
　落語家・山遊亭金太郎さんを招き、
「笑いの効果について考える」をテー
マに落語と講演会を開催します。事前
の申し込みで、素敵なプレゼントがあ
ります（先着100人）。
日時…11月13日（火）13時30分～15時
30分（開場は13時から）　場所…市民
ふれあいセンター　費用…無料　
 問同校☎0479－25－2035

期日…12月２日（日）　募集部門・距
離…①一般・35.2㎞②青年・18.1㎞　
チーム構成…選手５人・補欠２人（男
女混成可）　参加費…１チーム5,000円
※11月１日（木）までに、参加費を添
えて下記まで申し込み。
問市体育協会事務局（八日市場ドー

ム内）☎73－0021

日時…10月20日（土）・27日（土）の両
日10時～16時　場所…20日は市民ふれ
あいセンター、27日は野栄総合支所
対象…地域で行われている“集いの
場”などで、担い手として協力いただ
ける元気な高齢者の他、興味のある人
参加費…無料　※事前に下記まで申し
込み。
 問市社会福祉協議会☎67－5200

募集人数…若干名　勤務先…市学校給
食センター　勤務時間…平日８時30
分～16時30分　※午前（８時30分～12
時）のみ、午後（13時～16時30分）のみ
の勤務も可能です。
 問同センター☎70－2210

県生涯大学校東総学園
公開講座

催

東総毎日駅伝大会 参加者
募

サロン活動担い手養成講座
受講者

募

学校給食センター
臨時調理員

募

◆八日市場特別支援学校 学校公開
日時…10月26日（金）９時15分～11時
45分　※18日（木）までに下記まで申
し込み。
 問同校☎72－2777、FAX73－6008
◆飯高特別支援学校文化祭「樹望祭」
日時…10月27日（土）９時30分～14時
25分　場所…同校　内容…作業学習製
品の展示・販売、体験や近隣福祉施設
の紹介など
 問同校☎70－5001
◆銚子特別支援学校文化祭「銚洋祭」
日時…10月27日（土）９時30分～14時
30分　※荒天時は28日（日）に順延　
場所…同校　内容…幼児・児童、生徒
による作品展示や発表、作業製品の販
売など
 問同校☎0479－22－0243

　暴力追放相談委員による無料の相談
会です。内容により警察への通報、弁
護士の紹介などの措置を行います。
日時…10月17日（水）10時～16時　場
所…海匝地域振興事務所２階小会議室
問公益財団法人千葉県暴力団追放県民
会議☎043－254－8930

　障がい者の雇用促進を図るため、障
がい者と事業主が会した面接会を開
催します。求人者へ応募の際は、「障
害者手帳」と「履歴書」を用意ください。
日時…10月30日（火）13時30分～16時
（受け付けは13時から）　場所…銚子市
保健福祉センターすこやかなまなびの
城　※事前に下記まで申し込み。
問ハローワーク銚子☎0479－22－

7406、FAX0479－22－4620

県立特別支援学校
学校行事

催

移動暴力相談所
催

障害者ふれあい面接会
催

募集職種・人数…【正職】看護師・１
人【臨時】正・准看護師・３人、訪問
看護師・２人、介護福祉士・２人、夜
勤専従看護助手・２人　試験日時…
11月20日（火）12時30分～　採用予
定日…平成31年１月１日以降　※勤
務条件など詳細は病院ホームページ
（http://www.sosa-hp.jp）をご覧にな
るか、下記までお問い合わせください。
 問市民病院事務局☎72－1525

募集科目・人数…ＮＣ機械加工科・８
人、自動車整備科・10人　募集期間…
10月２日（火）～30日（火）　試験日…
11月８日（木）　※施設見学可。詳細
は下記までお問い合わせください。
 問同校☎62－2508

市民病院・ぬくもりの郷
職員

募

県立旭高等技術専門校
平成31年度入校生

募

10月31日（水）は
・市県民税〔第３期〕
・国民健康保険税〔第５期〕
・後期高齢者医療保険料〔第４期〕
・介護保険料〔第５期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

10
7 秋の里山ハイキング 

　秋深まる匝瑳の里山を散策しながら、
飯高檀林コンサートを鑑賞します（行
程は約12㎞）。昼食時にはおいしい汁
物のサービスがあります。
定員…100人（申し込み順）　参加費…
無料　事前に下記まで申し込み。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

スマホで広報紙が読めます。問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先

すずらん介護福祉学院

～介護福祉士～ （３か月コース）

（11月）

実務者研修（11月・12月）
初任者研修

喀痰吸引等研修１号・２号

☎0479-73-4811包括事務局：匝瑳市飯倉台10－20

資格者として働く為の知識と技術の基本を学び
ます。市内の方には費用の援助があります。受講費用はゼロです。

すずらんは、県の貸付制度の窓口に
なっております。手続きのお手伝いを
しております。
11月 匝瑳・12月 成田 開講致します。

現場で実際に喀痰や胃ろうができるようになる
為のコースです。

詳細は、 で して下さい。すずらん介護福祉学院 検索

11月 開講予定
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電話090-6309-8455セブン・サイド・レジデンス
宅建士（大家）稲垣

