
日時…12月22日（日）13時30分～15時
30分　場所…大網白里市保健文化セン
ター　内容…①千葉県男女共同参画地
域推進員による寸劇 ②森順子さん（㈱
ハッピーアロー代表取締役）の講演（演
題「女性が輝くために大切なワーク・
ライフ・バランス」）　定員…100人（申
し込み順）　申し込み…住所・氏名な
どを事前に下記まで　※参加無料。無
料託児サービスあり（要申し込み）。
問千葉県男女共同参画センター☎

043－420－8411、大網白里市地域づく
り課☎0475－70－0342

日時…１月７日（火）10時～16時　場
所…銚子商工信用組合干潟支店　内容
…中小企業・小規模事業者や創業希望
者の経営相談（無料）　※事前予約制
（先着５組）で、相談時間は約１時間。
問千葉県産業振興センター総合支

援室☎043－299－2921

　保健センターが実施する健診などで
補助などを行う臨時職員を募集します。
募集職種・募集人数…管理栄養士・２
人、保健師・１人、歯科衛生士・１人
業務内容…健診時の個別相談など（管
理栄養士は調理実習の準備・補助な
ど、保健師は訪問なども実施）　勤務
日数…月４日程度　勤務時間…相談業
務：13時～17時、調理実習：８時30分
～12時30分（業務により変更の場合あ
り）　賃金…管理栄養士・保健師：時
給1,240円、歯科衛生士：時給1,100円
申し込み…１月31日（金）までに下記
まで連絡
 問健康管理課☎73－1200

男女共同参画
海匝・山武地域講演会

催

千葉県よろず支援拠点
サテライト相談所

催

保健センター臨時職員
（専門職）
募

　市内の介護施設で働くことを希望す
る人を対象とした説明会を開催し、介
護の魅力を伝えます。
日時…12月７日（土）13時～17時　場
所…市民ふれあいセンター会議室（２
階）　※予約不要。１人30分程度を予定。
問九十九里ホーム法人本部☎72－1400

 

　歴史上の偉人・二宮尊徳（金次郎）
の波乱万丈な人生を、和太鼓や生演奏、
伝統芸能を駆使して表現します。
　市内各団体が協働により開催するミ
ュージカル公演です。
日時…12月15日（日）13時開場・14時
開演　場所…市民ふれあいセンター
入場料…前売り券3,000円（高校生以下
1,000円）、当日券3,500円（同1,500円）
主催…ミュージカルＫＩＮＪＩＲＯ！
匝瑳市実行委員会　※入場券は、匝り
の里、多田屋、トーソーエンバイテッ
ク、あづみので取り扱います。
問同実行委員会・石田

☎090－8040－9969

期間…12月10日（火）まで（土・日曜日
除く）　時間…10時～16時　場所…同
校（銚子市）　内容…同学園在学生や
卒業生が制作した陶芸・絵画・手芸な
どの作品を展示　入場料…無料
 問同校☎0479－25－2035

介護の仕事説明会
催

ミュージカル
「ＫＩＮＪＩＲＯ！」
催

生涯大学校東総学園
作品展示会

催

12
22 クリスマスイベント 

　22日（日）は、空手の演武披露や風
船おじさんの風船づくり、ヒップホッ
プダンスやマジックショーなどを行い
ます（10時～）。
　また、ご来場の小学生以下のお子さ
んに、ソーサマンから素敵なプレゼン
トがあります（11時40分ころから。先
着200人）。

年末年始の営業 

　年内は31日（火）15時まで、新年は
４日（土）から営業します。
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

12月26日（木）は

・固定資産税〔第４期〕

・国民健康保険税〔第７期〕

・後期高齢者医療保険料〔第６期〕

・介護保険料〔第７期〕

の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

●市へ

ひばり会 様より …90,000円

●社会福祉協議会へ

三ツ葉歌謡会 様より …37,709円

寄付（２万円以上）
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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（１月生・２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。
１月 匝瑳 ・ ２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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　平和東公園野球場の改修工事のため、
12月９日（月）から来年６月30日（火）
までの間、施設が利用できません。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
問都市整備課都市計画班☎73－0091

