information
海匝・山武地域男女共同参画
セミナー

申

演題 どうなる日本の政治と経済
講師 橋本五郎氏（読売新聞特
別編集委員）
日時 ２月９日㈰ 14 時～・無料
場所 東金文化会館小ホール
申込方法 参加申込書を２月５日
までにＦＡＸ
・問 東金法人会☎(52)0022
(52)4397

申

テーマ 地域主体のまちづくり
－発想と実践－ あなたのまちで
今すぐできることばかり
講師 傍士銑太氏（㈱コンシスト
取締役常務執行役員）
日時 １月 19 日㈰ 14 ～ 16 時
場所 いいおかユートピアセンター
申込方法 氏名・性別・住所・
電話番号を電話
※託児有
（要予約 1月10日締切）
・問 千葉県男女共同参画セ
ンター☎043(252)8036
企画政策課企画係☎(80)1131

公益社団法人東金法人会
特別講演会

東金労働基準協会の講習会

第10回つばき杯
ビギナーズテニス大会
日時 １月 26 日㈰ ８時～
場所 千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場
種目 男子ダブルス、女子ダブル
ス
対象 千葉県在住・在勤・在学の
硬式テニス初心者
参加費 １組 2,000 円
申込 方法 １月５日８時 45 分よ
り窓口と電話で受け付け
・問 東総運動場
☎0479(68)1061
県立旭高等技術専門校
平成２６年度入校生２次募集
募集科目 ＮＣ機械加工科 (1 年
間 )、自動車整備科 (2 年間 )
募集期間 １月 23 日㈭まで
選考日 １月 30 日㈭
・問 県立旭高等技術専門校
☎0479(62)2508
申
申

申

労働安全衛生法で義務付けら
れている資格を取得するための講
習会（有料）です。
講習名
・危険予知訓練（ＫＹＴ）
日時 ２月 13 日㈭ 9 時～
・監督署・安定所への各種届出
日時 ２月 20 日㈭ 13 時半～
場所 成東文化会館のぎくプラザ
申込期限 １月 30 日㈭
・ 問 東金労働基準協会
☎(52)1061

親業講座より一歩深く学びま
す。３時間の講座を２回受講して
完結します。定員は 20 人です。
親の役割とは何か、子どもへの日
常の接し方、子どもの気持ちの聞
き方など実際にロールプレイなど
を取り入れながら学びます。
日 時 １月 17 日㈮・24 日㈮
９時半～ 12 時半
場 所 成 東文化会 館のぎくプ
ラザ２階視聴覚室
講 師 齋 藤ひとみ 氏（親 業 訓
練インストラクター）
※託児有（要申込）
・参加費無料
・問 生涯学習課 ☎(80)1456
申

千葉県の最低賃金が改正され
ました
改正時間額
千葉県最低賃金 777 円
千葉県特定最低賃金（調味料製
造業、
鉄鋼業など）
807～867 円
※詳細はお問い合わせください
問 千葉労働局労働基準部賃金
室 ☎043(221)2328

旭中央病院附属看護専門学校
看護学生募集
募集人員 奨学生 30 ～ 35 人
（一次・二次募集の合計）
願書受付 【一次募集】
１月 10 日
㈮必着 【二次募集】２月 10 日
㈪～ 21 日㈮必着
試 験 日 【一 次 募 集】１月 17 日
㈮・18 日 ㈯ 【二 次 募 集】２月
28 日㈮・３月１日㈯
※詳細はお問い合わせください
問 旭中央病院附属看護専門学
校 ☎0479(63)8111 内線 7702
県立東金高等技術専門校
平成26年度訓練生募集
募 集 科 目と 定 員（対 象 者） ①
ディスプレイ科 10 人（高卒以上
の 方）
②建 築 科 16 人（学 歴 不
問）
③左官技術科５人（概ね 40
歳未満の方）
募集期間 １月６日㈪～ 24 日㈮
選考日 ２月６日㈭
※建築・左官技術科は授業料がか
かりません
問 県立東金高等技術専門校
☎(52)3148

親業講座
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市役所のトイレ改修工事を行い
ます
第６回木彫展
日時 １月 17 日㈮～ 19 日㈰
10 時～16 時半（17 日は 13 時
から・19 日は 15 時まで）
場所 成東中央公民館ロビー
問 佐藤 ☎(82)6559

七宝焼・木目込み人形作品展
日時 １月 28 日㈫～２月２日㈰
９ 時～16 時（28 日 は 13 時 か
ら・２日は 15 時まで）
場所 成東中央公民館ロビー
問 今関恵子 ☎(84)1601
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合同就職面接会の開催
日時 １月 22 日㈬ 13 時～16 時
場所 東金市中央公民館
対象者 就職を希望する方（学生
を除く）
主 催 山 武 市・東 金 市・横 芝 光
町・ハローワーク
参加企業 20 社程度の見込み
※履歴書等は各自で持参してくだ
さい。
※申し込みの必要はありません。
問 農商工・観光課 ☎(80)1201

航空科学博物館「航空無線通信士
受験直前対策セミナー」
（要予約）
日時 １月18 日㈯・19 日㈰
場所 航空科学博物館１階多目的
ホール
費用 7,000 円
募集人員 先着 30 人
（中学生以
上）
講義科目 【18 日】
無線工学
【19 日】英語・電気通信術・電波
法規
・ 問 航空科学博物館
☎0479(78)0557
申

「株式会社ミヤスズ」発行の
商品券をお持ちの方へ
株式会社ミヤスズは、
平成 25 年
９月 20 日に破産手続き開始の決定
を受けました。
同社発行の商品券を
お持ちの方は、
資金決済に関する
法律に基づき還付を受けることが
できますので、
平成 26 年２月12 日
までに申し出を行ってください。
問 関東財務局理財部金融監督
第５課 ☎048(600)1152
関東財務局千葉財務事務所
理財課 ☎043(251)7214

工事期間中は、一部トイレが使
用できなくなります。
ご不便をおか
けしますが、
ご理解・ご協力をお願
いします。
工事期間 【本館東側トイレ】12
月中旬～１月下旬、
【本館西側
トイレ】２月上旬～３月下旬
※工事 期間中は新 館・成東保 健
福祉センターのトイレをご利用くだ
さい。
問 財政課 ☎(80)1507

県立東金病院閉院のお知らせ
県立東金病院は、平成 26 年３
月 31 日をもって閉院する予定で
す。閉院日までは、現在の診療を
継続していきますので、
今までどお
りご来院ください。
なお、閉院に関するお問い合わ
せは下記までお願いします。
問 東金病院 閉院に伴う相談
窓口 ☎(54)1531

山武郡市地域医療フォーラム
開催
テーマ 終末期医療
日時 ２月８日㈯ 13 時半開演
場 所 東 金 文化 会 館 小 ホール
（入場無料）
問 山武郡市広域行政組合保健
福祉課医療係 ☎(50)2533
「こころ」
と
「いのち」
と
「おかね」
の相談会
トラブルの原因になるストレス
や不安。一緒に解決できるかもし
れません。
日時 １月 25 日㈯、３月１日㈯
10 時～ 16 時（両日とも）
場所 千葉市民会館
※予約不要・相談料無料
問 千葉司法書士会
☎043(246)2666
国立歴史民俗博物館 くらしの
植物苑特別企画「冬の華サザンカ」
会期 １月 26 日㈰まで
※１・２月の開園日に先着 20 人に
植物苑で採取した種をプレゼント
場所 国立歴史民俗博物館くら
しの植物苑
問 国立歴史民俗博物館
☎043(486)0123

