調停委員・弁護士による
無料調停相談会

わが家の耐震相談会
〜地震に備えて耐震化を〜

裁判によらないもめごと解決の方法
である「調停」の利用相談に応じます
（訴訟中・調停中の事件を除く）。

日時… 11月８日（日）10時〜 14時
所…そうさ農業まつり会場

場

対象…昭

和56年以前に新築した木造住宅に住ん

日時… 10月25日（日）10時〜 15時受け

でいる市民

付け

いて建築士による個別相談

場所…いいおかユートピアセン

内容…住宅の耐震性につ
定員…10

ター（旭市） 相談内容…金銭、土地

組程度（申し込み順） 申し込み… 10

建物、近隣関係、離婚、遺産相続、夫

月30日（金）17時まで 費用…無料

婦・親子・親族関係などのトラブル

※市では、木造住宅の耐震診断と耐震

千葉家庭裁判所八日市場支部

改修に対する補助制度を用意していま

☎72−1300

す。この機会を利用して、住まいの耐

◆飯高特別支援学校
分〜 11時30分 申し込み…７日（水）
までに、氏名、所属などを電話または
ＦＡＸ 【学校祭】日時… 10月31日（土）

ふれあいパーク情報
ふ
ふれあいパ
あ パ ク情
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、

募 集

飯高檀林で、能・狂言を鑑賞します。

市臨時保育士

日時… 10月11日（日）10時出発 距離…

昼食時においしい汁物のサービスあり。
12㎞ 募集人員… 100人（事前申し込み

募 集 人 員 … ３ 人 程 度 雇 用 期 間（予

９時20分 〜 14時30分 内 容 …①発 表、

定）…平成27年10月から６か月間（更

ゲーム、遊びコーナー②作業学習製品

新有） 勤務時間…平日８時30分〜 17

展示、頒布、体験③近隣福祉施設の紹

時15分

介、福祉施設の製作品販売など

栄の各保育所

同校☎70−5001、ＦＡＸ70−5123
◆八日市場特別支援学校
【学校公開】日時… 10月29日（木）９時

勤務先…八日市場・吉田・豊
応募方法…臨時職員登

場所…東総運動場（旭市） 対象…小

と保育士証写しを総務課へ提出

学生以上

班☎73−0096

ゲーム、遊びコーナー②作業学習製品

選考

問い合わせ…福祉課児童

旭中央病院附属看護専門学校
28年度看護学生（社会人選考）
募集人員…若干名

介、福祉施設の製作品販売など

またはこれと同等以上の学歴を有し、

セカンドライフ講座
元気なうちから「後見」
「遺言」
「相
続」を考えましょう。
日時… 11月７日（土）10時〜 12時

講師…弁

費用…無料

市社会福祉協議会☎73−0759

第10回里山コンサート

の良いウォーキングなどを実践

就労経験１年以上の人（就労形態は

費用

… 300円（テキスト代、保険料込み。当
日集金） 申し込み…窓口または電話

受験資格…高卒

東総運動場☎68−1061

ライオンズクラブ海外派遣生

日々雇用やアルバイトを除くフルタ

海外の家庭で、家族の一員として生

イムの正規職員） 願書受け付け… 10

活することで、訪問国の青年たちとの

月16日（金）まで（必着） 試験日… 10

相互理解を深め、国際感覚を養い、世

月24日（土）

界平和に寄与することを目的とした事

場

定員… 20人（申し込み順） 対

定員… 50人（申し込み順）

内容…健康ウォーキング指導士に教わ
りながら、基本的な歩き方や運動効率

展示、頒布、体験③近隣福祉施設の紹
同校☎72−2777、FAX73−6008

秋のウォーキング講習会参加者

は市ホームページからダウンロード）

までに、氏名、所属などを電話または
９時25分〜 14時30分 内容…①発表、

ふれあいパーク八日市場☎70−5080

日時…11月３日（火）９時30分〜 12時

方法…面接

ＦＡＸ 【学校祭】日時… 11月７日（土）

が必要） 参加費…無料

録申請書（市役所総務課備え付けまた

15分〜 11時45分 申し込み…16日（金）

象…市民

週末は何かがある！

都市整備課管理班☎73−0091

【学校公開】日時…10月22日（木）９時30

護士

11月２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。

震化について考えてみませんか。

特別支援学校
学校公開と学校祭

所…市民ふれあいセンター

税と保険料

同校☎63−8111

県立農業大学校
28年度学生（推薦入試）

業への参加者を募集します。
募集人員…２人

派遣先…アメリカ、

オーストラリア、ニュージーランド、
ヨーロッパ、カナダ、東南アジア、イ

募集人員…①農学科：約40人②研究科：

ンド、ペルー

期間…平成28年７月中

約10人 受験資格…①農学科：高卒（平

旬〜８月下旬

応募資格…出発時年齢

成28年3月卒業見込み含む）で学校長

16歳〜 21歳（精神的、肉体的に健全な

場

の推薦がある人②研究科：農業大学校

人） 費用…滞在中の生活費をライオ

所 … ア ル カ デ ィ ア の 里（大 寺1767番

卒（平成28年３月卒業見込み含む）で

ンズクラブが負担。渡航費は保護者負

地） 内容…オカリナ、ピアノ演奏ほ

学校長の推薦がある人

願書受け付け

担

か

… 10月14日（水）まで

試験日… 10月

選考会…12月６日（日）

同校☎0475−52−5121

委員長・柏熊☎67−3126

日時… 10月３日（土）14時〜 16時

入場料…無料
アルカディアの会・鎌形
☎090−5543−4516

27日（火）

申し込み… 10月31日（土）まで
八日市場ライオンズクラブＹＣＥ
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情報
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千葉県最低賃金改正
県内の事業所で働く全ての労働者

