
　弁護士や警察官などによる相談会で
す。事前に電話で下記までお申し込み
ください。
日時…12月13日（日）10時～16時　場
所…市民ふれあいセンター　定員…10
人（申し込み順）
問県環境生活部くらし安全推進課

 ☎043－223－2271

　社会福祉施設や事業所の採用担当者
との個別面談や福祉現場に関する相談
などを行います。服装は自由、履歴書
などは不要です。
日時…12月13日（日）13時～16時（受け
付けは12時30分から）　場所…ホテル
ウェルコ成田（成田市）　参加費…無
料
問県社会福祉協議会☎043－222－1294
（月～土曜日10時～18時）

　これから創業を考えている人、創業
して間もない人を対象に、創業プラン
作成スクールを開催します。
　経験豊かな中小企業診断士が講師と
なり、創業プランの作成をしっかりと
サポート。創業経験者の先輩社長によ
る講演の他、希望に応じ個別相談も行
います。
対象者…これから創業を考えている
人、創業して間もない人　定員…30人
（申し込み順）　受講期間…令和３年１
月16日～２月６日の毎週土曜日（全４
回）　申し込み…千葉県信用保証協会
のホームページから　受講料…無料　
※ウェブ会議アプリ「Zoom」などを用
いたオンライン開催として実施。
 問同協会☎043－311－5001

借金・ヤミ金の無料相談会
催

福祉のしごと就職フェア
催

創業プラン作成スクール
受講生

募

　千葉県労働委員会では、労働者と使
用者の間で生じた解雇、パワハラ、労
働条件の不利益変更などの労働関係の
トラブルについて、双方の歩み寄りに
よる円満な解決を目指す「個別的労使
紛争のあっせん」を行っています。
　労働者、使用者どちらからでも申請
できます。希望者は、お気軽にお問い
合わせください。料金は無料です。
 問同委員会事務局☎043－223－3735

　精神科に通院している人、社会に出
にくい人の情報交換会です。
日時…12月８日（火）13時30分～15時
30分　場所…八日市場公民館
 問聖マーガレットホーム☎74－3457

　毎年恒例のひょうたん手づくり民藝
げい

展を開催。来年の干支・丑
うし

を模した作
品を中心に大小さまざまなひょうたん
作品を即売します。また、疫病からの
守り神「アマビエ」も特別出展します。
日時…12月19日（土）10時～15時　場
所…下富谷コミュニティセンター（八
日市場ニ20番地１）　入場料…無料
※新型コロナウイルス感染症の拡大状
況によっては中止する場合があります。
問下富谷ひょうたん民藝倶楽部・加瀬
 ☎090－8597－7985

個別的労使紛争のあっせん
i

こころのしゃべり場
催

第11回下富谷ひょうたん
手づくり民藝展

催

●八日市場第二中学校へ
たいよう体操クラブ 様より
…ミニトランポリンなど（340,600円相
当）

●豊和小学校へ

同校昭和29年度卒業生一同 様より

 …耕運機（66,000円相当）

寄付（２万円以上）

12月28日（月）は
・固定資産税〔第４期〕
・国民健康保険税〔第７期〕
・介護保険料〔第７期〕
の納期限（口座振替日）です。

税 と保険料

　新型コロナウイルス感染症の拡大
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。
●台湾高雄市「鳳山國際青年商會」
（アルコール消毒液）
●八日市場青年会議所（144,300円）
※取りまとめ状況は11月20日現在。敬
称略。

各支援状況をお知らせします

　新年１月４日（月）は、匝箏会によ
る琴演奏が行われ、甘酒を用意しお待
ちしています。また、６日（水）までは、
1,000円以上お買い上げのお客さまに
開運干支あめをプレゼントします（各
日先着100人）。
◆年末年始の営業
　年内は31日（木）15時まで、新年は
４日（月）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

さまざまな形のひょうたん作品を展示（昨年）

スマホで広報紙が読めます。問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先
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℡ 0479－73－1100電話予約

増田産婦人科 看護師・助産師 募集中

HPVワクチン  公費補助は高校１年生までです。
市民検診（子宮がん） ２月までです。

看護学校(正・准） 助産師学校：進学助成あります
栄養士、調理士（料理の好きな方）募集中
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　事業用家屋・償却資産の固定資産税
（令和３年度分）を減免します。
対象者…２月から10月までの任意の期
間（連続する３カ月間）の事業収入が、
新型コロナウイルスの影響により前年
同期に比べて30％以上減少した中小事
業者など　申請方法…令和３年２月１
日（月）までに、必要書類を添付した
申告書を下記まで提出
※必要書類などの詳細は、市ホームペ
ージをご覧ください。
 問税務課資産税班☎73－0087

