
■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき● 2月 23日（土）午後 1時～ 4時　ところ●千葉市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

■飛行機工作教室■　お子様向けのゴム動力飛行機を作って飛ばす教室です。
とき● 2月 10 日（日）・11 日（月・祝）午後 1時～ 2時 30 分　参加費● 300 円　当日受付にて申込み　※先着 40 名（原則小学生以上）
ところ・問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

The information of the living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。

市外局番の記載がないものは「0479」です。

●消費者相談
　2月1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1日（金）開催予定
申込期間2月22日（金）まで
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　2月8日（金）
午前10時～午後5時
役場1階 第2会議室
■対象 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（金）
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9日（土）
午後1時～5時
旭市民会館
■内容登記・法律・債務整理など
■予約 2月7日（木）まで
問司法書士林事務所
☎63-5652

●行政書士相談
　2月17日（日）
午後1時～4時
匝瑳市民ふれあいセンター
■内容相続・遺言・協議書など
問加藤行政書士事務所
☎73-4751

平成31年度入学生募集（2次）
千葉県生涯大学校 東総学園�

入�学資格●仲間づくり、生きがいづ
くり、社会参加に興味のある、県
内在住の原則として60歳以上の方
募集期間●2月8日（金）～28日（木）
願�書配布場所●生涯大学校各学園、
町保健福祉課、各地域振興事務所、
県高齢者福祉課

※�郵送希望者は、140 円切手を貼っ
た返信用封筒（角 2）を同封し、下
記へ郵送

申込み・問合せ●〒 260-0801
　千葉市中央区仁戸名町 666-2
　千葉県生涯大学校事務局
　☎ 043-266-4705

ボランティアを募集しています
国保旭中央病院�

　病院を訪れる患者さんやご家族に
院内で少しでも快適に安心して過ご
していただけるようボランティア活
動にご協力いただける方を募集して
います。皆さんの温かいサポートを
お待ちしています。
活�動内容●来院された方へ院内のご
案内や車椅子の移乗援助、花壇の
手入れなど

活�動時間●毎週月～金曜日の午前 8
時 30 分～ 11 時 30 分のうち 2時
間以上（無理のない範囲で自由に
選択できます）

※�報酬はありませんが、年に一度の
健康診断を無料で受けられます。

問合せ●国保旭中央病院
　総務人事課☎ 63-8111

ひとりで悩んでいませんか
移動かぞく会の開催�

　心の病を受け入れられずに悩んで
いる方の相談に応じます。
とき● 2月 14 日（木）
　午後 1時～ 3時
ところ●多古町保健福祉センター
参加費●無料
問�合せ●精神障害者家族会「かとり
会」事務局（NPO法人イリス内）

　☎ 0478-52-0240

ぜひお越しください「銚特フェア」
県立銚子特別支援学校�

　和紙製品や草木染め品、陶芸品、
花苗、培養土などの作業学習製品の
販売や幼児児童生徒の作品を展示し
ます。
とき● 2月 5日（火）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●イオンモール銚子
　イルカの広場　C1入口
問合せ●県立銚子
　特別支援学校
　☎ 22-0243

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

無料相談いろいろ

テ�ーマ●「災害に備えた地域づく
りを考えてみよう」
と�き● 2月 17日（日）
　午後 0時 40分～ 4時
ところ●千葉市生涯学習センター�
　2階ホール
定員● 300名　参加費●無料
申�込み●2月 8日（金）までに
　申込書をFAXあるいはHP内
　申込フォームから
問合せ●千葉県社会福祉協議会
　☎ 043-245-1102
　FAX�043-244-5201

平成30年度千葉県地域福祉
フォーラムシンポジウム

募集 お知らせ

平成31年度 多古こども園　入園予定者説明会を開催します

　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6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31年4月新規入園予定者
問合せ●多古こども園☎76-6050

たこらぼに電気自動車用急速充電器を設置しました

利用時間●午前9時～午後6時（火曜は利用不可）
利用料●180円/10分（税込み）合同会社日本充電サービス（NCS）の料金に準拠
※�充電用カードをお持ちでない方も携帯電話でエネゲートのエコＱ電に会
員登録することで利用可能です。ただし、クレジットカード情報の入力
が必要です。
充電時間の目安●30分でフル充電の1/2が充電可能
問合せ●たこらぼ（多古町魅力発信交流館）☎74-3130

問合せ●自衛隊 千葉地方協力本部�成田地域事務所☎ 0476-22-6275

■予備自衛官補　※資格は平成 31 年 7月 1日現在の年齢です。

自衛隊員募集　受験願書受付中

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
　1月7日（月）～
　4月12日（金）

4月20日（土）～
�24日（水）

※いずれか1日技能
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

■平成 31 年度�学童保育所の入所受付を行います
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
学童保育の場所●多古・久賀・中村・常磐学童保育所
保育料●月額 7,000 円（8月は 10,000 円）　傷害保険料●月額 150 円
申請書類●社会福祉協議会で配布（町HPから印刷可）
申請受付● 2月 1日（金）～ 20 日（水）（土・日・祝日を除く）
　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

申込み・問合せ●社会福祉協議会☎ 70-6071

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 30 年 10 月 1日発効

平成 30 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。
　詳しくは、千葉労働局HPをご確認ください。
24 時間テレフォンサービス☎ 043-221-4700
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

千葉県最低賃金（時間額）
改正額

895 円

千
葉
県
特
定
最
低
賃
金（
時
間
額
）

業　　　種 改正額

調味料製造業 895 円

鉄鋼業 965 円

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 922 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 928 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

895 円

各種商品小売業 895 円

自動車（新車）小売業 922 円

　2月 17日（日）～19日（火）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、ご理解とご協力をお願いします。

図書館からお知らせ

くらしの情報
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