
　暴力追放相談委員による暴力団に関
する相談です。相談内容により、警察
への通報、弁護士の紹介、訴訟費用の
無利子貸し付けなどの措置を行います。
日時…10月11日（水）10時～16時　場
所…海匝地域振興事務所（旭市）
問公益財団法人千葉県暴力団追放県民
会議☎043－254－8930

◆八日市場特別支援学校学校公開
日時…10月27日（金）９時15分～11時
45分　場所…八日市場特別支援学校　
※18日（水）までに電話またはファク
スで下記まで申し込んでください。
 問同校☎72－2777、FAX73－6008
◆飯高特別支援学校「樹望祭（文化祭）」
　発表やゲーム、作業学習製品の展示・
販売、体験、近隣福祉施設の紹介など
を行います。
日時…10月28日（土）９時30分～14時
25分　場所…飯高特別支援学校
 問同校☎70－5001

　模擬店の出店や、カラオケ大会、ビ
ンゴ大会などを行います。
日時…10月29日（日）10時～14時　場
所…八日市場学園
 問同学園☎74－1181

日時…11月８日（水）14時～　場所…
海匝健康福祉センター（海匝保健所。
銚子市）　対象…言葉がスムーズに話
せなくなった、歩きづらい、手足のし
びれがあるなどの症状で悩んでいる人
※事前に下記まで申し込んでください。
問同健康福祉センター☎0479－22

－0206

移動暴力相談所

県立特別支援学校行事

八日市場学園 地域交流会
「ふれあい祭り」

神経系難病の個別医療相談会

　借金問題やヤミ金融の被害に対して
弁護士・司法書士が相談に応じます。
日時…10月21日（土）10時～16時（受け付
けは15時まで。１枠に付き１時間の面談）
場所…旭市青年の家　※申し込み順で、
事前に下記まで申し込んでください。
 問市消費生活センター☎74－7007

　本市と協定を結び、高齢者の見守り
や雇用促進などを推進するセブン-イ
レブン・ジャパンによる仕事説明会・
相談会です。
日時…10月27日（金）10時～12時　場
所…市民ふれあいセンター　対象…お
おむね60歳以上の人（年齢上限なし）
定員…30人程度（申し込み順）
問産業振興課商工観光室☎73－0089

　事業主と障がい者が一堂に会する就
職面接会です。
日時…10月27日（金）13時30分～16時
（受け付けは13時から）　場所…社会
福祉法人ロザリオの聖母会体育館（旭
市）　持参品…履歴書、障害者手帳（事
業所へ応募する場合）　※事前に下記
まで申し込んでください。
問ハローワーク銚子（求人・特別援

助部門）☎0479－22－7406

　「第25回公益社団法人日本３Ｂ体操
協会千葉県支部大会2017」を開催しま
す。音楽に合わせ用具を使って行う健
康体操で、男女問わず、親子連れから
高齢者まで参加できます。
日時…10月28日（土）10時30分～12時
30分（開場は10時）　場所…八日市場
ドーム　参加費…無料
 問同協会・藤江☎080－1053－3542

“借金”“ヤミ金融”無料相談会

シニア向け仕事説明会

障がい者就職面接会

日本３Ｂ体操協会県支部大会

　山遊亭金太郎師匠による「笑いの効
果について考える」講話です。
日時…11月14日（火）13時30分～15時
30分　場所…市民ふれあいセンター　
入場料…無料　※事前に下記まで申し
込んでください。
問県生涯大学校東総学園

 ☎0479－25－2035

募集人数…３人　雇用期間…平成30年
３月末まで（更新あり）　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

東総学園 落語の公開講座

募 集
臨時調理員

10月31日（火）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。

税税とと保険料保険料

　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。
日時…10月８日（日）10時出発　定員
…100人（申し込み順）　参加費…無料
問ふれあいパーク八日市場

 ☎70－5080

秋の里山ハイキング

週末は何かがある！週末は何かがある！
ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

ス
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☎0479-84-1914

リクライニング
車椅子対応車輌
リクライニング
車椅子対応車輌

〒289-1721 横芝光町谷中1778 （関自旅二第799号）

ひかり介護タクシー介護タクシー

ご予約・お問合せはコチラ！ 

お気軽にご連絡ください！

お1人様でももちろん車椅子1台、
付添いの方2名様までご利用できます。
匝瑳市福祉タクシー利用券 使えます。

は

あなたの外出をサポートいたします‼
介護タクシーひかり安心 安全
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アラカルトアラカルトÀ la carte

