
　東総地区出身の元プロ野球選手によ
る高校生向け野球教室。観覧自由です。
日時…11月２日（土）10時～　場所…銚
子市野球場（雨天時は銚子市体育館）

問銚子市体育館☎0479－24－9559

日時…11月14日（木）13時30分～16時
場所…銚子公共職業安定所（銚子労働
総合庁舎内）　※参加希望者は下記ま
で申し込み。求人者へ応募の際は、障
害者手帳と履歴書をご用意ください。
問ハローワーク銚子☎0479－22－

7406、FAX0479－22－4620

　ストラックアウト、スポーツ吹き矢、
早回し跳びなどで合計得点を競います。
日時…12月７日（土）13時30分～　場所
…八日市場ドーム　対象…小学校４～
６年生　定員…90人程度　申し込み…
11月８日（金）までに、電話で下記まで
問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　地域におけるごみ捨てや買い物など
の有償福祉サービスなどの担い手とし
て活躍できることを目指します。
日時…①10月12日（土）９時30分～12
時 ②19日（土）９時30分～12時30分 ③
11月２日（土）13時30分～16時30分 ④
９日（土）13時30分～16時30分　場所
…①のさか図書館、②～④市民ふれあ
いセンター　対象…おおむね60歳以上
の人　定員…30人（申し込み順。多数
の場合は増員予定）　※参加無料。受
講希望者は下記まで申し込み。
 問市社会福祉協議会☎67－5200

東総地区三市交流野球教室
催

障害者ふれあい面接会
催

海匝地区少年の日
・地域のつどい大会

催

ちょこっとサービス
担い手養成講座受講者

募

内容…小・中学校での常勤・非常勤講
師　募集地区…匝瑳市、旭市、銚子市
要件…教員免許を所持し、心身共に健
康で、教育に情熱のある人　勤務形態
…【常勤（産休・育休などの代替）】月
～金曜日の８時～16時30分【非常勤】
月～金曜日（うち３～５日・週10～29
時間)　※給与・時間・業務内容など詳
細は、下記までお問い合わせください。
問北総教育事務所管理課
 ☎043－483－1148

公立小・中学校講師
募

　１日限りの出張ハローワーク。求職
登録や職業相談などが受けられます。
事業者の求人申し込みの取り次ぎや企
業面接会も実施予定です。
日時…10月23日（水）13時～16時　場
所…八日市場公民館　※予約不要。
問ハローワーク銚子☎0479－22－7406

期間…10月25日（金）～27日（日）　時
間…９時30分～16時　場所…八日市場
公民館市民ギャラリー　内容…サーク
ル「Ｎ

ヌ

ＵＩ
イ

Ｎ
ヌ

ＵＩ
イ

」の作品展示
 問同会・島田☎090－7199－9374

日時…10月26日（土）９時30分～14時
25分　場所…同校　内容…発表、ゲー
ム、作業学習製品の展示・販売など
 問同校☎70－5001

日時…10月26日（土）・27日（日）の両
日10時～16時　場所…八日市場植木セ
ンター（平木3916番地）　内容…植木
の品評会・販売、苗木プレゼント、「庭」
に関する相談コーナーなど
問県農林水産部生産振興課
 ☎043－223－2871

日時…11月12日（火）13時30分～15時
30分　場所…市民ふれあいセンター　
内容…落語家・三遊亭楽之介師匠によ
る講話　※入場無料。事前申し込みで
プレゼント進呈（先着100人）。
 問同学園☎0479－25－2035

匝瑳市１日ハローワーク
催

パッチワークキルト展
催

飯高特別支援学校
第５回文化祭「樹望祭」

催

千葉県植木共進会
催

県生涯大学校東総学園
公開講座

催

10
13 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、飯高
檀林跡でコンサートを
鑑賞します。昼食時に
はおいしい汁物のサービスがあります。
日時…10月13日（日）10時出発　距離
…12km　定員…100人（申し込み順）
参加費…無料　※参加希望者は事前に
下記まで直接または電話で申し込み。
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

10月31日（木）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。

税 と保険料

●社会福祉協議会へ

匿名の方 より …200,000円

寄付（２万円以上）

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

実務者研修（11月生・12月生） 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

市内の方には費用の
援助があります。

詳細は、 で して下さい。すずらん介護福祉学院 検索

11月 開講（予定）成田

11月 開講 匝瑳
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。
11月 匝瑳・12月 成田　開講致します。

県の貸付制度が利用でき、
受講費用はかかりません。
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（子宮がん検査、乳房エコー検査）
℡ 0479－73－1100

がん検診を受けましょう。

看護学校(正・准） 助産師学校：進学助成あります

電話予約

増田産婦人科 スタッフ募集中
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　このたびの台風15号により県内に甚
大な被害が出ました。日本赤十字社で
は、12月30日（月）まで義援金を受け
付けています。寄せられた義援金は、
災害義援金配分委員会を通じて全額が
被災された皆さんに届けられます。

