
愛情と誠意のある里親

ウォーキング教室 参加者

市営住宅（いいぐら団地）入居者

市臨時保育士

目の健康講座

　普段の生徒活動の様子を、保護者や
地域の皆さんに公開します。
日時…11月17日（火）９時～ 12時、18
日（水）11時15分～ 14時40分　場所…
同校　お願い…①体育館駐車場を利用
してください。②スリッパを持参の上、
受け付けで記名をしてください。
 問同校教頭・浪川☎72－1375

　眼病（緑内障および加齢黄斑変性）
についての講演やクラシックピアノコ
ンサートの他、眼科専門医による健康
相談（当日先着80人）を実施します。
日時… 11月15日（日）13時～ 16時　場
所…京葉銀行文化プラザ（千葉市）　
入場料…無料　主催…千葉県眼科医会
※事前の申し込みは不要です。
 問同会事務局☎0436－26－5567

募集人員…３人程度　雇用期間（予
定）…平成27年11月から５か月間（更
新有り）　勤務時間…平日８時30分～
17時15分または土曜日８時30分～ 17時
15分（勤務時間は相談に応じます）　
勤務先…八日市場・吉田・豊栄の各保
育所（土曜日勤務の場合は豊栄保育
所）　応募資格…保育士資格所有者
（無い人は保育補助員）　応募方法…臨
時職員登録申請書（市役所２階総務課
備え付け、または市ホームページから
ダウンロード）と保育士証の写しを総
務課へ提出　選考方法…面接
 問福祉課児童班☎73－0096

　子どもの健やかな成長には、安定し
た家庭環境の中での愛情が必要です。
親の病気や離婚などさまざまな事情を
抱えた子どもを、家族として迎え入れ、
愛情と誠意をもって育ててくださる里
親を募集しています。
　委託期間は１週間～数年程度で、里
親には委託費が支払われます。詳しく
は、下記までお問い合わせください。
 問銚子児童相談所☎0479－23－0076

間取りなど…２ＤＫ・家賃月額9,100円
～　募集戸数…１戸　募集期間・受け
付け… 11月２日（月）～ 16日（月）の平
日８時30分～ 17時　応募書類配布場所
…市役所３階都市整備課、野栄総合支
所　応募書類提出場所…都市整備課　
※入居資格などの詳細については、下
記までお問い合わせください。
 問都市整備課管理班☎73－0091

《推薦》応募資格…中卒（見込み含む）
17歳未満の男子（平成28年４月1日現
在）で、成績優秀かつ生徒会活動など
に顕著な実績を納め、学校長が推薦で
きる人　受付期間… 11月１日（日）～
12月４日（金）必着　試験日… 28年１
月９日（土）～ 11日（月）の指定する
１日
《一般》受験資格…中卒（見込み含む）
17歳未満の人（28年４月1日現在）　受
付期間…11月１日（日）～ 28年１月８
日（金）必着　試験日…1月23日（土）
　問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

募集人員…20 ～ 30人程度予定（１次、
２次合計）　受験資格…①高卒または
これと同等以上の資格を有する者②平
成28年３月卒業見込みの者　受付期間
…【１次】12月21日（月）～ 28年１月
８日（金）必着【２次】１月26日（火）
～２月12日（金）必着　試験日…【１
次】１月15日（金）、16日（土）【２次】
２月19日（金）、20日（土）　試験内容
…筆記（国語、英語、数学）、面接（筆
記合格者のみ）　※詳細は下記までお
問い合わせください。
 　問同校☎63－8111

日時… 11月７日（土）９時～ 12時（雨
天中止）　場所…匝瑳市役所前集合
（当日受け付け）　行程…３～４㎞　費
用… 300円（資料代、保険代）　※運動
できる服装で、タオル、飲料水を持参。
問東総歩こう会・小早志
 ☎0478－54－2467

募 集

　国税庁では、11月11日（水）～ 17
日（火）の「税を考える週間」に、次
のような啓発活動を行います。
■中高生などの税に関する
　作文展など
日時… 11月13日（金）～ 15日（日）９
時～17時
■税理士会銚子支部による
　税の無料相談
日時…11月14日（土）13時～16時
※場所はいずれも、八日市場公民館
エントランスホールです。
問銚子税務署総務課

☎0479－22－1571

八日市場第二中学校
学校公開

旭中央病院附属看護専門学校
28年度看護学生（一般）

県立農業大学校
28年度学生（一般）

陸上自衛隊
高等工科学校生徒（推薦／一般）

募集人員…【Ａ日程】①農学科：約30
人②研究科：約10人【Ｂ日程】①農学
科：約10人②研究科：若干名　受験資
格…①農学科：高卒または平成28年３
月卒業見込みの者②研究科：農大の農
学科など卒または28年３月卒業見込み
の者など　受付期間…【Ａ日程】12月
４日（金）～ 18日（金）【Ｂ日程】28年
２月８日（月）～ 17日（水）　試験日…
【Ａ日程】１月７日（木）【Ｂ日程】２月
26日（金）　試験内容…筆記、面接　
合格発表…【Ａ日程】１月15日（金）【Ｂ
日程】３月４日（金）　※詳細は下記ま
でお問い合わせください。
 問同校☎0475－52－5121

