
　「救う会そうさ」主催のパネル展で
す。北朝鮮による人権問題を啓発する
ため、拉致被害者本人の写真を展示し、
被害の実態などを解説します。
期間…１月10日（日）～31日（日）　時
間…９時～21時（日曜日、祝日は17時
まで。31日は15時まで）　場所…八日
市場公民館玄関ロビー（月曜休館）
 問同会会長・太田☎090－3532－1082

　今年３月実施予定の千
葉県知事選挙期日前投票
事務に従事する会計年度
職員を募集します。
任用期間…令和３年３月
のうち16日間
募集人数…16人　勤務時間…８時30分
～17時15分　給与…日額7,376円～　
※時間外勤務が発生した場合は加算有
り。通勤手当有り。　申し込み…１月
29日（金）までに「会計年度任用職員応
募申込書」を総務課（市役所２階）に提
出
 問総務課☎73－0084

　県農業事務所や家畜保健衛生所など
で、臨時的任用職員や育休任期付職員
を募集します。任期付職員に登録する
ことで、代替職員が必要となった際に
勤務できます。
募集職種…普及指導員（農業）、農業
土木、獣医師、林業　申し込み…申込
書や履歴書などを郵送または持参
※申し込みは、随時受け付け。詳しく
は県ホームページをご覧になるかお問
い合わせください。
 問県農林水産政策課☎043－223－2899

北朝鮮による
拉致被害者救出パネル展

催

千葉県知事選挙事務
会計年度職員

募

農業事務所など
任期付職員

募

　今年４月に入校する県立旭高等技術
専門校の入校生を募集します。
訓練科…ＮＣ機械加工科（１年コース）、
自動車整備科（２年コース）　募集期間
…１月29日（金）まで　選考日…２月10
日（水）　入校日…４月６日（火）
※施設見学は随時可能。詳しくはお問
い合わせください。
 問同校☎62－2508

県立旭高等技術専門校
今春入校生

募

　近隣市町などと共催し、次の就職支
援セミナーを開催します。なお、セミ
ナーへの参加は、就職活動実績となる
ため、「雇用保険受給資格者証」を会場
へお持ちください（該当者のみ）。
　両セミナーとも終了後、個別相談を
行います。希望者は申し込みの際にお
伝えください（定員４人。申し込み順）。
◆面接対策セミナー
　面接の基本ポイント・マナー、お辞
儀・入室の流れの練習、採用担当者の
視点を学びます。
日時…１月27日（水）13時～15時（12時
50分集合）　場所…旭市商工会館　対
象…15～44歳の就職希望者　定員…20
人（申し込み順）　参加費…無料
問産業振興課商工観光室☎73－0089

◆全年齢向け再就職支援セミナー
　再就職活動を始めるため、仕事の探し
方や応募書類の書き方などを学びます。
日時…２月１日（月）10時～12時　場
所…香取市役所　対象…在職・求職中
問わず就職活動中の人　定員…30人
（申し込み順）　参加費…無料
※受け付けは１月６日（水）から。
問香取市商工観光課☎0478－50－1212

　０歳から入場できる楽しいコンサー
トです。オペラ「カルメン」の名曲や
鑑賞マナーを学べます。劇中で使う
“魔法のアンジェロカスタ”も自宅で
作ってみませんか。作り方などの詳細
は、同館配布のチラシをご覧ください。
日時…１月17日（日）14時開演　場
所…千葉県東総文化会館（旭市）　入
場料…1,600円（小学生以下は1,000円。
３歳未満は保護者１人に付き１人まで
ひざ上無料）
 問同館☎64－2001

就職支援セミナー
催

東総文化会館 親子オペラ鑑賞
「カルメン～赤いバラ伝説」
催

●市へ
江波戸三好 様より …200,000円
匿名の方 より …5,000,000円

●市民病院へ
匿名の方 より …500,000円

●須賀小学校へ
大関正（昭和17年度同校卒） 様より
 …児童用図書（100,000円相当）

寄付（２万円以上）

２月１日（月）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。
●スプレーイングシステムスジャパ
ン合同会社八日市場工場（除菌用酸
性電解水）
※取りまとめ状況は12月18日現在。敬
称略。