（干潟駅近 ２DK有）（旭市売ビルオークション）
安さは正義！便利は裏切らない！

（バイト助手募集中　時給千円～）

　　　 八日市場ロ100　カインズ隣（１階BarJoJo）
　　　　　　1Ｒ/2万円　1DK・約30㎡/2,5万円～　２DK・約43㎡
/3,5万円～　１階店舗/5万円～　　　鉄筋３階建てアパート（昭和53
年築）風通し、日当たり良好。内見、お気軽にどうぞ。

所在地

建物
間取り/家賃

入入 居居 募募 集集
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　11月１日を基準日として、「2018年
漁業センサス」を実施します。県知事
発行の調査員証を身に付けた統計調査
員が漁業関係者の自宅などを訪問しま
すので、ご協力をお願いします。
 問企画課企画調整班☎73－0081

　10月15日（月）～21日（日）は、「違反
建築防止週間」です。
　建物を建てる場合は、敷地や構造な
どに、さまざまな基準が定められてい
ます。建築基準法などの法令で定める
基準や手続きを守り、適正に工事を進
めましょう。また、工事が完了したと
きは、その建物が法令に基づき安全な
ものであるか検査を受けましょう。
 問都市整備課管理班☎73－0091

　「ハロウィンジャンボ宝くじ」の発
売は10月23日（火）までです。
　宝くじの収益金は市町村のまちづく
りに使われ、都道府県別販売実績によ
る県配分があります。ぜひ、県内の宝
くじ売り場でお買い求めください。
問千葉県市町村振興協会
 ☎043－311－4162

　県内最低賃金が10月１日から時間額
895円に改正されました（改正前868円）。
　使用者は、この額より低い賃金で労
働者を使用することはできません。こ
の額より低い賃金を定めていても、法
律により無効とされ、最低賃金と同額
の定めをしたものとみなされます。
 問千葉労働局賃金室☎043－221－2328

「2018年漁業センサス」に
ご協力を

i

違反建築防止週間
i

ハロウィンジャンボ宝くじ
お買い求めは県内で

i

最低賃金が895円に改正
i

　市税などの滞納解消に、法律に基づ
いて滞納処分により差し押さえた財産
の公売を、11月中旬に予定しています。
　公売財産は市内の農地などです。農
地の公売に参加するには、「買受適格
証明書」の提出が必要です。同証明書
の市農業委員会への申請期限は、10月
25日（木）です。
　詳細は、市ホームページ「公売情報」
または10月上旬から閲覧可能な「公売
のしおり」をご覧ください。
 問税務課納税推進室☎73－0087

　原爆被爆者の実子で県内に住所を有
する受診希望者を対象に、来年２月末
まで健康診断を行っています。
申し込み…１月31日（木）までに、受
診者の①住所②氏名③生年月日④電話
番号と、被爆者である親の①住所②氏
名③生年月日④被爆者健康手帳番号を
下記まで郵送（期限日必着）。
問県健康福祉部健康福祉指導課

 ☎043－223－2349

　市内在住の40～74歳の人で、「協会
けんぽ、私学共済、地方共済、各健康
保険組合」加入者の被扶養者（国保を
除く）が対象の特定健診です。
　受診券と被保険者証、特定健診結果
（持っている人のみ）を持参して受診
してください。
期日…10月30日（火）　受付時間…９
時30分～12時（予約不要）　場所…市
民ふれあいセンター　※市が実施する
健診ではありません。
問（一財）柏戸記念財団長洲柏戸クリ
ニック集団検診課☎043－222－2873

不動産公売を行います
i

原爆被爆二世健康診断
i

被扶養者の特定健診
i

　日本年金機構では、保険料が未納と
なっている人に対する電話や文書、戸
別訪問による保険料の納付案内を、株
式会社バックスグループに委託してい
ます。委託業者が納付案内をする際は、
同機構が発行した顔写真入りの身分証
明書を提示し、事業者名と氏名を名乗
ります。また、手数料を要求したり、
年金手帳やキャッシュカードを預かっ
たりすることはありません。
 問佐原年金事務所☎0478－54－1442

期間…10月２日（火）～７日（日）　時
間…９時～17時（２日は12時から、７
日は15時まで）　場所…八日市場公民
館市民ギャラリー
 問同会・平山☎090－3508－4601

　調停委員や弁護士が、裁判によらな
い紛争解決を行う「調停」の相談に応
じます（現在、訴訟中および調停中の
事件を除く）。事前申し込みは不要で
す。直接、下記会場にお越しください。
◆東金会場（東金中央公民館）
日時…10月14日（日）10時～15時
◆横芝光会場（横芝光町文化会館）
日時…10月20日（土）10時～15時
問東金簡易裁判所☎0475－52－2331
　千葉家庭裁判所八日市場支部
 ☎72－1300

　子どもから大人まで楽しめるイベン
トを、八日市場学園で行います。
日時…10月28日（日）10時～14時
 問同学園☎74－1181

年金保険料の案内を民間
事業者へ委託しています

i

写真サークル・写遊
「十人展」
催

無料調停相談会
催

八日市場学園＆ありのみ学園
地域交流会「ふれあいまつり」

催

nformation

À la carte i ＝お知らせ　催＝催し　募＝募集
nformation

À la carte情報 アラカルト

★自動ドア全メーカー・扉・鍵・サッシ 対応★

ホームページ見てね！

株式会社 東総オートドア

建設業千葉県知事
許可（般-25）　第 48918 号TAD

匝瑳市長谷3600
☎ 0479（72）5551

１号広告
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八日市場ホ５０５・126号バイパス沿い
電 0479－72－0061
営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～20:00
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