
募集人数…１人　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
 問同センター☎70－2210

■募集人数
【１次】10～20人程度【２次】若干名　
■受験資格
①高卒者またはそれと同等以上の資格
を有する人②平成31年３月に高卒見込
みの人
■受付期間
【１次】12月18日（火）～１月11日（金）
【２次】１月23日（水）～２月６日（水）
※いずれも締切日必着
■試験日
【１次】１月18日（金）
【２次】２月15日（金）
■試験科目
【筆記】国語〈国語総合（古文・漢文は
除く）・現代文〉、コミュニケーション
英語Ⅰ、数学Ⅰ【面接】筆記試験合格
者のみ実施（試験日は１次、２次とも
に筆記試験翌日に実施）
問旭中央病院附属看護専門学校

☎63－8111（代表）

　社会貢献活動の一環として、富士テ
クニカルコーポレーションが開く健康
ヨガ教室です。ヨガマットを持参し、
動きやすい服装でご参加ください。
日時…毎週土曜日10時～11時　場所…
同社（八日市場イ201番地１）　定員…
各回25人　費用…無料　申し込み…事
前に下記まで（受け付けは土・日曜日、
祝日を除く９時～16時）
 問同社☎85－7783

学校給食センター
臨時調理員

募

旭中央病院附属
看護専門学校看護学生

募

ヨガ教室参加者
募
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を模したひょうたん
作品（＝写真）の即売や大小さまざま
なひょうたん作品の展示を行います。
　下富谷ひょうたん倶楽部の作品の他、
老人福祉施設「瑞穂園」の入所者やあ
かしあこども園の子どもたちの作品も
展示します。
日時…12月15日（土）10時～15時　場
所…下富谷コミュニティセンター（八
日市場ニ201番地１）
 問同倶楽部・加瀬☎090－8597－7985

　障害年金を自分がもらえるかどうか
分からない人に対し、社会保険労務士
が無料で相談に応じます。
日時…12月18日（火）13時30分～16時
30分　場所…成田商工会議所　定員…
10人（申し込み順）
問NPO法人みんなでサポートちば

☎070－1541－7661（申し込み専用）

　東総学園の在学生や卒業生が制作し
た陶芸・絵画・手芸などの作品を展示
します。
期間…12月18日（火）まで（土・日曜日
を除く）　時間…10時～16時（18日は
13時まで）　場所…同校（銚子市）　入
場料…無料
 問同校☎0479－25－2035

第９回下富谷ひょうたん
手づくり民藝展

催

障害年金の相談会
催

生涯大学校東総学園
作品展示会

催

《自動車税の滞納は見逃しません》
　県では、自動車税の未納額の縮減
のため来年５月までを「滞納整理強
化期間」として、給与・預金・自動
車などの差し押さえを一層強化して
います。

問旭県税事務所☎62－0772

差
し
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え
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車
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12月26日（水）は
・固定資産税〔第４期〕
・国民健康保険税〔第７期〕
・後期高齢者医療保険料〔第６期〕
・介護保険料〔第７期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

12
23 クリスマスイベント 

　23日（日）は、小学生以下のお子さ
んに素敵なプレゼント（先着200人）。
また、2,000円以上お買い上げのレシー
トをお持ちのお客様に匝瑳共通商品
券が当たるくじ引きを行います（先着
300人）。

12
24 ミニ門松づくり体験 

　24日（月・祝）は、新春を彩るミニ
門松を手づくりします。
時間…10時～　定員…５人（当日先着
順）　費用…3,000円（材料費）

年末年始の営業 
　年内は31日（月）15時まで、新年は
４日（金）から営業します。
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）

（１月）

実務者研修（12月・１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。
12月 成田・１月 匝瑳 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

１月 開講予定
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「匝瑳市版生涯活躍のまち」
九十九里ホーム飯倉駅前特別養護老人ホーム

来春の開設に伴い、看護・介護・
調理員等、様々な職種を募集します。

職員募集 !職員募集 !職員募集 !職員募集 !

