
日時…11月12日（火）９時30分～15時
30分　場所…同校　※駐車場所は体育
館前駐車場をご利用ください。スリッ
パを持参し、必ず生徒昇降口で受け付
けをしてください。
 問同校教頭☎72－1375

雇用期間・募集人数…１月20日から①
３月31日まで・４人、②４月30日ま
で・１人、③５月31日まで・１人　勤
務時間…８時30分～17時15分　業務内
容…データ入力、資料整理など　賃金
…日給7,290円（勤務時間が延長の場合、
加算あり。社会保険加入。通勤手当あ
り）　申し込み…11月29日（金）までに、
「臨時職員登録申請書」を税務課（市役
所１階）まで提出
 問税務課市民税班☎73－0087

◆自衛官候補生
受付期間…11月15日（金）まで（必着）
試験日…11月23日（土）または24日
（日）　受験資格…18歳以上33歳未満の
人
◆高等工科学校生徒

▽推薦　受付期間…11月29日（金）ま
で（必着）　試験日…１月５日（日）ま
たは６日（月）　受験資格…15歳以上
17歳未満の人。男子で中卒（見込含む）

▽ 一般　受付期間…１月６日（月）ま
で（必着）　試験日…１月18日（土）　
受験資格…15歳以上17歳未満の人。男
子で中卒（見込含む）
※受検資格の年齢はいずれも令和２年
４月１日現在です。
問自衛隊成田地域事務所

 ☎0476－22－6275

八日市場第二中学校
学校公開

催

税務課臨時職員
募

陸上自衛隊　自衛官候補生、
高等工科学校生

募

募集人員…【１次募集】10～20人程度
【２次募集】若干名　受験資格…①高
卒者またはそれと同等以上の資格を有
する者 ②令和２年３月高卒見込みの
者　受付期間…【１次募集】12月17日
（火）～１月９日（木）【２次募集】１月
22日（水）～２月５日（水）※いずれも
必着。　試験日…【１次募集】１月17
日（金）【２次募集】２月14日（金）　※
１次試験（筆記）合格者には翌日に面
接試験を実施。詳細は下記までお問い
合わせください。
 問同校☎63－8111

対象…健康、仲間づくり、社会参加に
興味がある県内在住の原則60歳以上の
人　募集内容・人数…健康・生活学部
（２年制。年間40日程度）・70人、造
形学部園芸まちづくりコース（２年制。
年間40日程度）・35人、造形学部陶芸
コース（１年制。年間77日程度）・25
人　受付期間…11月８日（金）～12月
27日（金）
 問同学園☎0479－25－2035

旭中央病院附属
看護専門学校看護学生

募

千葉県生涯大学校東総学園
令和２年４月入学生

募

　本市と協定を結び、高齢者の見守り
や雇用促進などを推進するセブン-イ
レブン・ジャパンが開催する、多様な
働き方の仕事説明会。
日時…11月22日（金）14時～15時30分
場所…市民ふれあいセンター視聴覚室
内容…仕事説明会、相談会　対象…お
おむね60歳以上の人（年齢上限なし）
定員…30人程度（申し込み順）
問産業振興課商工観光室☎73－0089

　人生100年時代を迎え、100歳を超え
ても元気な人は口の中も健康なことが
分かっています。口腔ケアをしっかり
行うと、全身の若返りから気持ちの若
返りへつながります。健康寿命を延ば
して人生を楽しく生きる方法について
学びます。
日時…11月23日（土）10時～　場所…
市民ふれあいセンター　演題…「加齢
のコントロールは口の健康から～健康
長寿をめざして～」　講師…日本大学
松戸歯学部・有川量

かず

崇
むね

教授　※参加無
料。参加者にプレゼントを進呈します。
 問同会・宇井歯科医院☎72－0701

　「発達障害のあるお子さんの中学・
高校での過ごし方」をテーマに学びま
す。無料の保育サービスがあります。
日時…11月21日（木）18時30分～20時
30分　場所…旭市海上保健センター　
定員…30人（保育は５人程度）　参加
費…無料　主催…香取海匝地域療育シ
ステムづくり検討会　※希望者は14日
（木）までに、下記まで申し込み。
問同検討会（ロザリオ発達支援セン

ター内）☎60－0625、ファクス60－0688

セブン-イレブン・ジャパン
シニア向け仕事説明会

催

香取匝瑳歯科医師会
市民公開講座

催

療育に関する勉強会
催

12月２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

●社会福祉協議会へ

山﨑 昭 様より …100,000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（12月生・１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

