ホ
マ
ス

＝問い合わせ先

催

で広報紙が読めます。

＝申し込み先

募

心の健康

◆こころの健康のつどい

募

市営住宅入居者

シルバー人材センター会員

募集団地…いいぐら団地（匝瑳市飯倉

対象…市内在住でセンターの主旨（自

1365番地） 間取りなど…２ＤＫ・家

主・自立、共働、共助）に賛同できる

ター）や、精神保健福祉士と各回のテ

賃月額8,100円〜

60歳以上の人

ーマを決めて学びます。今回のテーマ

募集期間…11月２日（月）〜16日（月）

は「お酒と上手に付き合おう」です。

※土・日曜日、祝日除く８時30分〜17

日時…11月10日（火）10時〜12時

時に受け付け

病気を克服している人（ピアサポー

場

所…八日市場公民館
福祉課障害福祉班☎73−0096
精神科に通院している人、社会に出

所

募 旭中央病院付属看護専門学校

応募書類配布場所…都

看護学生（１次募集）

書類提出場所…同課

募集人員…10〜20人程度

①高卒者またはそれと同等以上の資格

ください。

を有する人 ②令和３年３月高卒見込

都市整備課管理班☎73−0091

場所…八日市場公民館

募

みの人

試験

日…１月15日（金）

サツマイモ掘り体験参加者

※筆記試験合格者は翌日に面接試験を
実施。詳細はお問い合わせください。

日時…11月８日（日）10時30分にふれ
あいパーク八日市場集合

里親制度説明会

受付期間…12月15日（火）〜

１月７日（木） ※７日必着。

聖マーガレットホーム☎74−3457

催

受験資格…

※入居資格などの詳細はお問い合わせ

にくい人の情報交換会です。
日時…11月10日（火）13時30分〜15時

内容…除草、清掃など
同センター☎70−2030

市整備課（市役所３階）
、野栄総合支

◆こころのしゃべり場

30分

募集戸数…３戸

定員…70

同校☎63−8111（代表）

人（申し込み順） 参加費…500円（昼
里親制度の説明会を開催します。里

食代含む） 対象…市内の小学生とそ

親になりたい人、里親について興味が

の保護者（小学４年生以下は保護者同

ある人は気軽にご参加ください。

伴） 内容…サツマイモ掘り体験（飯

日時…11月21日（土）13時〜15時
所…銚子市保健福祉センター
…無料

場

塚開畑ほ場）、地元野菜を楽しむ昼食

参加費

（ふれあいパーク） 申し込み…11月４

申し込み…事前に下記まで

子ども家庭サポートセンターちば

防止に対していただいた、各方面か
らの支援物品などをお知らせします。
●株式会社合同資源（手指用抗菌剤、

産業振興課農政班☎73−0089

抗菌コーティング剤、スプレーボトル）

募 陸上自衛隊

※取りまとめ状況は10月22日現在。敬
称略。

高等工科学校生

「オレンジの会」☎0470−28−4288

催

新型コロナウイルス感染症の拡大

日（水）までに下記まで

※新型コロナウイルス感染状況により、
日程が変更となる場合があります。

各支援状況をお知らせします

◆高等工科学校（推薦）
受付期間…11月30日（月）まで

福祉の仕事説明会

日必着。
市雇用促進協議会主催で、求人募集

寄 付（２万円以上）

※30

試験日…１月10日（日）
・

11日（月）のいずれか１日

●市へ

受験資格

をしている市内の福祉関係事業所の仕

…17歳 未 満の男子で中卒（見込み含

事説明会を開催します。１事業所の説

む）かつ学校長が推薦できる人

有限会社石毛モータース

明時間は20分程度です。なお雇用保

◆高等工科学校（一般）

険受給者は、求職活動の実績になり

受付期間…１月６日（水）まで ※６日

ます。

必着。 試験日…１次：１月23日（土）
、

日時…11月14日（土）13時〜16時30分

２次：２月４日（木）〜７日（日）のい

場所…市民ふれあいセンター

ずれか１日 受験資格…17歳未満の男

参加費

子で中卒（見込み含む）の人

…無料
市雇用促進協議会（産業振興課内）

自衛隊成田地域事務所

☎73−0089

様より

…軽乗用車１台（98万7800円相当）

税 と 保険料
11月30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〕
の納期限（口座振替日）です。

