神経系難病の個別医療相談会
日時…【第１回】10月26日（水）
【第２
回】12月７日（水）※各回とも14時〜16
時

第58回全国社会教育研究大会
千葉大会
「千葉で語り合おう！未来を築く人

場所…【第１回】海匝健康福祉セ

づくり」をテーマに、全国の社会教育

ンター（海匝保健所）
【第２回】同セン

委員関係者が集まります。一般参加が

ター八日市場地域保健センター

可能で、申し込みは不要です。参加費

対象

…言葉がスムーズに話せなくなった、
歩きづらくなった、手足のしびれがあ
るなどの症状で悩んでいる人

※各回

5,000円がかかります。
《講演会・シンポジウム》日時…10月
27日（木）12時〜17時

場所…千葉県

とも予約制です。事前に下記まで申し

文化会館（千葉市） 内容…市立柏高

込んでください。

校吹奏楽部による演奏、講演会、シン

第１回は海匝健康福祉センター
☎0479−22−0206、第２回は八日市場
地域保健センター☎72−1281

場所…ＴＫＰガーデンシ

ティ千葉（千葉市）
☎043−223−4072

所…海上キャンプ場（旭市） 対象…
小学生とその家族約８組（申し込み
順） 参加費…１人1,500円（宿泊費、
保険料など含む） 主催…ＮＰＯ法人
※子どもゆめ基金助成活動
同団体☎0479−57−5769

ちばハートフル・
ヒューマンフェスタ2016
…千葉市民会館（千葉市） 内容…舞の

被扶養者の特定健診
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
健康保険組合の加入者の被扶養者（国
保を除く） 日時…11月１日（火）９時
30分〜12時受け付け（予約不要） 場
注意事項…①受診券と被保険者証を
持参（受診券のない人は受診できませ
ん）
。前年の特定健診結果を持ってい

募 集

る人は併せてお持ちください。②市が
実施する健診ではありません。

市臨時保育士

（一財）柏戸記念財団長洲柏戸クリ

募集人数…若干名（保育士資格のない
人は保育補助員） 雇用期間…６か月
間（更新あり） 勤務先…市立保育所
勤務時間…平日８時30分〜17時15分
（時間は応相談）

場所

10月31日（月）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。

所…市民ふれあいセンター２階会議室

県教育庁教育振興部生涯学習課

期間…11月５日（土）
・６日（日） 場

日時…12月８日（木）13時〜16時

《分科会》日時…10月28日（金）９時15
分〜12時

自然から学ぶ
親子防災キャンプ体験

光と風

ポジウム

税と保険料

ニック集団検診課☎043−222−2873

ライオンズクラブ海外派遣学生
国際感覚で活躍する第一歩として、
世界へ羽ばたく若者を募集します。

福祉課子育て支援班☎73−0096

募集人数…３人

派遣先…アメリカ、

手話講習会 受講者

オーストラリア、ニュージーランド、

手話は、聴覚に障がいを持つ人のコ

ンド、ペルー

期間…平成29年７月下

ミュニケーション方法の一つです。手

旬〜８月下旬

応募資格…出発時年齢

話サークル「もくれん」の協力で手話

16歳〜21歳（ヨーロッパは17歳〜21歳、

込み…11月４日（金）までに、往復は

を学びます。

オーストラリアは21歳以上の女性）で、

がきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、

日時…10月20日〜11月17日の木曜日

海秀平さん（ＮＨＫ大相撲解説者）によ
る講演、千葉県警察音楽隊によるコン
サート

定員…1,000人（申し込み多数

の場合は抽選） 入場料…無料

申し

入場希望人数（１通２人まで。無記入

ヨーロッパ、カナダ、東南アジア、イ

精神的・肉体的に健全な人

費用…派

場所…市

遣先への渡航費のみ（滞在中の生活費

対象…高校生以

をライオンズクラブが負担） 申し込

（全５回）各日19時〜21時

は１人）
、託児サービス・手話・要約

民ふれあいセンター

筆記通訳希望の有無、返信用宛て先を

上（保護者同伴であれば中学生の参加

み…10月31日（月）までに、下記まで

書いて下記まで郵送（締切日必着）

可能） 費用…テキスト代1,080円

選考会…12月４日（日）※選考会への

ちばハートフル・ヒューマンフェ
スタ事務局☎043−223−2348（〒260
−0855千葉県庁内郵便局留）

申

し込み…10月19日（水）までに、下記
まで

主催…匝瑳市聴覚障害者協会
匝瑳市社会福祉協議会☎73−0759

派遣希望者の出席が必須です。
八日市場ライオンズクラブＹＣ
Ｅ委員長・柏熊タカ子☎67−3126
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催 し

