
日時…１月26日（日）10時30分～15時
30分（面談会12時30分～）　場所…ペ
リエホール（千葉市）　内容…保育所
（園）・児童福祉施設などへの就職希望
者対象の採用担当者による個別相談、
面接　※参加無料。履歴書不要。直接
会場へお越しください。
問ちば保育士・保育所支援センター
 ☎043－222－2668

日時…２月７日（金）13時～15時30分
場所…横芝光町体育館　内容…成田空
港関連企業（15社程度参加）による説
明・面接会　※参加無料。面接希望者
は履歴書・職務経歴書を持参してくだ
さい。なお、雇用保険受給者は求職活
動実績になります。
 問横芝光町産業課☎84－1215

日時…２月９日（日）10時～15時　場
所…八日市場ドーム　内容…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　主催…匝瑳市ライフル
射撃協会　※参加無料。事前申し込み
不要。上履きを持参してください。
 問同協会・増田☎090－3349－8897

募集人数…１人　応募資格…40歳以下
で社会福祉士の資格を有する人　応募
受付期間…１月15日（水）～31日（金）
※詳細は市社会福祉協議会ホームペー
ジ（https://sousashishakyo.jimdo.
com）をご覧ください。採用予定日は
今年４月１日です。
 問同協議会☎67－5200

保育de就職！＠千葉
保育のしごと就職フェスタ

催

成田空港関連企業
合同説明会・面接会

催

エアーソフトガンの
射撃体験教室

催

市社会福祉協議会職員
募

　保健センターの健診業務などで個別
相談や訪問などの補助を行います。
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
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　※４月以降は会計年度
任用職員に移行します。
 問健康管理課☎73－1200

管理栄養士・保健師
・歯科衛生士（臨時職員）

募

◆飯高特別支援学校（いいだかワクワ
クフェア）
日時…高等部：１月29日（水）、中学部：
30日（木）・31日（金）※時間は各日10
時～13時30分　場所…ふれあいパーク
八日市場　内容…高等部：巾着・織物
など布製品や花・野菜など、中学部：
クラフトテープの小物入れや手すき和
紙のぽち袋など　※荒天時は２月３日
（月）に同校内で実施予定。
 問同校教頭・鈴木☎70－5001
◆八日市場特別支援学校（きらら市、
スマイルマート）
日時…高等部「きらら市」：１月30日
（木）・31日（金）10時30分～14時30分、
中学部「スマイルマート」：２月４日
（火）・５日（水）10時30分～13時　場
所…ショッピングセンターサンモール
内容…高等部：木工や手すき和紙製品
など　中学部：布製品、クラフトテー
プのかご製品など
 問同校教頭・小林☎72－2777
◆銚子特別支援学校（銚特フェア）
日時…２月４日（火）10時～15時　場
所…イオンモール銚子店　内容…和紙
製品や草木染め品などのほか作品展示
 問同校教諭・越川☎0479－22－0243

日時…１月19日（日）13時～16時30分
場所…千葉市生涯学習センター　内容
…第１部（13時～）：落語家・柳家三之
助さんの講演、第２部（15時～）：ワー
クショップ　定員…300人（申し込み
順）　申し込み…事前に、住所・氏名・
電話番号を電話・ファクス・メールの
いずれかで下記まで　※参加無料。
問千葉県男女共同参画センター☎

043－420－8411、FAX043－420－8581、
kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

特別支援学校
作業学習製品販売会

催

千葉県男女共同参画
フェスティバル

催
　新春は４日（土）から営業。４日・
５日（日）は1,000円以上お買い上げの
お客様に“開運千歳あめ”をプレゼン
トします（先着200人）。

1
19 新春たこ揚げ大会 

　19日（日）は、パーク恒例のたこ揚
げ大会を開催。たこはパークで用意し
ます。オリジナルたこを飛ばそう。
※参加無料。10時集合、当日先着20人。
終了後はたこをプレゼントします。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

新春は４日（土）から営業 ４日

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

１月31日（金）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

●社会福祉協議会へ

さざんかの会 様より …50,000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（２月生・３月生） 回想法トレーナー
養 成 講 座