Information

（パート、アルバイトなどを含む）と

アラカルト

＝問い合わせ先

その使用者に適用される千葉県最低賃
金（地域別最低賃金）が、10月１日か

＝申し込み先

ら、時間額817円に改正されました。
使用者は、この額より低い賃金で労

下水道排水設備
工事責任技術者共通試験

働者を使用することはできません。

日時… 12月８日（火）13時〜 16時

…①戦場カメラマン・渡部陽一さん
（＝写 真）に よ る 講 演
②千葉ロッテマリーン
ズ選手一日人権擁護委

地域別最低賃金の他に、業種により

員任命式③マリーンズ

定められている「特定最低賃金」が適

グッズが当たる抽選会

験料… 10,000円 受験資格…平成８年

用される場合があります。

④医療系バンド・ハー

千葉労働局賃金室☎043−221−2328

年数のある人 申し込み… 10月20日

場

所…千葉県文化会館（千葉市） 内容

試 験 日 … 平 成28年 １ 月16日（土） 受
１月17日以前の生まれで、一定の経験

トフルホスピタルのコンサートなど
定員…1,500人（申し込み多数抽選）

10月１日から努力義務
離職看護師などの届け出制度

申し込み…往復はがきに郵便番号、住

日（木）まで／千葉県下水道協会事務

対象…保健師、助産師、看護師、准看

通に２人まで、無 記 入は１人）
、託 児

局（土・日・祝日を除く。郵送も可）

護師

（火）までに所定の書類を郵送（消印有
効） 申込書配布期間／場所… 10月15

所、氏名、電話番号、入場希望人数（１

届け出が必要な場合…①病院な

サービス・手話・要約筆記通訳希望の

千葉県下水道協会事務局☎043−

どを離職した場合②看護師などの業務

有無、返信用宛先を書いて郵送 応募

245−6112（〒260−8722千葉市中央区

に従事しなくなった場合③看護師など

期限…11月６日（金）必着 ※入場無料

千葉港１番１号

の免許取得後、看護師などの業務に直

千葉市役所下水道経

ちに従事しない場合

営課内）

届け出事項…氏

名、生年月日、住所、電話番号、電子

ＮＯ！不正軽油宣言・千葉
不正軽油の製造・販売・使用は、脱

10月 は「全 国 不 正 軽 油 撲 滅 強 化 月

録番号、登録年月日、就業に関する情

日曜朝市28周年感謝祭

届け先…千葉県ナースセンター

集中的な調査を実施します。不正軽油
は「買わない、売らない、使わない」。

サービスを行います。
日時… 10月４日（日）７時30分〜（30

市制施行10周年記念
第34回匝瑳市民謡連合会祭り

皆さんの協力をお願いします。
香取県税事務所☎0478−54−1314

日時… 10月11日（日）９時30分〜 場所

違反建築防止週間

…市民ふれあいセンター ※入場無料
同連合会・林☎73−0244

10月15日（木）から21日（水）までは
「違反建築防止週間」です。

分程度） 場所…市役所南側駐車場
※10月から７時30分開始です。
産業振興課農政班☎73−0089

暴力団に関する無料相談
「移動暴力相談所」
公益財団法人千葉県暴力団追放県民

林業技術研修会

建物を建てる場合は、建築基準法な

日曜朝市では、朝市28周年に感謝し、
購入者に赤飯のパック詰めとお茶の

催 し

間」です。この期間に合わせ、県では

043−223−2348、
ＦＡＸ043−222−9023
（〒260−0855千葉県庁内郵便局留）

同ナースセンター☎043−247−6371

の環境に悪影響を与える犯罪行為です。

ちばハートフル・ヒューマンフェ
スタ事務局（県健康福祉政策課内）
☎

メールアドレス、看護師などの籍の登
報

税行為だけでなく、県民の健康や地域

会議から派遣された暴力追放相談委員

日時… 10月23日（金）13時〜 16時 場

が相談に応じ、指導・助言をします。

適正に工事を進め、工事が完了したと

所…干潟公民館（旭市） 内容…講演

相談内容によっては、警察への通報、

きは、その建物が法令に基づき安全な

「竹林拡大防止、竹材・木材利用、跡

弁護士の紹介、訴訟費用の無利子貸し

どの法令で定める基準や手続きを守り、

ものであるか検査を受けましょう。
都市整備課管理班☎73−0091

園芸好きな

地植栽を考える〜現状と最新情報〜」

付けなどの措置を行います。

対象…匝瑳市、旭市、香取市、銚子市、

日時… 10月21日（水）10時〜 16時

多 古 町、神 崎 町、

所…海匝地域振興事務所（旭市）

パート さん 募集

内容：みそ加工、軽い農作業
時給：条件により相談
※勤務日、時間、休日は応相談
☎0479−67−5234
１号広告
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有する人 定員…
60人（申し込み順）

場

同県民会議☎フリーダイヤル0120−
089354

第４回写遊会女性展

日（金）まで 費用

期間… 10月1日（木）〜８日（木）※月

…無料

曜日を除く

県北部林業事

問い合わせ先：堀川西営農組合（板倉宛）
〒289−3185 匝瑳市堀川264−1

東庄町に森林を所

申し込み… 10月９

時間：８:00 〜 17:00（30分単位）
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ちばハートフル・
ヒューマンフェスタ２０１５

務所☎0475−82−
3121

時間…９時〜 17時（１日

は12時から。８日は16時まで） 場所
…八日市場公民館市民ギャラリー
同会・岡田☎73−2532