　国民健康保険の加入者を対象に、ジ
ェネリック医薬品差額通知書を12月上
旬に送付します。ジェネリック医薬品
に切り替えることで、自己負担額を減
らすことができます。
◆ジェネリック医薬品とは
　先発医薬品（新薬）の特許が切れた
後に、その有効成分を使用して作られ
る薬をジェネリック医薬品と呼びます。
新薬に比べると安価で、効き目や安全
性などは同等です。
　ジェネリック医薬品を希望する場合
は、医師や薬剤師に相談をしましょう。
 問市民課国保年金班☎73－0086

　毎年12月３日～９日の１週間は「障
害者週間」です。
　これは、障がい者の福祉について関
心・理解を深めるとともに、障がい者
が社会、経済、文化その他あらゆる分
野の活動に積極的に参加する意欲を高
めるために設けられたもので、「障害
者基本法」に定められています。
 問福祉課障害福祉班☎73－0096

新型コロナウイルス感染症
固定資産税の減免措置

i

ジェネリック医薬品
差額通知書を送付します

i

障害者週間
i

　歯周病検診の実施期間は12月28日
（月）までです。年末は歯科医院の混
雑が予想されますので、歯周病検診を
まだ受けていない人は、早めに受診し
ましょう。費用は無料です。
対象者…令和３年３月末時点で40、50、
60、70歳の人
 問健康管理課☎73－1200

　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（木）までに取
り壊しが完了する人で、まだ滅失登記
をされていない場合は、下記まで届け
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。
 問税務課資産税班☎73－0087

　毎年12月10日～16日は「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による人権侵害問
題の解決に向け、一人ひとりが関心と
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

　空き地などで雑草が繁
はん

茂
も

した状態を
放置すると、病害虫の発生やごみの不
法投棄など、生活環境が損なわれてし
まうことがあります。また、空き地か
ら道路上に雑草がせり出している場合
は見通しが悪くなり、交通事故の原
因にもなります。所有者（管理者）は、
定期的な除草や清掃を行ってください。
 問環境生活課環境班☎73－0088

歯周病検診は今月までに
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

土地所有者の責務
空き地の管理は適正に

i

　「ねんきんネット」は、自身の年金
情報を確認できるサービスです。
◆サービス内容
①年金記録の確認：これまでの年金加
入記録が確認できます。②年金見込み
額の試算：加入条件を継続した場合や
年金受給開始を遅らせた場合などさま
ざまな条件に応じた試算ができます。
③電子版「ねんきん定期便」の閲覧：
毎年発行される「ねんきん定期便」を
電子版で閲覧できます。④受給に関す
る各種通知書の照会：年金振込通知書
や公的年金などの源泉徴収票などを照
会や取得できます。⑤その他：保険料
控除証明書の再交付申請や、持ち主不
明の年金記録の検索などができます。
◆登録方法
　日本年金機構ホームページから基礎
年金番号とメールアドレスを登録して
ください。アクセスキー（「ねんきん
定期便」などに記載されている17桁の
番号）が分かる場合は、入力するとす
ぐにユーザーＩＤを取得できます。
◆マイナンバーカードをお持ちの人は
　マイナポータルから「ねんきんネッ
ト」にパソコンからアクセスできます。
問ねんきんネット専用ダイヤル
 ☎0570－058－555

　防災研修センター（市原市）では、
地域防災力向上のため、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行っています。
カリキュラム例…①地域防災リーダー
基礎コース ②避難所開設・運営コー
ス ③消防防災活動コース ④企業にお
ける防災対策講座　など
※詳細はお問い合わせください。
 問同センター☎0436－63－5438

「ねんきんネット」で
年金情報を確認できます

i

地域防災力の向上に
ご活用ください

i

i ＝お知らせ　催＝催し　募＝募集情報 アラカルトinformation

À la carte

すずらん介護福祉学院

実務者研修介護福祉士受験のための

☎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

県の貸付制度が利用でき、受講費用はかかりません。
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。

１号広告

千葉県匝瑳市長谷3600番地

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
窓ガラスフィルム
紫外線カット  遮熱省エネ  防犯など

㈱東総オートドア
☎0479－72－5551
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