11月30日（月）は
国民健康保険税　第６期
後期高齢者医療保険料　第５期
介護保険料　第６期 の

納付期限（口座振替日）です。

税と保険料税と保険料税と保険料

■ 個人事業税の納付 ■
第２期の納期限は11月30日（月）です。
便利な口座振替が利用できます
 問旭県税事務所☎62－0772

この社会
あなたの税がいきている

を考える週間を税
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アラカルトアラカルト
Information

À la carteÀ la carte

情報情報情報 児童虐待防止に
地域で子どもを守ろう

市制施行10周年記念
第26回ひばり会チャリティー発表会

第６回南隆一の洋画と
その仲間の写真合同展

11月は
「労働保険適用促進強化期間」

借金・ヤミ金融に関する
無料相談会

生ごみ処理機などの
購入費を一部補助します

養育費に関する無料法律相談

障害年金無料相談会

　家庭から排出される生ごみの減量化
を推進するため、家庭用生ごみ処理機
および生ごみ堆肥化容器（コンポス
ト）を市内販売店で購入した人に、購
入費用の一部補助を行っています。
◆補助金額
生ごみ処理機…購入金額の３分の１相
当額（限度額20,000円。１世帯１基ま
で）　生ごみ堆肥化容器…購入金額の
２分の１相当額（限度額2,000円。１
世帯２基まで）
◆申請方法
①市税などの完納証明書②販売店発行
の領収書（写し）③印鑑および振込先
が分かるよう通帳などを持参の上、市
役所１階環境生活課または野栄総合支
所で申請してください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　労働保険は、労災保険と雇用保険の
総称です。農林水産の事業の使用労働
者５人未満の個人事業を除いて、労働
者を１人でも使用する事業主は、労働
保険への加入が法律で義務付けられて
います。未手続き事業の事業主は、至
急加入手続きをしてください。
　詳しくは、下記または最寄りの労働
基準監督署、ハローワークまでお問い
合わせください。
問千葉労働局労働保険徴収課
 ☎043－221－4317

　障がい者やその近親者を対象に、障
害年金の受給要件や申請手続きについ
て、専門の社会保険労務士が個別相談
に応じます。
日時…11月17日（火）13時30分～ 16時
30分（以降、毎月第３火曜日に実施）
場所…成田商工会議所（成田市）　定
員…各日15人　※事前に下記までお申
し込みください。
　問ＮＰＯ法人みんなでサポートちば
（岩崎社会保険労務士事務所内）
 ☎043－301－2311

　千葉県母子寡婦福祉連合会では、離
婚に伴う養育費問題などの相談を受け
付けています。法律専門家による、養
育費問題を専門に扱う無料法律相談を
次の通り実施します。無料で託児サー
ビスが利用できます。
日時… 11月28日（土）13時30分～ 16時
（１人30分程度）　場所…旭市民会館
（旭市）　定員…５人（受け付け順）　※
事前に下記までお申し込みください。
　問同連合会事務局☎043－222－5818

　県（千葉県多重債務問題対策本部）
および市町村では、多重債務やヤミ金
融に係る諸問題の解決を支援するため、
弁護士、司法書士、警察官などの専門
家による無料相談会を開催しています。
借金で悩まない生活を取り戻すため、
まずは相談してください。
日時… 12月20日（日）10時～ 16時（受け
付けは15時まで。１人60分程度）　場
所…旭市青年の家（旭市）　定員… 10
人（受け付け順）　※事前に下記まで
お申し込みください。
 問旭市商工観光課☎63－7272

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

催 し
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　11月は「児童虐待防止月間」です。
児童虐待は社会全体で解決すべき問題
です。地域で子どもを守りましょう。
◆こんなときは連絡を
　「虐待を受けたと思われる子どもが
いたら」「自身が出産や子育てに悩ん
だら」「子育てに悩む親がいたら」下記
の相談窓口に連絡してください。
児童虐待の種類…【身体的虐待】殴る、
蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さ
ぶる、やけどを負わせるなど【性的虐
待】子どもへの性的行為、性的行為を
見せる、ポルノグラフィの被写体にす
るなど【心理的虐待】言葉による脅し、
無視、きょうだい間での差別扱い、子
どもの目の前での家族への暴力（Ｄ
Ｖ）など【ネグレクト】家に閉じ込める、
食事を与えない、ひどく不潔にする、
車中に放置する、重い病気になっても
病院に連れて行かないなど
◆相談窓口
児童相談所全国共通ダイヤル☎189
福祉課児童班☎73－0096

日時…11月３日（火）９時～ 17時　場
所…市民ふれあいセンター
 問同会・岡田☎73－2532

日時…11月17日（火）～22日（日）９時
～ 17時（17日は12時から、22日は16時
まで）　場所…八日市場公民館市民
ギャラリー
 問大木☎73－0448

内容：みそ加工、軽い農作業

時間：８:00 ～ 17:00（30分単位）

時給：条件により相談
　　　※勤務日、時間、休日は応相談

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　☎0479－67－5234

園芸好きなパート　募集パート　募集パート　募集さ
　ん
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フリーダイヤル ☎0120－32－2525
携帯電話からは ☎0570－04－2525

レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題

八日市場飯倉店八日市場飯倉店八日市場飯倉店

ヴィッツクラス　レギュラー料金２５２５円

及川石油株式会社 匝瑳市飯倉53－1

レンタカー営業時間
７:00 ～ 19:00
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