TEL 0479-72-1400
（法人本部）

（未経験者歓迎）（未経験者歓迎）
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　空き地などで雑草が繁茂した状態を
放置すると、病害虫の発生やごみの不
法投棄だけでなく、たばこのポイ捨て
による火災の原因にもつながり、生活
環境が損なわれてしまいます。空き地
から道路上に雑草がせり出している場
合は見通しが悪くなり、交通事故の原
因にもなります。所有者（管理者）は、
定期的な除草や清掃を行ってください。
　なお、除草剤や殺虫剤を使用する場
合は、使用方法などを順守し、事前に
近隣へ周知してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　農業者年金は、農業者のための、安
定した積立式の公的年金です。積立金
額に応じた年金が生涯支給されます。
　80歳を迎えずに亡くなられた場合は、
それまでに受け取る予定であった分の
金額を遺族が受け取れます。税制面で
も大きな優遇措置があります。
《加入できる人》
①国民年金の第１号被保険者②農業に
年間60日以上従事している人③20歳以
上60歳未満の人
　詳しい内容や相談は、下記または農
業者年金基金（☎03－3502－3942）へ
お問い合わせください。
 問農業委員会事務局☎73－0090

　毎年12月10日から16日までは「北朝
鮮人権侵害問題啓発週間」です。
　拉致問題をはじめとする北朝鮮当局
による人権侵害問題の解決に向け、一
人ひとりがこの問題についての関心と
認識を持ち続けていくことが大切です。
 問秘書課秘書班☎73－0080

土地所有者の責務
空地の管理は適正に

i

農業者年金へ加入を
i

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
i

　「ねんきんネット」とは、インター
ネットを通じて自身の年金情報を手軽
に確認できる日本年金機構が運営する
サービスです。いつでもどこでも、パ
ソコンやスマートフォンから年金加入
記録の照会や年金受給見込額の試算、
「電子版ねんきん定期便」の閲覧など
の機能が利用できます。
　利用には、「ねんきんネット」への利
用者登録（ユーザーＩＤの取得）が必
要です。詳細は同機構ホームページ
（https://www.nenkin.go.jp）でご確
認ください。
問ねんきんネット専用ダイヤル☎0570
－058－555（050で始まる電話の場合
は☎03－6700－1144）

　県では、冬季に、家庭での省エネル
ギー（省エネ）を応援するキャンペー
ン「我が家のC

コ ツ コ ツ

O２CO２スマート大作
戦2018・冬」を、12月から２月末まで
実施します。
　キャンペーン期間中、「ミッション
シート」に記載の省エネ活動に取り組
み、１か月分の①電気②ガス③水道④
灯油の使用量を報告すると、抽選で千
葉の特選物を差し上げます。また、２
か月以上の報告で「特製チーバくんク
リアファイル」と「チーバくん節電ピ
ンバッジ」をプレゼントします。ミッ
ションシートは市役所１階環境生活課
または県ホームページの同キャンペー
ンサイトから取得できます。
　冬季は暖房の使用などにより、家庭
のエネルギー消費量が増加します。無
理のない範囲で省エネ・節電に取り組
みましょう。
問県環境生活部循環型社会推進課
 ☎043－223－4645

「ねんきんネット」で
年金の状況が確認できます

i

「我が家のCO2CO2
スマート大作戦2018・冬」

i

日時…１月13日（日）10時30分開式（受
け付けは９時30分から）　場所…市民
ふれあいセンター　対象…平成10年４
月２日～11年４月１日生まれの市内在
住者および出身者（市内中学校卒業生
を含む）
※市外に転出している人や案内状がま
だ届いていない人は、下記までご連絡
ください。
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

■介護の仕事説明会
　市への移住の促進や雇用の場の確
保を目的に、ＪＲ飯倉駅前に建設中
の「九十九里ホーム飯倉駅前特別養護
老人ホーム」の仕事説明会を行います。
日時…12月６日（木）・15日（土）の両
日９時～17時　場所…市民ふれあい
センター
問九十九里ホーム法人本部☎72－1400
■高年齢者向けの求人説明会
　ハローワーク銚子では、60歳以上の
人限定の就職面接会を実施します。
日時…12月14日（金）14時～　場所…
ハローワーク銚子
問ハローワーク銚子求人部門
 ☎0479－22－7406

　働くことに悩みを抱えている若者を
支援するため、定期的に「就労・進路
相談」を実施しています。
日時…毎月第４火曜日10時～17時　場
所…市民ふれあいセンター　対象…15
歳～39歳で就労に悩みを抱えている人
やその家族
問ちば北総地域若者サポートステー
ション☎0476－24－7880

平成31年成人式の案内
i

就活説明会を開催
催

地域若者サポートステーション
出張相談

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
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