
日時…２月14日（金）13時30分～16時
場所…成田市文化芸術センタースカイ
タウンホール　内容…求人施設紹介
（14時～）、就業相談　対象…保健師、
助産師、看護師、准看護師の免許を
有する人　申込期限…２月５日（水）
※当日参加も可。参加無料。
問千葉県看護協会（千葉県ナースセ

ンター）☎043－247－6371

間取り・家賃…２ＤＫ・家賃月額6,700
円～　募集戸数…３戸　募集期間…２
月３日（月）～17日（月）※受け付けは
土・日曜日、祝日除く８時30分～17時。
応募書類配布場所…都市整備課（市役
所３階）、野栄総合支所（書類提出は
同課まで）　※入居資格など、詳細は
お問い合わせください。
 問都市整備課管理班☎73－0091

日程…４月～翌年２月（原則日曜日９
時～11時30分・全30回程度）　場所…
野栄総合支所内専用教室（行事により
変更あり）　対象…匝瑳市、横芝光町
に在学の小学校３年生～中学校３年
生　費用…年間5,000円　定員…30人
申し込み…往復はがきを使用して、①
郵便番号 ②住所 ③氏名（ふりがな）④
性別 ⑤電話番号 ⑥新年度の学年 ⑦保
護者氏名（ふりがな）を記入（返信面に
は申込者の住所・氏名を記入）し、「八
匝少年少女発明クラブ事務局」（〒289
－2114匝瑳市上谷中2290番地９）まで
郵送　申込期限…３月14日（土）※消
印有効
問同クラブ事務局・笹本（会長）
 ☎080－5428－8325

印旛・利根地区看護職
合同就職説明会

催

市営住宅（いいぐら団地）
入居者

募

八匝少年女発明クラブ員
募

公募区分・資格…【一般】18歳以上34
歳未満の人【技能】18歳以上で国家資
格などを有する人（資格により53歳未
満から55歳未満まで上限あり）　受付
期間…４月10日（金）まで　試験日…
４月20日（月）～24日（金）のうち指定
する１日　待遇など…階級は指定しな
い。教育訓練召集手当は日額8,100円。
所定の教育訓練終了後、予備自衛官と
して任用。 ※年齢はいずれも令和２
年７月１日現在。詳細はお問い合わせ
ください。
問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

予備自衛官補
募

　「まちづくり広場～移住者が語る匝
瑳市の○

マル

と×
バツ

～」と題して「Ｓ
ソ ー サ

ＯＳＡ
プロジェクト」のメンバーを中心に本
市に移り住んだ人たちを招き、パネル
ディスカッションを実施。地域での
生活で感じたことなどを“外からの目
線”で話していただきます。
日時…２月22日（土）13時30分～15時
30分（13時開場）　場所…のさかアリ
ーナ文化ホール　主催…匝瑳市民協働
まちづくりの会
 問同会・石田☎090－8040－9969

　本市における支え合い・助け合い活
動の紹介と今後の取り組みについて話
し合い、同活動や体制づくりに参加し
てもらうことを目的としたフォーラム
です。
日時…２月29日
（土）13時30分～
16時　場所…八日
市場公民館大会議
室　講演内容…テ
ーマ：「これからの地域の支え合い・
助け合い」、講師：作新学院大学女子
短期大学部幼児教育科教授・坪井真さ
ん　定員…300人　主催…匝瑳市地域
支え合い推進会議　※参加無料。
 問市社会福祉協議会☎67－5200

　市内小中学校から寄せられた多数の
作品の中から、入選作品を展示します。
期間…２月29日（土）～３月８日（日）
場所…市民ふれあいセンターロビー　
協賛…匝瑳市横芝光町危険物安全協会
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72－1916

“移住”テーマにフォーラム
「まちづくり広場」
催

第２回支え合い・助け合い
市民フォーラムin匝瑳

催

第43回防火ポスター作品展
催

2
9 ベーコン・薫製卵づくり 

　９日（日）は、誰でも簡単にできる、
手作りベーコ
ンと薫製卵の
製作体験を行
います。
時間…10時～
14時　参加費
…1,000円　定員…当日先着20人
※当日は、軍手、エプロン、三角巾、
ベーコン持ち帰り用容器を持参してく
ださい。
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

３月２日（月）は
・国民健康保険税〔第９期〕
・後期高齢者医療保険料〔第８期〕
・介護保険料〔第９期〕
の納付期限（口座振替日）です。

税 と保険料

ベーコン作りの様子

講
師
の
坪
井
さ
ん

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（３月生・４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。
３月 匝瑳 、 ４月 成田・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月コース・３月コース
全４回  12,000円・成田

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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　学校体育施設の開放利用について、
令和２年度の団体登録と許可申請の受
け付けをします。
　希望団体は、２月16日（日）までに
「利用団体登録申請書」「開放利用許可
申請書」を提出してください。
　なお、重複した場合は調整を行いま
すが、希望に添えないことがあります。
問生涯学習課スポーツ振興班

 ☎73－0097

　市では、「第８期匝瑳市高齢者福祉
計画・介護保険事業計画」の策定を進
めています。
　この計画は、福祉と介護の両サービ
スを総合的・一体的に提供し、高齢化
社会を共に支え合う地域づくりを目指
すための指針となるもので、３年に１
回策定するものです。
　策定に当たっての基礎資料とするた
め、65歳以上の2,000人（無作為抽出）
の市民を対象として、健康状態や生活
状況に関するアンケート「介護予防・
日常生活圏域ニーズ調査」を実施して
いますので、ご協力をお願いします。
問高齢者支援課介護保険班☎73－0033