Information

日時…平成30年１月７日（日）10時30
分開式　場所…市民ふれあいセンター
対象…９年４月２日～10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）　※市外転出者
も参加できます。事前に下記までご連
絡ください。
◆案内状は11月にお届け
　対象者への案内を11月上旬に発送予
定です。12月になっても届かない場合
はご連絡ください。
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　10月15日（日）～21日（土）は、「違反
建築防止週間」です。
　建築基準法では、建物の安全性を確
保し、私たちの生命や健康、財産を守
るために建物の敷地や構造などに関す
るさまざまな基準を定めています。
　建物を建てる場合は、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、完了したときは安
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

　千葉県最低賃金が、10月１日から時
間額868円に改正されました。最低賃
金は、県内の事業所で働く全ての労働
者およびその使用者に適用されます。
　この他、業種別に定められている特定
最低賃金が適用される場合があります。
 問千葉労働局賃金室☎043－221－2328

平成30年成人式の案内

違反建築防止週間

最低賃金が868円に改正

期日…11月１日（水）　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　対象…市内在
住の40歳～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）　注
意事項…①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。
受診券のない人は受診できません。②
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

　「ハロウィンジャンボ宝くじ」の発
売期間は、10月11日（水）～31日（火）
です。
　この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ので、ぜひ県
内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

　災害時に役立つ体験カフェを開催し
ます。ゲームや歌、クラフト体験を通
じ、防災知識を学びましょう。
　また当日、会場にはソーサマンも登
場します。
日時…10月１日（日）10時～12時（受け
付けは９時45分から）　場所…そうさ
記念公園　※雨天時は八日市場勤労青
少年ホームで実施。　参加費…無料
問ガールスカウト千葉県第98団・須合
☎090－6108－2385、岩城☎090－7633
－2724

被扶養者の特定健診

ハロウィンジャンボ宝くじ
お買い求めは県内で

催 し
ガールスカウト防災カフェ

　大人の発達障がいに関し、個性を生
かした仕事選びや人付き合い、職場・
家族による支援について、講演と情報
交換を行います。発達障がいのある人
の他、“家族や友人のことが心配”とい
う人も、ご参加ください。
日時…10月６日（金）13時30分～15時
50分　場所…市民ふれあいセンター　
※申し込み不要
 問福祉課障害福祉班☎73－0096

◆こころの健康のつどい
　ピアサポーターや、精神保健福祉士
と各回テーマを決めて学びます。
日時…10月10日（火）、11月14日（火）の
いずれも10時～12時　場所…八日市場
公民館　テーマ…10月「躁

そう

うつ病（双極
性障害）」、11月「うつと生きる」
 問福祉課障害福祉班☎73－0096
◆こころのしゃべり場
　精神科に通院している人、社会に出
にくい人の情報交換会です。
日時…10月10日（火）、11月14日（火）
のいずれも13時30分～15時30分　場所
…八日市場公民館
 問聖マーガレットホーム☎74－3457

　裁判によらない紛争解決を行う「調
停」の相談に、調停委員、弁護士が応
じます。秘密は厳守されます。
日時…①東金会場：10月15日（日）②
横芝光会場：10月21日（土）（受け付け
はともに10時～15時）　場所…①東金
市中央公民館②横芝光町文化会館　※
申し込み不要。現在訴訟中、調停中の
事件は相談対象外です。
問①は東金簡易裁判所☎0475－52－
2331、②は千葉家庭裁判所八日市場支
部☎72－1300

講演「大人の発達障害」

“こころの健康”を考える

無料調停相談会
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自動ドアも検診が必要です !
ドアに挟まれそうになった？
タッチ式に変えたい？

全メーカー ・ 扉 ・ 鍵
サッシ 等対応します

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

匝瑳市長谷3600

自動ドア施工1級
技能士が伺います

変な音がする？
検知器の反応が悪い？

☎ 0479（72）5551
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