ホ
マ
ス

＝問い合わせ先

催

で広報紙が読めます。

＝申し込み先

募

匝瑳市１日ハローワーク

１日限定の出張ハローワークです。

市介護認定調査員（臨時職員）

募集人数…１人

募

シルバー人材センター会員

勤務内容…介護保険

対象…市内在住で60歳以上の健康で働

普段、ハローワーク銚子（銚子市）で

の要介護、要支援認定申請者の訪問調

く意欲があり、シルバー人材センター

行っている求職登録、職業相談、職業

査や調査票の作成ほか

の趣旨（自主・自立、共働・共助）に

紹介などを本市で受けられます。

護支援専門員、看護師（正・准）、理

賛同できる人

事業者の求人申し込みも受け付ける

学療法士、作業療法士、介護福祉士

清掃作業など

他、企業説明会も同時開催予定です。

などで、認定調査員新規研修を受講済

日時…３月８日（金）13時〜16時

みの人（今年は４月・５月に開催予定）
。

場

応募資格…介

所…市民ふれあいセンター

要普通自動車免許

◆公的職業訓練を活用してみませんか

まで（更新あり） 勤務時間…月〜金曜

公的職業訓練（ハロートレーニン

日（祝日除く）の８時30分〜17時15分

グ）は、希望する仕事に就くために必

高齢者支援課介護保険班☎73−0033

要な職業スキルや知識を習得すること

募 自衛隊幹部候補生

ができる制度です。詳しくは下記まで

（一般・歯科・薬剤科）

ご相談ください。
ハローワーク銚子☎0479−22−7406

催

雇用期間…９月末

天神山桜まつり

勤務内容…植木、除草、
同センター☎70−2030

募

坂田苑非常勤職員

勤務先…坂田苑デイ・サービスセンタ
ー

勤務日数…週１〜５日（応相談）

勤務時間…次の①〜③のいずれか。①
８時30分〜17時15分②８時30分〜15時
30分③８時30分〜12時30分

応募方法

◆応募資格

…市販の履歴書に必要事項を記入の上、

一般…【大卒程度試験】22歳以上26歳

山武郡市広域行政組合立坂田苑デイ・

未満の人（20歳以上22歳未満の人は大

サービスセンター（〒289−1755

横

卒、修士課程修了者などは28歳未満の

芝光町坂田池201番地１）まで郵送ま

天神山公園（八日市場イ）に植えら

人。いずれも見込み含む）
【院卒者試

たは持参

れている、ソメイヨシノや八重桜など

験】修士課程修了者（見込み含む）など

約500本の桜が見頃を迎えます。この

20歳以上28歳未満の人

機会にぜひご覧ください。

…専門の大学卒（見込み含む）で20歳

期間…３月30日（土）〜４月14日（日）

以上30歳未満の人。細部制限有り（薬

時間…９時〜16時

剤科は20歳以上28歳未満） ※年齢は

産業振興課商工観光室☎73−0089

募

同センター☎80−1718

歯科・薬剤科

ふれあいパーク情報
3

2020年４月１日現在。
◆受付期間

ふれあいパーク
17周年イベント

ふれあいパーク八日市場は、今年３

◆１次試験日
勤務内容…障害支援

区分認定調査およびそれに伴う調査票
などの作成ほか

17

５月１日（水）まで

市嘱託職員

募集人数…１人

※後日、面接を実施

一般…５月11日（土）・12日（日） 歯

月で開館17周年。17日（日）は、皆さ

科・薬剤科…５月11日（土）

んの日ごろのご愛顧に感謝して、記念

応募資格…保健師、

自衛隊成田地域事務所

看護師、社会福祉士、精神保健福祉士
雇用期間…４月１

日〜翌年３月31日

勤務時間…月〜金

募

曜日（祝日除く）の８時30分〜17時15分
応募方法…３月15日（金）までに、顔写
（登録証）の写しを添付し、市役所１階
福祉課まで提出 ※後日、面接を実施

親子アマチュア無線講習会

る企画が盛りだくさん。また、1,000

お子さんと一緒にアマチュア無線

人は、景品が当たるくじ引きにチャレ
時間…10時から

間

時間…10時〜16時

場所…八日市

学習倶楽部寺子屋☎74−3600

初任者研修

５月 開講 匝瑳

☎0479-73-4811
１号広告

ふれあいパーク八日市場☎70−5080

＃ 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）

喀痰吸引等研修 １号・２号
して下さい。

商品およびレストラン里の香を除く）
。

３月・４月 体験レッスン受付中（要予約）

市内の方には費用の
援助があります。

検索

※当日は、館内商品

♪５月開講 生徒募集中♪

５月 開講（予定）匝瑳

すずらん介護福祉学院
包括事務局：匝瑳市飯倉台 10−20

ンジできます。
を９時から１割引きで提供します（一部

場公民館 ※事前に下記まで申し込み。

詳細は、 すずらん介護福祉学院 で

円以上のお買い上げレシートを持参の

期日…４月６日（土）
・７日（日）の２日

福祉課障害福祉班☎73−0096

毎月、匝瑳教室・成田教室で開講します。
県の貸付制度が利用でき、受講費用は
かかりません。
通学は国の指定通り全10日間。医療的
ケアもきちんと３日間含みます。

ソーサマンショーなど会場を盛り上げ

（４級）にチャレンジしてみましょう。

真を貼付した履歴書に資格の免許証

実務者研修（4月生・5月生）

ステージイベントでは、ダンスや、

☎0476−22−6275

のいずれかの免許（資格）を有する人。
要普通自動車免許

イベントを開催します。

㈲大川楽器店
℡

0479-72-2310

八日市場センター
受付時間 14時30分〜19時00分

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
１号広告
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mation