☎0476−22−6275

Ը


HPVワクチン 公費補助は高校１年生までです。
子宮がん検査、
乳がんエコー検査を受けましょう。
7月から市民検診始まります。
（20 歳以上の方）

Ốẫ૰ྸ
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看護師・助産師 募集中

看護学校 ( 正・准）助産師学校：進学助成あります
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ＡＥＤ購入費用を助成

i

お忘れなく！個人事業税と
自動車税の納付

i

＝お知らせ

催 ＝催し

募 ＝募集

年金生活者支援給付金制度

日本赤十字社匝瑳市地区では、自

個人事業税第２期分の納期限は、11

年金生活者支援給付金は、公的年金

治会などがＡＥＤ（自動体外式除細動

月30日（月）です。納付書は、11月中

収入や、その他の所得額が一定基準以

器）を購入する際の費用の一部を助成

旬に送付しますので、早めに最寄りの

下の年金受給者の生活を支えるため、

しています。

金融機関などで納めてください。

年金に上乗せして支給されるものです。

助成対象…令和２年度の社資（活動資
金）を納入した自治会（区）など

また県では、自動車税の未納額の縮

対象…①65歳以上の老齢基礎年金の受

対象

減のため、来年５月までを「滞納整理

給者で、世帯全員の市民税が非課税で

経費・助成額…ＡＥＤ購入費および

強化期間」として、給与・預金・自動

あり前年の年金収入額とその他の所得

付属品の初回購入費用の２分の１（上

車などの差し押さえを一層強化します。

額の合計が約88万円以下の人 ②障害

限12万5000円） 助成台数…匝瑳市地

※新型コロナウイルスの影響により、

基礎年金・遺族基礎年金の受給者で、

区で１台

収入が減少し一時に納税が困難な人は、

前年の所得額が約462万円以下の人

まで

納税猶予が認められる場合があります

支給額…老齢基礎年金：月額5,030円

※申請には、自治会の総会などで同意

ので、下記までご相談ください。

を基準に保険料納付済み期間などによ

申請期限…12月28日（月）

が得られており、地区社会福祉協議会
と調整が済んでいる必要があります。
また申請が予算上限を超えた場合は、

旭県税事務所☎62−0772

i

の人は月額5,030円、１級の人は月額
6,288円。遺族基礎年金：月額5,030円

狩猟期間が始まります

協議の上、対象を決定します。
福祉課社会福祉班☎73−0096

i

11月は「動物による危害
防止対策強化月間」です

り算出。障害基礎年金：障害等級２級

（２人以上の子が受給している場合は
狩猟期間は、毎年11月15日から翌年

5,030円を子の数で割った金額）

２月15日までです。狩猟者はマナーを

手続き方法…新たに支給対象となった

守り、安全な狩猟に努めましょう。

人へ日本年金機構から10月中に案内を

また、野外で活動する人は、目立つ

送付しました。同封のはがき（請求書）
かん

令和元年度は、県内で犬にかまれる

衣服を着用し、ラジオを携帯するなど

に必要事項を記入の上、早めに投函し

事故が131件発生しました。マナーと

して事故防止の対策を行いましょう。

てください。手続きが遅れると、来年

ルールを守り、動物による事故を防ぎ

県環境生活部自然保護課

３月以降の支払いになります。案内が

☎043−223−2972

ましょう。
◆動物を飼っている人は
●飼い犬が人をかんだときは、速やか

i

に保健所に届け出ましょう。 ●犬の
放し飼いは禁止です。犬を飼う場合は、

国民年金保険料控除証明書
年末調整や確定申告に必要です

納付した国民年金保険料は、社会保

犬の登録と年１回の狂犬病予防接種が

険料控除の対象となります。また、自

法律で義務付けられています。 ●犬

身の保険料だけでなく、家族の保険料

と猫を計10頭以上飼う場合は、保健所

を納付した場合も控除が受けられま

への届け出が必要です（生後91日未満

す。

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は、受給できる可
能性があるため、下記までお問い合わ
せください。なお、これから年金を受
給する人は、年金の請求手続きと併せ
て手続きください。
ねんきんダイヤル☎0570−05−1165

i

八重垣神社祇園祭カレンダー
販売中です

を除く）
。 ●ペットがいなくなったと

９月30日までに国民年金保険料を納

きは、保健所や動物愛護センター、警

付した人には、11月上旬に日本年金

八日市場本町通り商店街では、
「八

察署に届け出てください。またペット

機構から「社会保険料（国民年金保険

重垣神社祇園祭2021年版カレンダー」

には、迷子札やマイクロチップなどを

料）控除証明書」が送付されます。なお、

を、各加盟店で販売しています。

装着して、飼い主が分かるようにしま

10月１日以降に今年初めて保険料を納

各町内での迫力ある神輿渡御シーン

しょう。

付した人は、来年２月上旬に送付され

が満載。価格は１本1,000円で、限定

る予定です。

1,000本です。早めにお買い求めくだ

八日市場地域保健センター（海匝保
健所）☎72−1281、県動物愛護センタ

ねんきん加入者ダイヤル

さい。

☎0570−003−004

ー☎0476−93−5711

地元だからスピーディーな対応致します！！

自動ドアの扉・鍵 など

介護福祉士受験のための

市商工会☎72−2528

実務者研修

県の貸付制度が利用でき、受講費用はかかりません。

窓ガラスフィルム
紫外線カット 遮熱省エネ 防犯 など

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。
詳細は、 すずらん介護福祉学院 で

㈱東総オートドア

検索

して下さい。

すずらん介護福祉学院

☎0479−72−5551
千葉県匝瑳市長谷3600番地

包括事務局：匝瑳市飯倉台 10−20
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