　固定資産税は毎年１月１日（賦課期
日）を基準に課税されます。
　課税対象の建物をすでに取り壊した
人または今年12月31日までに取り壊し
が完了する人で、まだ滅失登記をして
いない場合は、税務課（市役所１階）
へ届け出をしてください。届け出がな
いと、原則として課税されます。必ず
手続きを行ってください。
 問税務課資産税班☎73－0087

　毎年12月10日から16日までは「北朝
鮮人権侵害問題啓発週間」です。
　拉致問題をはじめとする北朝鮮当局
による人権侵害問題の解決に向けて、
一人一人がこの問題についての関心と
認識を持ち続けていくことが大切です。
 問秘書課秘書班☎73－0080

日時…１月12日（日）10時30分開式（受
け付けは９時30分から）　場所…市民
ふれあいセンター　対象…平成11年４
月２日～12年４月１日生まれの市内在
住者および出身者（市内中学校卒業生
を含む）　※市外に転出している人や
案内状がまだ届いていない人は、下記
までご連絡ください。
 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

平和東公園野球場は
工事のため利用できません

i

建物を取り壊したら
滅失登記を

i

北朝鮮人権侵害問題
啓発週間

i

令和２年成人式の案内
i

　10月から始まっている年金生活者支
援給付金の手続き期限は、12月27日
（金）必着です。手続きが遅れると10
月分からの給付金を受け取ることがで
きなくなってしまいます。お早めに請
求書（はがき）をご提出ください。
　日本年金機構からの手続き案内は９
月以降に郵送されています。案内が届
いていない場合でも、世帯構成などが
変更になった場合などは受給できる可
能性があるためお問い合わせください。
　なお、審査の結果、支給要件に該当
しない場合があります。
問給付金専用ダイヤル☎0570－05－4092、
佐原年金事務所☎0478－54－1442

　使用期限付きの匝瑳共通商品券は期
限を過ぎると使用できなくなります。
該当する商品券をお持ちの人は加盟店
でお早めにご使用ください。
　間もなく期限を迎えるのは、使用
期限が「2020年３月31日」と記載され
た黄色の匝瑳共通商品券です（平成27
（2015）年４月発行）。
 問市商工会☎72－2528

　これから創業を考えている人や創業
間もない人が対象の無料スクールです。
　経験豊かな中小企業診断士が創業計
画書の作成をサポートし、並行して無
料個別相談会を実施。最終日には創業
経験者の先輩社長の講演も行われます。
期間…１月11日～２月１日の毎週土曜
日（全４回）　場所…千葉商工会議所
（千葉市）　定員…30人（申し込み順）
問千葉県信用保証協会創業サポー

トチーム☎043－311－5001

年金生活者支援給付金の
請求手続きをお忘れなく

i

匝瑳共通商品券の
使用期限が迫っています

i

創業計画づくりをサポート
「創業プラン作成スクール」

i

　八日市場本町通り商店街では、「八
重垣神社祇園祭2020年版カレンダー」
を、各加盟店で販売しています。
　今年の各町内での迫力ある神

みこし

輿渡御
シーンが満載。価格は１本1,000円で、
限定1,000本です。お早めにお買い求
めください。
 問市商工会☎72－2528

　千葉財務事務所では無料の債務相談
窓口を開設しています。相談内容によ
り解決のための助言を行い、必要に応
じて法律専門家を紹介します。
受付時間…月～金曜日（祝日除く）８
時30分～12時、13時～16時30分　場所
…同事務所（千葉市中央区椿森５丁目
６番１号）
問同事務所債務相談窓口
 ☎043－251－7830

　来年の干
え

支
と

・子
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を模した作品を中心
に、大小さまざまなひょうたん作品約
300点の展示即売を行います。下富谷
ひょうたん民藝倶楽部の作品の他、瑞
穂園入所者の作品も同時展示します。
日時…12月14日（土）10時～15時　場
所…下富谷コミュニティセンター（八
日市場二201番地１）　入場料…無料
 問同倶楽部・加瀬☎090－8597－7985

限定販売
八重垣神社祇園祭カレンダー

i

借金問題は解決できます
i

第10回下富谷ひょうたん
手づくり民藝展

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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