情報 nÀfolar carte アラカルト
i

「働き方」が変わります！

政府が進める「働き方改革」は、個々
の事情に応じた多様で柔軟な働き方を

i

i

i

勤労青少年ホーム
臨時休館します

八日市場勤労青少年ホームの電気設
備改修工事を下記期間に行います。

＝お知らせ

催 ＝催し

募 ＝募集

借金問題で悩む人の
相談窓口

財務省関東財務局千葉財務事務所で
は、債務相談窓口を開設し、解決のた

選択できる社会を実現しようとするも

期間中は工事に伴う停電のため、施

めの助言や必要に応じた法律専門家の

のです。次の通り今年４月１日から順

設を利用することができません。ご迷

紹介をしています。相談は無料で秘密

次施行されます。

惑をお掛けしますが、ご理解とご協力

は厳守されます。

◆時間外労働の上限規制の導入

をお願いします。

開設日時…月〜金曜日（祝日除く）の

時間外労働の条件について、月45時

工事期間…３月11日（月）〜15日（金）

８時30分〜12時、13時〜16時30分

間、年360時間を原則とします。臨時

産業振興課商工観光室☎73−0089

的な特別事情がある場合でも、月100
時間未満、年720時間、月平均80時間

i

を限度とする必要があります。※中小
企業は2020年４月１日施行
◆年次有給休暇の確実な取得

同事務所☎043−251−7830

i

匝瑳市では「電話de詐欺」
の被害がありませんでした

肝がん・重度肝硬変の
入院医療費助成

県 内 で は「 電 話de 詐 欺 」の 被 害 が

県では、B型・C型肝炎ウイルスに

年々増加しています。しかし、本市で

起因する肝がん・重度肝硬変の入院医

使用者は、10日以上の年次有給休暇

は平成30年中（30年１月１日から12月

療費の助成を行っています。

が付与される全ての労働者に対し、毎

31日）に電話de詐欺被害に遭った人は

対象…次の①〜⑤を全て満たす人が対

いませんでした。今後も、犯罪の無い

象です。①千葉県内の市町村に住民登

「安心・安全なまち」の実現に向けて

録のある人②対象医療を必要とする人

年５日、時季を指定して有給休暇を与
える必要があります。
◆労働者間の不合理な待遇差の禁止
正規雇用労働者と非正規雇用労働者

防犯意識の高揚に努めましょう。

で、保険診療の際に自己負担がある人

◆撲滅キャンペーンを実施

③B型・C型肝炎ウイルス起因の肝が

（パートタイム労働者、有期雇用労働

県警マスコットキャラクター「シー

ん・重度肝硬変と診断され、都道府県

者、派遣労働者）の間で、基本給や賞

ポック」やハリキリ戦隊ソーサマンが

が指定する医療機関で入院治療を受け

与などに対し、不合理な待遇差が禁止

登場し、啓発活動「電話de詐欺撲滅キ

ている人④世帯収入がおおむね370万

されます。※2021年４月１日施行

ャンペーン」を行います。

円以下の人⑤肝がん・重度肝硬変の治

日時…３月20日（水）14時〜16時ごろ

療の研究に協力していただける人

場所…カインズスーパーセンター八日

請先…海匝健康福祉センター（八日市

市場店駐車場内

場地域保健センター）

産業振興課商工観光室☎73−0089

i

外国語で年金相談

環境生活課市民協働班☎73−0088
全国の年金事務所窓口と日本年金機
構コールセンターでは、英語、中国語、

i

同センター☎72−1281

催

浄化槽の法定検査

申

平成30年度「写遊」写真展

韓国語、ポルトガル語、スペイン語で
相談ができます。
電話相談は、下記の専用ダイヤルへ
お掛けください。利用時間は９時〜17
時（祝日除く月〜金曜日）です。

浄化槽は、設置後および毎年１回の

期間…３月５日（火）〜10日（日） 時

定期的な法定検査が義務付けられてい

間…９時〜17時（５日は11時から、10

ます。

日は15時まで） 場所…八日市場公民

浄化槽が正常に機能しているか確認

館市民ギャラリー

入場料…無料

①年金の受け取り☎0570−05−1165

するため、必ず案内に従い法定検査を

（050で始まる電話で掛ける場合は☎

申し込んでください。案内が届いてい

03−6700−1165）② 国 民 年 金 の 加 入

ない場合は、指定検査機関の公益社

☎0570−003−004（ 同 ☎03−6630−

団法人千葉県浄化槽検査センター（☎

2525）③厚生年金の加入☎0570−007

043−246−6283）にお問い合わせくだ

日時…３月20日（水）18時30分〜

−123（同☎03−6837−2913）

さい。

所…市民ふれあいセンター

佐原年金事務所☎0478−54−1442

同会・江波戸☎73−6120

催 市民野球大会
組み合わせ抽選会

県環境生活部水質保全課

場

市野球協会・増田☎090−4137−6298

☎043−223−3813
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建設業千葉県知事
許可（般-25） 第 48918 号

ホームページ見てね！

☎ 0479（72）5551

株式会社 東総オートドア
１号広告
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匝瑳市長谷3600
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