器も塩害ですぐに故障する…。」
そんな塩害でお困りの方、世界中の塩害専
用製品を多数取り揃えています！

株式会社 アイアイエス エコ 検索平成４年創業22年の実績（全メーカー取扱い）

見積り、相談無料
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