▽郵便振替の利用の場合　口座記号番
号…00100-8-451648　加入者名…日赤
令和元年台風第15号千葉県災害義援金
その他…①振込用紙の半券が受領証の
代わりとなります（受領証発行を希望
の場合は通信欄に「受領証希望」と記
入）。②ゆうちょ銀行・郵便局窓口で
の取り扱いの場合は郵便振替手数料が
免除されます。③品物は受け付けいた
しません。
 問福祉課社会福祉班☎73－0096

　千葉県園芸協会では、県内植木生産
者向けに輸出相談窓口を開設していま
す。輸出の開始や拡大に、アドバイザ
ーが無料で販路開拓や先行事例紹介な
ど相談に応じます。開設期間は令和２
年３月16日（月）までです。
相談日…月１回程度　場所…八日市場
植木組合事務所（匝瑳市役所西側）　※
相談の申し込みは電話などで下記まで。
 問同協会☎043－223－3007

　年金生活者支援給付金を受け取れる
人へ、日本年金機構から９月上旬に案
内が郵送されています。同封のはがき
（請求書）に必要事項を記入し、10月
18日（金）までに届くよう投かんして
ください。提出が遅れると、令和２年
２月以降の支払いになります。
問給付金専用ダイヤル☎0570－05－4092

令和元年台風15号
義援金を受け付けています

i

植木輸出の相談窓口を開設
i

年金生活者支援給付金の
請求書の提出をお忘れなく

i

　県内最低賃金が、10月１日から時間
額923円に改正されました（改正前895
円）。使用者はこの額より低い賃金で
労働者を使用することはできず、仮に
この額より低い賃金を定めていても、
法律により無効とされ、最低賃金と同
額の定めをしたものとみなされます。
問千葉労働局労働基準部賃金室
 ☎043－221－2328

　これまでの大きな地震では、コンク
リートブロック塀などが倒壊し、人的
被害が発生する事故が起きています。
目で見て分かるような危険な状態の塀
や、昨年度に県が実施した小学校通学
路上の点検調査で「危険」とお知らせ
した塀などは、除却や改修、生け垣に
替えるなどの対策が必要です。
　頻発する大地震に備え、道路に面す
る塀などを、まずはご自身で点検して
ください。相談や不明な点などがあれ
ば、下記までお問い合わせください。
問海匝土木事務所建築宅地課☎72－1172

　本市在住の40歳～74歳の人で、協会
健保、私学共済、地方共済など各健康
保険組合の被保険者・被扶養者（国民
健康保険を除く）向けの健康診査です。
期日…10月29日（火）　受付時間…９
時30分～12時（予約不要）　場所…市
民ふれあいセンター　持参品…受診券、
被保険者証（受診券のない人は受けら
れません。昨年受診した人は結果票も
持参）　※この健診は、市が実施する
住民健診ではありません。
問柏戸記念財団長洲柏戸クリニック集
団検診課☎043－222－2873

県最低賃金が923円に改正
i

地震の時、あなたの塀は
大丈夫ですか？

i

“協会けんぽ”などの特定健診
i

　社会福祉法人九十九里ホームが地域
貢献活動の一環として行う、チャリテ
ィーバザーです。売上金は福島の復興
支援や飯倉駅前まちづくり事業の資金
などに充当されます。
日時…10月13日（日）10時30分～15時
場所…飯倉駅前特別養護老人ホームシ
オン（駐車場あり）
問九十九里ホーム法人本部☎72－1400

　調停委員や弁護士が、裁判によらな
い紛争解決を行う「調停」の相談に応
じます（現在、訴訟中や調停中の事件
は除く）。　※予約不要。下記会場へ
直接お越しください。

▽東金会場（ ）　日時…10月13日（日）
10時～15時　場所…東金中央公民館　

▽ 横芝光会場（ ）　日時…10月26日
（土）10時～15時　場所…横芝光町文
化会館
問 東金簡易裁判所☎0475－52－
2331、 千葉家庭裁判所八日市場支
部☎72－1300

　特別支援学校の授業や学校施設を公
開します。

▽ 飯高特別支援学校（ ）　日時…10
月16日（水）９時30分～11時30分　場
所…同校　※希望者は４日（金）まで
に氏名や所属を下記まで。

▽ 八日市場特別支援学校（ ）　日時
…10月30日（水）９時15分～11時45分
場所…同校　※希望者は21日（月）ま
でに氏名や所属を下記まで。
問 同校教頭・鈴木☎70－5001、

FAX70－5123、 同校教頭・小林☎
72－2777、FAX73－6008

九十九里ホーム
チャリティーバザー

催

無料調停相談会
催

特別支援学校 学校公開
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

地元だからスピーディー
対応します

遮熱 省エネ・防犯・目隠し 等

東総オートドア株式会社
建設業千葉県知事　許可（般-30）第 48918 号

TAD

ホームページもご覧ください！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
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