
■台湾と日本―震災史とともにたどる近現代―■　展示期間● 2月 19 日（日）まで　午前 9時 30 分～午後 4時 30 分（入館は午後 4時まで）
ところ●国立歴史民俗博物館（佐倉市）　問合せ●ハローダイヤル☎ 03-5777-8600

■アイヌの方々からのさまざまなご相談をお受けします■　日常生活でお困りこと、嫌がらせ、差別などなんでもご相談ください。
受付●月～金曜　午前 9時～午後 5時　相談・問合せ●（公財）人権教育啓発推進センター☎ 0120-771-208（アイヌの方専用相談）

The information of the living市外局番の記載がないものは「0479」です。
暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。

●消費者相談
　2月3日（金）

午前10時～午後3時
コミュニティプラザ1階 会議室

（控室は第1研修室）
次回は3月3日（金）開催
申込期間2月17日（金）～24日（金）
■契約トラブル・多重債務など
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　2月10日（金）

午前10時～午後5時
役場1階 第1会議室
■15歳以上40歳未満の自立（就
労）に悩みを抱えている若者または
その保護者
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880

●住民相談
　2月22日（水）

午前9時30分～午後3時
役場1階 第2会議室
問住民課住民係
☎76-5401

●家庭教育相談
　（火・水・木曜日）

午後1時30分～3時30分
コミュニティプラザ2階 相談室
問生涯学習課社会教育係
☎76-7811

●心配ごと相談
　（毎週水曜日）

午後1時30分～3時30分
社会福祉協議会
問社会福祉協議会
☎76-5940

●健康相談
　（月～金曜日）

午前9時30分～11時
保健福祉センター内 健康相談室
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185

●司法書士相談
　2月18日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■2月16日（木）まで
問司法書士林事務所
☎63-5652

●行政書士相談
　2月19日（日）

午後1時30分～4時
匝瑳市市民ふれあいセンター
■相続・遺言・協議書など
問スギヤマ行政書士
☎72-1639

心と身体のリフレッシュ
KAストレッチ教室 

　リラクゼーションレッスンの資格
を持つ男性コーチによる、心地よい
音楽に合わせたヨガ・ピラティス等
のストレッチ教室を行います。
とき● 3月 2日（木）
　午後 7時～ 8時 30 分
ところ●コミュニティプラザ 3階
　多目的ホール
参加費●無料
対象●町在住・在勤の方
※ 片足立ちができる程度のバランス
感覚が必要です。
定員● 40 名程度
　（応募多数の場合は抽選）
申込み・問合せ●2月2日（木）～16日 
（木）までにコミュニティプラザ
内生涯学習課社会教育係

　☎ 76-7811

制度への理解を深めましょう
成年後見制度研修会 

とき● 3月 12 日（日）
　午後 1時～ 4時 5分
ところ●千葉市生涯学習センター
定員● 300 名（申込先着順）
締切● 3月 3日（金）必着
参加費● 500 円（資料代）
申込み・問合せ●千葉県社会福祉協議 
会千葉県後見支援センター

　☎ 043-204-6012

借金の返済でお悩みの方へ
千葉財務事務所 

　解決のための助言を行い、必要に
応じ法律専門家を紹介します。
受付時間●月～金曜（祝日を除く）
　午前 8時 30 分～正午
　午後 1時～ 4時 30 分
問合せ●財務省 千葉財務事務所　
　債務相談窓口
　☎ 043-251-7830

事前申込みが必要です【参加無料】
障害年金の個別相談会 

　社会保険労務士が障害年金の受給
要件や申請手続きについて個別で相
談に応じます。
とき●2月21日（火）【毎月第3火曜】
　午後 1時 30 分～ 4時 30 分
ところ●成田商工会議所
定員● 10 名
申込み・問合せ●NPO法人 みんなで 
　サポートちば☎ 070-1541-7661

ぜひお越しください「銚特フェア」
銚子特別支援学校 

　和紙製品や藍染め製品、陶芸品、
花苗等の販売と児童生徒の作品が展
示されます。
とき● 2月 7日（火）
　午前 10 時～午後 4時
ところ●イオンモール銚子
　イルカの広場　C1入口
問合せ●銚子特別支援学校
　☎ 22-0243