☎0479-73-4811包括事務局：匝瑳市飯倉台10－20

詳細は、 で して下さい。すずらん介護福祉学院 検索

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。
２月 成田 ・ ３月 匝瑳　開講致します。

回想法の理論と実際の技法を
４回コースで学びます。
修了証授与します。

２月11日開講・成田
全４回 12,000円

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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　農林水産省では、今年２月１日を基
準日として、全国一斉に「2020年農林
業センサス」を実施します。
　１月中旬から農林業を営む皆さんの
元へ「調査員証」を携行した調査員が
伺いますので、ご協力をお願いします。
　この調査は「農林業の国勢調査」と
も言われ、すべての農林業関係者を対
象に５年ごとに実施される大切な調査
です。回答内容は統計以外の目的には
使用されませんので、正確にご回答く
ださい。
 問企画課企画調整班☎73－0081

　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。
　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、ご協力をお願いします。
調査地域…１月～４月：飯塚の一部
問県総合企画部統計課
 ☎043－223－2220

　令和元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、「令和元
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。
　所得税の確定申告などの際に必要と
なるため、大切に保管してください。
　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。急ぎの場
合は、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

農林業センサスにご協力を
i

労働力調査を実施します
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

　台風15号に係る災害復旧事業に関し
て、これまで補助対象外だった貸借の
施設や共同利用による施設が追加で対
象となりました。また、台風19号と10
月25日の大雨に係る施設被害も新たに
災害復旧事業の適用となりました。
　台風15号による農業用施設などの復
旧・補強に係る要望調査期間も延長さ
れ、一連の災害に係る事業要望を１月
10日（金）までに県へ提出する必要が
あります。
　農業用施設などに被害を受け、これ
まで支援対象に当てはまらなかった人、
または、まだ一度も相談されてない人
は至急下記までご相談ください。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　千葉県消防学校内「防災研修センタ
ー」（市原市）では、地域の自主防災組
織などに所属する人を対象に、講義や
実技訓練などの研修を実施しています。
　地域防災力向上にご活用ください。
カリキュラム例…地域防災リーダー基
礎コース、避難所開設・運営コース、
消防防災活動コース、企業の自衛防災
組織などが対象の訓練など　※詳しく
は同校ホームページをご覧なるか、ま
たは下記までお問い合わせください。
 問同センター☎0436－63－5438

　110番は、社会の安全を守る緊急の
電話です。緊急性のない電話が一斉に
入ると、緊急の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）
または下記までご連絡ください。
 問匝瑳警察署☎72－0110

農業用施設の災害復旧に
対象が拡大しました

i

地域防災力の向上に
ご利用ください

i

１月10日は「110番の日」
緊急電話の適正利用を

i

　デイサービス利用者や施設入所者な
どの作品を展示。内容は各会場共通で、
時間はいずれも９時～17時です。

▽会場と期間　①八日市場公民館：１
月21日（火）～26日（日）②山田特別養
護老人ホーム：１月28日（火）～２月３
日（月）③九十九里ホーム病院（外来
棟）：２月４日（火）～10日（月）④松丘
園：２月11日（火）～17日（月）⑤聖マ
ーガレットホーム：２月18日（火）～24
日（月）⑥瑞穂園：２月25日（火）～３
月２日（月）⑦第二松丘園：３月３日
（火）～９日（月）⑧日向の里：３月10
日（火）～16日（月）
問第二松丘園デイサービスセンター
 ☎84－3969

　テーマは「現場のリスクから学ぶ新
時代の農業経営～点検・改善・効率ア
ップへ～」です。
　外国人技能実習生の受け入れとＧＡ
Ｐ（農業生産管理工程）の取り組みで、
コマツナ栽培で１日１トンの出荷量を
実現し、作業の効率化と肥料・農薬・
資材費を大幅に削減した農家とその指
導員の事例を紹介します。
日時…１月24日（金）13時30分～　場
所…千葉県東総文化会館　申し込み…
１月15日（水）までに下記まで
問海匝農業事務所改良普及課

 ☎62－0334

期間…１月１日（水）～３月30日（月）
時間…９時～16時　場所…ミニギャラ
リーよりみち（飯高檀林跡南駐車場そば。
火曜休館）　内容…油絵８点を展示
 問同ギャラリー☎74－0355

九十九里ホーム作品展
第27回ふれあいギャラリー

催

海匝農業活性化フォーラム
催

ギャラリーよりみち
伊藤貞子油絵展示

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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