１月 開講（予定）匝瑳

１月 開講 成田
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。
12月 成田・１月 匝瑳　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。

１号広告

（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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　台風15号による影響を鑑みて、令和
２・３年度入札参加資格審査申請（当
初申請）に係る受付期間が、11月29日
（金）17時までに延長されました（変更
前は11月15日まで）。
　申請に関するマニュアルは、千葉県
電子自治体共同運営協議会ホームペー
ジで公開しています。
 問財政課管財班☎73－0085

　国民年金保険料は、社会保険料控除
の対象となり、自身の分だけでなく、
家族の国民年金保険料を納付した場合
も控除が受けられます。
　今年１月から９月までに保険料を納
付した人には、11月上旬に日本年金機
構から「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されます。年末調
整や確定申告を行う際は、この証明書
または領収証書を添付してください。
10月１日以降に今年初めて保険料を納
付した人へは、来年２月上旬に送付さ
れる予定です。
問ねんきん加入者ダイヤル
 ☎0570－003－004

　労働者を１人でも使用する（農林水
産業の一部を除き）事業主は、労働保
険（労災保険・雇用保険）に加入する
こと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
記または最寄りの公共職業安定所（ハ
ローワーク銚子☎0479－22－7406）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

入札参加資格審査申請の
受付期間が延長されます

i

年金保険料の控除証明書は
年末調整や確定申告に必要です

i

11月～12月は
「労働保険適用促進強化期間」
i

　千葉県暴力団追放県民会議による、
暴力団に関する無料相談会です。専門
の相談員が対応します。
日時…11月６日（水）10時～16時　場
所…海匝地域振興事務所（旭市）
 問同会議☎043－254－8930

日時…11月４日（月・祝）９時～17時
場所…市民ふれあいセンター大ホール
 問同会・岡田☎73－2532

日時…11月９日（土）10時30分開場・
40分開演　場所…生涯学習センター多
目的ホール　作品…「大きなかぶ」　
入場料…無料
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

日時…11月９日（土）10時15分～13時
40分　場所…同校　内容…学習成果の
発表、ゲーム、作業学習製品の展示・
販売・体験、軽食販売など
 問同校☎72－2777

　障がいのある人の和太鼓チームとプ
ロ奏者のコラボレーションによる舞台。
日時…11月16日（土）14時～　場所…千
葉県東総文化会館　出演…楽鼓隊ほか
入場料…2,000円（中学生以下無料）全
席自由　主催…全国障害者芸能フェス
タ実行委員会、千葉県文化振興財団　
※千葉県舞台芸術企画募集採択作品。
問同実行委員会事務局・大屋
 ☎090－2155－7781

移動暴力相談所
i

第30回ひばり会
チャリティー発表会

催

子ども人形劇
催

八日市場特別支援学校
学校祭「きらら祭」

催

文化と福祉プロジェクト
「大地の祭り」
催

　芋掘り体験、神
みこし

輿や囃
はやし

子、出店、自
然エネルギーに関するトークショーな
どさまざまなイベントが行われます。
日時…11月17日（日）10時～14時（少雨
実施・荒天中止）　場所…匝瑳メガソ
ーラーシェアリング第一発電所・特
設広場（飯塚3258番地）　※参加無料。
イベントホームページ https://solar-
sharing-fes.jimdo.com/
 

問同実行委員会（市民エネルギーちば
株式会社内）☎85－6760

　「挑戦－コノキ・ミクオ近作展～絵
画のジャンルを超えて～」と題し、此
木三紅大氏が近年創作した絵画と鉄の
造形“ガンダ彫刻”が展示されます。
期間…11月10日（日）まで　場所…松
山庭園美術館　開館日時…金～日曜
日、祝日の10時～17時　入場料…800
円（小・中学生400円）
 問同館☎79－0091

日時…11月17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　※社会福祉法人九十九里ホーム
が地域貢献活動の一環で行うバザー
（台風19号に伴い10月から延期実施）。
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。
問九十九里ホーム法人本部☎72－1400

ソーラーシェアリング収穫祭
催

挑戦－コノキ・ミクオ近作展
催

九十九里ホーム
チャリティーバザー

催

循
環
型
社
会
を
目
指
し
た

イ
ベ
ン
ト

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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