
間取り・家賃…２ＤＫ・家賃月額7,400
円～　募集戸数…３戸　募集期間…２
月15日（月）まで　申し込み…都市整備
課（市役所３階）に、同課および野栄総
合支所で配布する応募書類を提出
※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・
全30回程度）　時間…９時～11時30分
場所…八匝少年少女発明クラブ教室
（野栄総合支所内）　費用…年間5,000
円（保険料・工作材料費含む）　対象
…匝瑳市・横芝光町内在学の小学３年
生～中学３年生　定員…20人　申し込
み…往復はがきに郵便番号、住所、氏
名（ふりがな）、性別、電話番号、新年
度の学年、保護者氏名、返信面に返送
先（申し込み者の住所、氏名）を記入
し、３月13日（土）までに同クラブ事務
局（〒289－2114 匝瑳市上谷中2290番
地９）へ郵送　※13日の消印有効。

発
明
ク
ラ
ブ
の
活
動
の
様
子

問同クラブ事務局・笹本（会長）
 ☎080－5428－8325

市営住宅（いいぐら団地）
入居者

募

八匝少年少女発明クラブ員
募

　千葉県知事選挙期日前投票事務に従
事する会計年度任用職員を募集します。
任用期間…３月５日（金）～20日（土）
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。通勤
手当有り）　申し込み…２月12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

日時…２月14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　参加費…無料
※事前申し込み不要。上履きを持参。
問匝瑳市ライフル射撃協会・増田
 ☎090－3349－8897

募集訓練科…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…３月８日（月）まで　選考
日…３月18日（木）
 問県立旭高等技術専門校☎62－2508

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
から55歳未満までの上限あり）　募集
期間…４月９日（金）まで　試験日…
４月17日（土）～21日（水）のうち指定
する１日　※願書請求など、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

県知事選期日前投票事務
会計年度任用職員

募

エアーソフトガン
射撃体験教室参加者

募

県立旭高等技術専門校
入校生

募

予備自衛官補
募

●社会福祉協議会へ
山﨑昭 様より …100,000円
銚子商工信用組合信友会 様より
 …30,000円
匿名の方 より …116,358円

●市へ
林實 様より …46,000円

寄付（２万円以上）

掲載している情報は１月21日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、中止を含めて変更となる場合があります。

３月１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〕
の納期限（口座振替日）です。

税 と保険料

スポーツ結果

第15回匝瑳市民体育大会 
※敬称略

◆卓球
▷中学校男子　①大木悠太郎（野栄） 
②熱田拓海（野栄） ③佐久間悠斗（八
日市場第二）、岩澤一冴（野栄）
▷中学校女子　①加瀬萌花（八日市場
第二） ②越川美亜（八日市場第二） ③
鈴木美咲（八日市場第二）、大木百叶
（八日市場第一）
◆ソフトテニス
▷中学生男子　①二ノ宮兎輝・佐藤徹
昇（野栄） ②小川千翔・角田諒（八日
市場第一） ③佐藤太樹・尾原陽向（八
日市場第二） ④藤田陽月・大川祐生（野
栄）
▷中学生女子　①小林優衣・石井陽
（野栄） ②熱田瑞季・熱田萌恵（野栄） 
③熱田怜奈・大木愛海（八日市場第
二）、④鵜澤優愛・増田ヒカル（八日
市場第一）

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

１号広告
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　市内店舗で使用可能な「地域応援ク
ーポン券」は２月28日（日）まで使用で
きます。
　期限を過ぎたクーポン券は使用でき
ませんのでご注意ください。
 問産業振興課商工観光室☎73－0089

　学校体育施設の開
放利用について、令
和３年度の団体登録
と許可申請を受け付
けます。
　希望団体は、「学校体育施設利用団
体登録申請書」と「学校体育施設開放
利用許可申請書」を２月15日（月）まで
に提出してください。
　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