　700M
メガヘルツ

Hz帯の周波数を利用した携帯
電話基地局の開設に伴い、２月20日
（木）から市内で一部テレビに電波障
害が起こる可能性があります。
　テレビ映像に影響が出た場合は、一
般社団法人700MHz利用推進協会（総
務省認定の携帯電話事業者４社が設立
した団体）までお問い合わせください。
修理は工事業者が無料で行います。
 問同協会☎0120－700－012

学校体育施設の開放利用を
受け付けます

i

アンケートにご協力ください
i

テレビの受信障害の対策
i

　インターネットなどで大麻に関する
誤った情報が流れています。大麻は幻
覚作用や記憶障害などを引き起こす違
法薬物で、青少年に影響が拡大、深刻
化しています。地域一体で若者が薬物
に手を出さない環境をつくりましょう。

▽薬物の相談機関　県精神保健福祉セ
ンター☎043－263－3892、海匝健康福
祉センター（八日市場地域保健センタ
ー）☎72－1281
問県健康福祉部薬務課☎043－223－2620

　千葉産業保健総合支援センターでは、
がんや難病で治療しながら仕事を継続
する労働者のための無料相談窓口を開
設しています。
　困っていることがあれば、まずはご
相談ください。開設時間は、月～金曜
日（祝日除く）の９時～16時です。
 問同センター☎043－202－3639

　千葉司法書士会では、毎年２月を
「相続登記はお済みですか月間」と定
め、所属司法書士が無料で相続の相談
に応じています。相談日時や場所は、
相談者が直接、任意の会員司法書士に
連絡をとり決めることができます。
 問同会事務局☎043－246－2666

　新築・増築・リフォームから手すり
１本の取り付けまで、相談に応じます。
日時…２月９日（日）９時～16時　場
所…市民ふれあいセンター相談室
問匝瑳市八日市場建築連合組合（石毛）
 ☎72－2280

大麻に関する誤った情報に
注意してください

i

治療と仕事の両立支援
i

千葉司法書士会による
相続登記の無料相談活動

i

建築無料相談会
催

日時…２月６日（木）13時～16時30分
場所…海上公民館（旭市）　対象…介
護について学びたい人、介護の仕事や
ボランティアに興味がある人など　
定員…20人程度（申し込み順）　申し
込み…事前に下記まで　※千葉県「介
護に関する入門的研修事業」受託事業。
受講無料。
問運営事務局（社会福祉法人初穂会・

稲毛ペコリーノ）☎043－306－8520

日時…２月８日（土）13時～15時　場
所…海匝ネットワーク内さわやかホー
ル（旭市）　内容…里親制度の概要説
明や体験談、個別相談など　※申し込
み不要。参加無料。
問ＮＰＯ法人子ども家庭サポートセン
ターちば・オレンジの会
 ☎0470－28－4288

日時…２月13日（木）13時30分～16時
（受け付け13時から）　場所…旭市商工
会館　※①参加希望者は事前に下記へ
申し込んでください。②当日、事業所
へ応募する場合は、障害者手帳と履歴
書を持参してください。
問ハローワーク銚子特別援助部門☎

0479－22－7406、FAX0479－22－4620

日時…２月21日（金）９時30分～12時、
13時～15時30分　場所…旭市第二市民
会館第１講習室　内容…主に相続税・
贈与税に関する相談
問千葉県税理士会銚子支部
 ☎0479－22－3901

介護の入門的研修
催

里親制度説明会
催

障害者ふれあい面接会
催

税理士記念日における
税理士による無料相談

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

１号広告

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

八八八八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市場場場場場場場場場場場場場場場場場八日市場八日市八日市八日市八八八八八八日市八日市日市市日市日市八八日市八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
電 0電 0電 0電 0電 0電 0電 0 0 000電 0電 0電 0電 00電 0 0電 0電 04794747479479797947947947947947979479479479479479479479－7－－7－72－72－72－72－72－72－72－72－72－72－7－7－7－7－72－72－72－72－00－00－00－0－－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－006161616161616161616161111616161616161電 0479－72－0061797979797977797777777777779電 0電 0電 00000000電 0電 0000電 000 97777479794794797997997979電 04
営業時営業時営業時営業時営業時営業時営業時営業営業時営業営業時営業時時間 A間 A間 A AAAAAA間 A間 AA間 A間 A間 AAA間 A間 AAM11M11M11M11M11M11M11M11M111111M111111111M111111M11:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:00000000000000000000000000000000000000 PMPM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PMPMPM1PM1PM1PM1PM1P 7:07:07:07:07:07:07:07:07:7:07:07:07:07:07:07:07:07:07:07:07:00～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～～～0～0～0～0～0～0～営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～間 AAAA間 AAA間 A時時 MMM1M1M1M1M1MMMMMMM1M1MM1M1M1 0:20:20:20:20:20:20:20:20:0:0:0:20:0:0:20:0:0:0000000000000000000000000000000000020:0000000000

場ホ５場ホ５場ホ５ホ５ホ５ホ５ホ場ホ５ホ５ホ５ホ５ホ５ホ５場ホ５ホ５場ホ５場ホ５ホ５場ホ５ホ５０５０５・０５・０５・０５・０５・０５０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・・・０５・０５・０５・０５・126126126126126126126126126126126126126126126126126126126126号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイパス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パスパス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい場ホ５０５・126号バイパス沿い５５５５

１号広告

  広報そうさ 2020.2月号23