各支援状況をお知らせします
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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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　「匝 瑳 市 健 康
マイレージ（＝写
真）」のポイント交
換の受け付けが２
月から始まります。
100ポイント以上
たまった人は、忘
れずに記念品と交
換しましょう。
◆交換の受け付け
期間…野栄総合支所：２月１日（月）
～５日（金）、健康管理課：２月８日
（月）～３月１日（月）　※土・日曜日、
祝日除く８時30分～17時。
申請に必要なもの…①チャレンジシー
ト（兼申請書）②運転免許証などの本
人確認ができるもの ③健診（検診）結
果票　※③は必須ポイントのみ。
◆取り組みは２月末まで
　ポイント付与の対象となる「チャレ
ンジ期間」は、令和２年３月１日（日）
～３年２月28日（日）です。これまで
の取り組みが対象となる場合もあるの
でチャレンジシートでご確認ください。
 問健康管理課☎73－1200

　市税などの滞納処分により差し押さ
えた不動産を売却し、滞納市税などに
充当するため、期間入札による公売を
実施します。
　詳細を記載した「公売のしおり」は、
税務課（市役所１階）で閲覧できます。
◆公売日程および公売財産
期日…２月実施予定　場所…市役所　
公売財産…市内の農地
※入札に際しては市農業委員会の発行
する「買受適格証明書」の提出が必要
です。
 問税務課納税推進室☎73－0087

健康マイレージ
ポイント交換が始まります

i

不動産公売の実施
i

　松山清掃工場の廃止に伴い、市では
都市計画の変更を行います。この変更
案について、１月16日（土）に開催を
予定していた公聴会は、公述の申し出
が無かったため中止します。
 問都市整備課都市計画班☎73－0091

　老齢または退職を理由とする年金受
給者に、「令和２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。
　この源泉徴収票は、所得税の確定申
告などで必要となるため、大切に保管
してください。再交付が必要な場合は、
下記で受け付けています。
問ねんきんダイヤル☎0570－05－1165、
佐原年金事務所☎0478－54－1442

　千葉県の次の２業種について、特定
最低賃金が改正されました（令和２年
12月25日から適用）。

業種 改正額

鉄鋼業 995円

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

954円

※改正額については時間額。上記以外
の業種は、県最低賃金の925円が適用。
 問千葉労働局☎043－221－2328

　110番は、市民の皆さんの命を守る
緊急ダイヤルです。緊急の対応を必要
としない警察署への問い合わせや要望、
相談などは「相談ダイヤル（＃9110）ま
たは、下記までご連絡ください。
 問匝瑳警察署☎72－0110

都市計画変更の
公聴会中止

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

特定最低賃金の改正
i

１月10日は「110番の日」
緊急電話の適正利用を

i

　性犯罪・性暴力被害者のためのワン
ストップ支援センター（全国共通短縮
番号）をご存知ですか。支援センター
では、性犯罪と性暴力に関する相談の
他、医療・法律などの総合的な支援に
つなぎます。「＃8891（はやくワンス
トップ）」と覚えてください。
県内の接続先…千葉犯罪被害者支援セ
ンター　受付時間…土・日曜日、祝日
除く10時～16時
問県環境生活部くらし安全推進課
 ☎043－223－2333

　認定こども園・九十九里ホーム飯倉
駅前あかしあこども園では、地域にお
ける子育て機能として「あかしあ放課後
児童クラブ」を設置し、就学児童への遊
びや生活の場を提供しています。
対象…市内在学の小学生　時間…７時
30分～18時30分　定員…20人
※詳細は、お問い合わせください。
 問同園☎85－5852

◆こころの健康のつどい
　病気を克服している人（ピアサポー
ター）や、精神保健福祉士と各回のテ
ーマを決めて学びます。今回のテーマ
は「摂食障害を学ぼう」です。
日時…１月12日（火）10時～12時　場
所…八日市場公民館
 問福祉課障害福祉班☎73－0096
◆こころのしゃべり場
　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…１月12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

性犯罪などのワンストップ
支援センター「＃8891」

i

あかしあこども園
児童クラブの受け付け

i

心の健康
催

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、３月匝瑳開講致します。
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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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