無料相談いろいろ

対象

内容

内容

予約

お知らせ

内容

自衛隊員募集　受験願書受付中

問合せ●自衛隊千葉地方協力本部 成田地域事務所☎ 0476-22-6275

畦シート（畦畔板）・育苗箱の回収について
　搬入するときは、事前に農家登録が必要となります。廃ビニール類の回収
で登録している方は必要ありません。また、畦シート・育苗箱は必ず、水洗
い等をして土などの付着物を取り除いてください。
とき●2月7日（火）午前9時～午後3時
ところ●JA多古ライスセンター
処理料●【育苗箱】…無料　【畦シート（畦畔板）】…1kgにつき20円
※当日、現金支払いとなります。
問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

■平成 29 年度 学童保育所の入所受付を行います
　申請書や勤務証明書などの書類は、子育て支援課窓口または町HP
から印刷できます。詳細については、お問い合わせください。
対象児童●保護者などが働いているため、放課後の保育ができない
　新 1年生～新 6年生
申請受付● 2月 1日（水）～ 20 日（月）（土・日・祝日を除く）
　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
保育料●月額 7,000 円（8月は 10,000 円）　傷害保育料●月額 150 円
学童保育の場所●多古学童保育所・久賀学童保育所・中村学童保育所
　・常磐学童保育所（※平成 29 年 4月開所）

■学童保育所の指導員を募集します
資格● 65 歳位まで（保育士資格・教員免許あればなお良し）
勤務場所●多古・久賀・中村・常磐学童保育所
職務内容●小学校児童の保育（宿題の指導や助言、絵本の読み聞かせ等）
勤務日等●週 2～ 4日程度、1日 5時間程度（日・祝日を除く）
　【平日】下校時～午後7時　【休日】午前7時30分～午後7時の間の5時間程度
賃金・手当等●時給 860 円（有資格 960 円）、通勤手当、労災保険
提出書類●履歴書、資格を証明する写し
申込期限●随時受付

申込み・問合せ●子育て支援課こども係☎ 76-5412

学童保育所からのお知らせ

「必ずチェック最低賃金！使用者も　労働者も」　
　千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パートやアルバイト等を含む）
および、その使用者に適用される千葉県最低賃金、千葉県特定最低賃金が
改正されました。
※ 最低賃金額には精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外勤務手当、
深夜勤務手当等は含まれません。

平成 28 年 10 月 1日発効

平成 28 年 12 月 25 日発効

※ 上記 7業種の業務に従事する方でも業務内容等により、特定最低賃金で
はなく最低賃金が適用される場合があります。

24 時間テレフォンサービス☎ 043-221-4700
千葉労働局ホームページhttp://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
問合せ●千葉労働局労働基準部賃金室☎ 043-221-2328

千葉県最低賃金等の改正について

　2月17日（金）～19日（日）は蔵書点検のため、
臨時休館します。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を
よろしくお願いします。

図書館からお知らせ

■予備自衛官補

種目 受験資格 受付期間 試験期日

一般 18歳以上34歳未満の者
4月上旬まで
（予定）

4月中旬
（予定）技能

18歳以上で国家資格等を
有する53歳未満、資格に 
よっては55歳未満の者

※詳しくは、千葉地方協力本部HPでお知らせします。

平成29年度 多古こども園 入園予定者説明会を開催します
　平成29年4月から新たに多古こども園への入園を予定されている方は入
園申込書受付時に配付した通知を確認の上、説明会に参加してください。
とき●2月22日（水）
　新3歳児～新5歳児…午後1時30分から
　新0歳児～新2歳児…午後3時30分から
ところ●多古こども園2階ホール
対象者●平成29年4月新規入園予定者
問合せ●多古こども園☎76-6050

千葉県最低賃金（時間額）
改正額

842 円

千
葉
県
特
定
最
低
賃
金（
時
間
額
）

業　　　種 改正額

調味料製造業 868 円

鉄鋼業 915 円

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 884 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 887 円

計量器・測定器・分析機器・試験器・測量機械器具・理化
学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光
学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡
製造業

869 円

各種商品小売業 848 円

自動車（新車）小売業 880 円

くらしの情報
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