
　北総教育事務所では、管内（海匝地
区）小・中学校の常勤および非常勤の
講師を募集しています。
対象…教員免許を所有し、心身共に健
康で教育に対する情熱がある人　申込
方法…下記まで電話（登録案内後、面
接を実施）
問同事務所管理課（海匝地区担当）

 ☎043－483－1148

▽正職員　募集人数…１人　応募資格
…30歳以下で社会福祉士の資格を有す
る人　受付期間…１月15日（火）～31
日（木）　採用予定日…４月１日　※詳
細は同協議会ホームページ（https://
sousashishakyo.jimdo.com/）をご覧
ください。
▽嘱託職員　募集職種・人数…介護職
員・１人　勤務先…小規模多機能型居
宅介護事業所「紙ふうせん」　応募資
格…介護福祉士、普通自動車運転免許
応募書類…履歴書（写真添付）　選考
方法…面接
 問同協議会☎67－5200

　病院を訪れる患者さんやその家族が
快適に安心して過ごせるよう、ボラン
ティア活動に協力いただける人を広く
募集しています。
活動内容…来院者への院内の案内や車
椅子の移乗援助、花壇の手入れなど　
活動時間…月～金曜日の８時30分～11
時30分のうち２時間以上（無理のない
範囲で選択）　※無報酬。年に一度の
健康診断が無料で受けられます。
問旭中央病院総務人事課
 ☎63－8111（内線2413）

公立小・中学校講師
募

匝瑳市社会福祉協議会職員
募

旭中央病院ボランティア
募

採用人数…若干名　応募資格…平成元
年４月２日～13年４月１日生まれの高
卒者または卒業見込み者　申し込み…
履歴書に必要事項を記入の上、下記ま
で持参または郵送（受け付け最終日の
消印有効）　申込期間…１月15日（火）
～22日（火）※土・日曜日除く。
問同改良区総務課☎62－1495（〒289

－2505旭市鎌数2445番地１）

千葉県干潟土地改良区職員
募

日時…２月３日（日）10時～15時　場
所…八日市場ドーム　内容…ビームラ
イフル、エアーソフトガンを使用した
競技訓練と希望者向け体験射撃　参加
費…無料　※事前申し込み不要。上履
きを持参してください。
問匝瑳市ライフル射撃協会・増田
 ☎090－3349－8897

　希望者には無料の保育サービスを実
施しています（５人程度まで）。
日時…２月８日（金）18時30分～20時30
分　場所…市民ふれあいセンター（２
階視聴覚室）　内容…「中学・高校での
過ごし方」　参加費…無料　定員…30
人（申し込み順）　申し込み…２月１日
（金）までに下記まで　主催…香取海匝
地域療育システムづくり検討会
問同検討会（ロザリオ発達支援セン

ター内）☎60－0625、FAX60－0688

日時…２月17日（日）12時40分～16時
場所…千葉市生涯学習センター　内容
…①基調講演「災害に備えた地域づく
りを進めるために」（講師：国際医療
福祉大学・小林雅彦教授）②シンポジ
ウム「災害に備えた私たちの取組み」
（パネラーとして平和地区社会福祉協
議会関係者が登壇）　定員…300人（申
し込み順）　参加費…無料　申し込み
…２月８日（金）までに、申込書を下
記までファクスするか、千葉県社会福
祉協議会ホームページ（http://www.
chibakenshakyo.com/）の専用フォ
ームから申し込み
問千葉県社会福祉協議会☎043－

245－1102、FAX043－244－5201

ビームライフルなど
射撃体験教室

催

療育に関するミニ勉強会
催

千葉県地域福祉フォーラム
シンポジウム

催

１月31日（木）は
・市県民税〔第４期〕
・国民健康保険税〔第８期〕
・後期高齢者医療保険料〔第７期〕
・介護保険料〔第８期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

　新年は４日（金）から営業を始めま
す。初売り日のこの日は、おいしい甘
酒を用意して、皆さんのご来館をお待
ちしています。

1
13 新春たこ揚げ大会 

　13日（日）はパーク恒例のたこ揚げ
大会を開催します。参加無料で、たこ
はパークで用意し
ます。組み立て体
験もできます。終
了後は、たこをプ
レゼント！
時間…10時受け付
け開始　定員…20
人（当日先着）
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）

（３月）

実務者研修（２月・３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。
２月 成田・３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

３月 開講予定
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＃ おんがくなかよしコース（新年少）
＃ 幼児科（新年中・新年長）
＃ ジュニアスクール基礎（小学生）

匝瑳市八日市場イ2383-7　 ※水曜・日曜定休
JR八日市場駅正面 直進・八日市場幼稚園 南側

♪５月開講 生徒募集中♪

㈲大川楽器店　八日市場センター

３月・４月 体験レッスン受付中（要予約）

℡ 0479-72-2310 受付時間 14時30分～19時00分
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　市役所本庁舎内に設置のエレベー
ターの改修工事を下記期間に行います。
　期間中はエレベーターを利用するこ
とができません。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
工事期間…１月18日（金）～２月４日
（月）
 問財政課管財班☎73－0085

　平成30年中に厚生年金保険や国民年
金などの老齢または退職を支給事由と
する年金を受け取った人に、「平成30
年分公的年金等の源泉徴収票」が１月
下旬までに届きます。
　源泉徴収票は、所得税の確定申告な
どの際に必要です。大切に保管してく
ださい。なお、紛失などで再交付が必
要な場合は、下記で受け付けています。
急ぎの際は佐原年金事務所（☎0478－
54－1442）へご相談ください。
問ねんきんダイヤル☎0570－05－1165
（050で始まる電話でかける場合は☎03
－6700－1165）