＝申し込み先

オータムジャンボ宝くじ
お買い求めは県内で
「オータムジャンボ宝くじ」は、１等・
前後賞合わせて５億円。発売期間は10
月14日（金）までです。

第５回写遊会女性展

頒布・体験、軽食販売など。
◆飯高特別支援学校第２回樹望祭

期間…10月１日（土）〜８日（土） 時

日時…10月29日（土）９時20分〜14時

間…９時〜17時（１日は12時から、８

25分

場所…同校

問い合わせ…同校

日は16時まで） 場所…八日市場公民

☎70−5001

館市民ギャラリー（月曜日休館）

◆八日市場特別支援学校第29回きらら祭

同会・岡田☎73−2532

日曜朝市29周年感謝祭
毎週日曜日、市役所南側駐車場で開

日時…11月５日（土）９時25分〜14時
20分

場所…同校

問い合わせ…同校

☎72−2777

第30回東部地区吹奏楽祭

この宝くじの収益金は、市町村のま

催中の日曜朝市では、10月２日、29周

ちづくりに使われます。都道府県別販

年に感謝し、購入者に赤飯のパック詰

売実績による県配分がありますので、

めとお茶のサービスを行います。

吹奏楽部と一般吹奏楽団23団体による

ぜひ県内の宝くじ売り場でお買い求め

時間…７時30分〜（30分程度）

演奏会です。

ください。

産業振興課農政班☎73−0089

千葉県市町村振興協会
☎043−311−4162

社会生活基本調査にご協力を
総務省統計局では、10月20日を基準

香取・海匝地区の小中学校、高校の

日時…10月２日（日）11時〜16時30分

第23回一心会書道展

場所…銚子市青少年文化会館（銚子市）

小学生から大人まで、同会一年間の

催…千葉県東部地区吹奏楽連盟

成果、作品約100点を展示します。
期間…10月21日（金）〜23日（日） 時

入場料…300円（小学生以下無料） 主
同連盟・小川☎090−5193−0143

障がい者「ふれあい面接会」

日に社会生活基本調査を行います。こ

間…９時〜17時（23日は13時まで）

の調査では国民の生活時間の使い方や

場所…八日市場公民館市民ギャラリー

事業主と障がい者の両者参加による

さまざまな活動状況を調べ、行政施策

同会・田守☎73−4463

就職面接会。参加者は履歴書・障害者

のための基礎資料として活用します。
10月上旬〜中旬に、調査員が対象世
帯を訪問しますので、調査の趣旨をご
理解いただき、ご協力をお願いします。

県総合企画部統計課
☎043−223−2223

県最低賃金 時間額842円に
県内事業所で働く全ての労働者（パー
ト、アルバイトなどを含む）とその使用

八日市場特別支援学校
第２回学校公開
日時…10月25日（火）９時15分〜11時
45分

場所…同校

申し込み…14日

（金）までに、氏名・所属などを下記

手帳（写し）を持参してください。
日時…10月28日（金）13時30分〜16時
（受け付け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
（銚子市） ※参加を希望する事業主、
障がい者は、事前に下記まで申し込ん
でください。

まで
同校教頭・榊原☎72−2777

千葉県植木共進会

ハローワーク銚子☎0479−22−7406

養育費問題に関する無料相談会

者に適用される千葉県最低賃金が、10

植木生産者が丹精込めて仕立てた植

日時…10月29日（土）13時30分〜15時

月１日から時間額842円に改正されま

木の品評会。素晴らしい樹芸技術で仕

30分（相談時間は１人30分程度） 場

した。使用者はこの額より低い賃金で

立てられた植木類をご鑑賞ください。

所…旭市民会館（旭市） ※事前に下

労働者を使用することはできません。

期間…10月29日（土）
・30日（日） 場

記まで申し込んでください。無料託児

この他、業種別に定められる特定最

所…株式会社八日市場植木センター内

サービスもあります。

低賃金が適用される場合があります。

県農林水産部生産振興課
☎043−223−2871

千葉労働局賃金室☎043−221−2328
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アラカルト

＝問い合わせ先

県立特別支援学校 学校祭
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一般財団法人千葉県母子寡婦福
祉連合会事務局☎043−222−5818
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