　建退共制度は、建設現場労働者の福
祉の増進と建設業を営む中小企業の振
興を目的としています。
　事業主が労働者の働いた日数に応じ
て掛け金となる共済証紙を共済手帳に
貼り、その労働者が建設業界で働くこ
とをやめたときに建退共から退職金を
支払うという、建設業界全体での退職
金制度です。
加入できる事業主…建設業を営む人　
対象となる労働者…建設業の現場で働
く人　掛け金…日額310円
※詳細は建退共ホームページをご確認
ください。
問勤労者退職金共済機構建退共千葉県
支部☎043－246－7379

地域応援クーポン券の
使用は２月28日まで

i

学校体育施設の開放利用を
受け付けます

i

知っていますか？
建退共制度

i

　前納とは、保険料をまとめて納付す
ることで割引になる制度です。納付書
や口座振替、クレジットカードによ
り、それぞれ「２年前納」「１年前納」
「６カ月前納（上期・下期）」がありま
す。口座振替は、他の２つよりも割引
率が高くなります。また、毎月納付し
ている人でも、当月分保険料を当月末
に口座振替する「早割」の利用により、
月50円（年間600円）の割引になります。
◆申込方法
納付書…２年前納は年金事務所へ申し
込み。その他は４月上旬に送付される
納付書を使用　口座振替・クレジット
カード…年金事務所へ申し込み
　申込期限は２月26日（金）です（下期
６カ月前納は８月末まで）。なお、早
割の口座振替は随時受け付けます。
問佐原年金事務所☎0478－54－1442、
市民課国保年金班☎73－0086

　10～20代による大麻の乱用が深刻な
問題となっています。ネットなどでは
「大麻は害がない」といった誤った情
報が広がっていますが、幻覚作用や記
憶障害、学習能力の低下を引き起こす
有害な違法薬物です。
　薬物乱用は重大な犯罪です。一度使
ってしまえば自分だけでなく、家族や
友人なども不幸にします。薬物の危険
性を正しく理解し、薬物乱用を許さな
い社会を目指しましょう。
薬物の相談機関…県薬務課☎043－223
－2620、県精神保健福祉センター☎
043－263－3893、最寄りの健康福祉セ
ンター（保健所）、県警察少年センタ
ーヤング・テレホン☎0120－783－497、
匝瑳警察署☎72－0110
 問県薬務課☎043－223－2620

国民年金保険料は
「前納」がお得

i

２月は千葉県薬物乱用防止
広報強化月間です

i

　２月28日（日）までの間、千葉司法
書士会に所属する県内の各司法書士事
務所で相続（登記）に関する相談を無
料で受け付けます。希望する司法書士
事務所に連絡して相談日を決めてくだ
さい。なお、各事務所の連絡先は同会
ホームページで確認できます。
 問同会☎043－246－2666

　ハロートレーニングは、希望する仕
事に就くために必要なスキルや知識を
習得できる公的制度です。受講料は無
料です（一部有料。テキスト代などは
自己負担）。また、受講者の世帯収入
などによっては、訓練受講中の生活支
援のための給付金があります。
※詳細はお問い合わせください。
 問ハローワーク銚子☎0479－22－7406

　カインズスーパーセンター八日市場
店で献血を行います。
日時…２月11日（木）10時～11時45分、
13時～16時
問千葉県赤十字血液センター
 ☎047－457－0711

　専門の社会保険労務士が障害年金の
受給要件、申請手続きを無料で個別に
説明します。申し込み専用電話（☎070
－1541－7661）から申し込みください。
日時…２月16日（火）13時30分～16時
30分　場所…成田商工会議所（成田
市）　定員…10人
問NPO法人みんなでサポートちば
 ☎043－301－2311

相続登記の無料相談
i

ハロートレーニングを
活用してみませんか

i

献血を行います
i

障害年金の無料相談会
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。２月成田、３月匝瑳、４月成田・匝瑳開講致します。

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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