　労働力調査は、国の経済政策や雇用
対策などの基礎資料を得ることを目的
とした重要な調査です。総務省が毎月
公表する「完全失業率」は、この調査
を基に発表しています。
　市内では、次の地域で調査を実施し
ます。対象世帯には、県知事発行の調
査員証を身に付けた調査員が伺います
ので、ご理解とご協力をお願いします。
調査地域…１月～４月：飯塚の一部、
４月～７月：平木の一部
問県総合企画部統計課
 ☎043－223－2220

市役所エレベーターの
工事を行います

i

年金受給者へ確定申告に
必要な源泉徴収票が届きます

i

労働力調査を実施します
i

　１月10日は「110番の日」です。110
番は、社会の安全を守る緊急の電話で
す。相談など、緊急性のない多くの電
話が一斉に入ると、緊急性のある電話
がつながりません。
　相談などは、千葉県警察本部相談サ
ポートコーナー（短縮ダイヤル♯9110）
または匝瑳警察署へ連絡してください。
 問匝瑳警察署☎72－0110

　千葉県の特定最低賃金が平成30年12
月25日（一部は10月1日）に改正されま
した。
◆最低賃金件名と改正後時間額

問千葉労働局労働基準部賃金室
 ☎043－221－2328

日時…１月12日（土）14時～16時30分
場所…千葉県文化会館（小ホール）　
定員…200人（申し込み順）　参加費…
無料　申し込み…１月８日（火）まで
に、電話で下記まで
問県健康福祉部衛生指導課
 ☎043－223－2642

“110番”は緊急時にご使用を
i

特定最低賃金が改正されました
i

調味料製造業 895円

鉄鋼業 965円

はん用機械器具、生産用機械器
具製造業

922円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

928円

計量器・測定器・分析機器・試
験機・測量機械器具・理化学機
械器具製造業、医療用機械器具・
医療用品製造業、光学機械器具、
レンズ製造業、時計・同部分品
製造業、眼鏡製造業

895円

自動車（新車）小売業 922円

千葉県動物愛護セミナー
催

　デイサービス利用者や施設入所者な
どによる作品展です。時間はいずれも
９時～17時で、展示内容は各会場共通
です。
会場と期間…①八日市場公民館：１月
22日（火）～27日（日）②山田特別養護
老人ホーム：１月29日（火）～２月４
日（月）③九十九里ホーム病院：２月
５日（火）～11日（月）④松丘園：２月
12日（火）～18日（月）⑤聖マーガレッ
トホーム：２月19日（火）～25日（月）
⑥瑞穂園：２月26日（火）～３月４日
（月）⑦第二松丘園：３月５日（火）～
11日（月）⑧日向の里：３月12日（火）
～18日（月）
問九十九里ホームデイサービスセンター
 ☎73－2115

日時…１月30日（水）・31日（木）※時間
は両日とも10時30分～14時30分　場所
…ショッピングセンターサンモール
（１階タワーコート）　内容…作業学
習製品の販売　販売製品…木工製品、
手すき和紙製品、花苗・培養土など
の園芸用品、藍染め製品、織り製品
 問同校☎72－2777

　中等部と高等部の生徒が作業学習で
作った製品を、合同で販売します。
日時…中等部は１月31日（木）、高等
部は２月１日（金）※時間は両日とも
10時～13時　場所…ふれあいパーク八
日市場　販売製品…牛乳パックを再生
利用した手すきはがき・カレンダー
など、巾着・織物などの布製品や季
節野菜
 問同校☎70－5001

九十九里ホーム
第26回ふれあいギャラリー

催

八日市場特別支援学校
高等部「きらら市」

催

飯高特別支援学校
作業学習製品販売会

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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八日市場ホ５０５・126号バイパス沿い
電 0479－72－0061
営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～20:00

八日市場ホ５０５・126号バイパス沿い
電 0479－72－0061
営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～20:00

八八八八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八八八日市八日市八日市八日市八日市八日市場場場場場場場場場場場場場場場場場八日市場日市八日市八日市八八八八八八日市日市日市八日市八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
電 0電 0電 0電 0電 0 00000 0電 0電 0電 0電 0 00電 0電 0 0 747747947947979479479794794747974779797797 －7－7－－7－72－72－72－72－72－72－72－72－72－72－72－7－7－72－72－72－72－00－00－00－00－－－－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00 161616161616161616116161616116161電 0479－72－006179797997977777777777779779電 0電 0電 000000電 0電 000電 000 777747479479479779777799電 04
営業時営業時営業時営業時営業時営営業時営業時営業時営業時営業時営業時営業時間 A間 A間 A間 A間 A間 AAAAA間 A間 AA間 AAAAA間 A 1M11M11M11M11M11M11M1111111111M11M111M11M1111111::00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00～２:～２:～～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:00000000000000000000000000000000000 PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1P 7:07:07:07:07:07:07:7:7:07:07:07:07:07:07:07:07:07:07:07:00～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～～～～0～0～0～～0～営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～間 AAAAA AA AAA間 A時時 MM1M1M1M1M1MMMMM1M1M1M1MM1MM1M1M1 0:20:20:20:20:20:0:20:20:0:20:0:0:20:0:20:0:000000000000000000000000000000000020:00000000000

場ホ５場ホ５場ホ５ホ５ホ５ホホホホホホ５ホ５場ホ５場ホ５場ホ５ホ５ホホ５ホ５ホ５０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・・・・０５・11111126126126126126126126112612612612612612612 号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイパス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パスパス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パスパス沿パス沿パ いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい場ホ５０５・126号バイパス沿い５５５５

１号広告

  広報そうさ H 31.1月号23


