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くらし
９月10日～16日は自殺予防週間
　
　９月 10 日の世界自殺予防デーに
ちなんで、10 日からの一週間は自
殺予防週間です。もし、あなたがこ
ころの悩みを抱えていたら、ぜひ次
の機関に相談してください。１人で
悩むより、まず相談を。
問い合わせ先
●千葉いのちの電話（24 時間）　
　 ０４３（２２７）３９００
●県精神保健福祉センター
　（午前９時～午後６時 30 分） 　
　 ０４３（２６３）３８９３
●印旛健康福祉センター 　
　 ０４３（４８３）１１３３
●相談事業所「ゆらり」
　 （90）００８１
●成田地域生活支援センター 　
　 （35）７７７１

福  祉
児童扶養手当の現況届

　児童扶養手
当の現況届は
提出しました
か？
　児童扶養手
当は、父または
母と生計を同
じくしていな
い、ひとり親家庭などの生活の安定
と自立を助け、児童福祉の増進を図
ることを目的に支給される手当です。
　手当の認定を受けている人は、「現
況届」に必要書類を添えて提出する
必要があります。まだ提出されてい
ない人は、８月分の手当が受給でき
なくなりますので、至急提出してく
ださい。
問・提出先
　子育て支援課児童家庭班
　 （93）４４９７

デイケアクラブ

　「日常生活が思うようにできない」、
「人と付き合うのが苦手」などの悩
みを持つ人の社会参加を目的とした
集団活動を月に１回行っています。
　随時参加者を募集しています。詳
しくは問い合せてください。
日時…９月 16 日（金）
　　　午後１時 30 分～３時
場所…福祉センター２階娯楽室
内容…室内活動（自主製作）
対象…市内在住の 18 歳以上で、精
神科などに定期的に通院している人
申込み…電話予約
問・申込先　
　社会福祉課障害福祉班
　 （93）４１９２

  ９月の中央公民館の休館日

 ５日（月）、12 日（月）、19 日（月・祝）、
22 日（木・祝）、26 日（月）

公民館の使用申請

■９月１日（木）から受付
　公民館棟の 12 月分、講堂棟の平
成 29 年３月分の使用申請の受付が
始まります。
　午前８時 30 分までに複数の人が
申請に来たときは、申請の受付順を
決める抽選を行います。
問中央公民館　 （92）１２１１

公民館教室･講座
危険物取扱者試験・
受験者講習会

危険物取扱者試験
　詳しくは 一 消防試験研究セン
ターホームページで確認できます。
●一 消防試験研究センター
H P http://www.shoubo-shiken.or.jp
■日時・場所
① 11 月 20 日（日）午前 10 時～
　日本大学実籾校舎＜習志野市新栄＞
② 11 月 27 日（日）午前 10 時～
　館山総合高等学校＜館山市北条＞
　国際武道大学＜勝浦市新官＞
　千葉科学大学＜銚子市潮見町＞
③ 12 月 4 日（日）午前 10 時～
　清和大学・木更津総合高等学校
　＜木更津市東太田＞
受付期間…
▼電子申請（24 時間）
　9 月 20 日（火）～ 10 月 14 日（金）
▼書面申請　 一 消防試験研究セン
ターで受付をします。
　9 月 23 日（金）～ 10 月 17 日（月）
　午前９時 30 分～午後４時
　（土・日曜日、祝日を除く）
費用…○甲種　５，０００円
　　　○乙種　３，４００円
　　　○丙種　２，７００円
受験者講習会
日時…10 月 13 日（木）
　　　午前9時30分～午後4時45分
場所…四街道市文化センター
　　　＜四街道市大日＞
受付期間…9月26日(月)～30日（金)
費用…３，６００円　定員…１５０人
※市危険物安全協会では、試験の受
験願書の配布と講習会の受付を実施
します。
問・申込先　市危険物安全協会
　（消防本部予防課内）
　 （92）１３１３

パパ・ママのための
赤十字救急法スクール

　乳幼児の突然死の問題や突発的な
事故に対処する知識や技術を普及す
るために開催します。
日時…９月８日（木）
　　　午後１時 30 分～３時 30 分
場所…成田赤十字病院研修棟講堂
　　　＜成田市飯田町＞
内容…
■講演
　「乳幼児期に多い病気・ケガ・事故」
■実技「応急手当の技術」
　のどにモノがつまった、呼吸・心
臓が止まった場合など
対象…乳幼児の父親・母親、現在出
産準備をしている人
費用…１５２円（保険料、テキスト代）
定員…20 人　申込み…電話予約
その他…託児あり（要事前予約）
問・申込先　成田赤十字病院社会課
　 （22）２３１１

スポーツ
秋季市ダブルステニス大会

日時…10 月 30 日（日）
　　　集合　午前８時 45 分
　　　予備日　11 月６日（日）
場所…市営テニスコート
対象…市内在住・在勤の中学生以上の人
種目…ダブルス（男女組合せ自由、
ハンディあり）
費用…１人１，０００円
定員…16 組程度
申込み…10 月 17 日（月）までに
電話または電子メールにて
問・申込先　
　市体育協会テニス専門部　平野
　 ０９０（９３６３）０３０７
　 hiranokykk@yahoo.co.jp

相  談
就労・進路に悩む若者応援！

（厚生労働省委託事業）

　働くことに悩みを抱えている若者
を支援する「就労・進路相談」を行
います。
日時…９月８日（木）午後１時～５時
場所…市役所分庁舎１階会議室
対象…概ね 15 ～ 39 歳までの就労
に悩みを抱えている人またはその保
護者
費用…無料　申込み…電話予約
問・申込先　
　ちば北総地域若者サポートステーション
　 （37）６８４４

第16回障害者雇用促進就職面接会

　ハローワーク（公共職業安定所）
では、県と千葉市との共催で障害者

（身体、知的、精神）の人を対象と
した就職面接会を開催します。
　求人企業は、千葉、千葉南、茂原、
成田の各ハローワークエリアの企業
を中心に約１００社を予定してしま
す。
日時…10月28日（金）午後１時～４時
場所…千葉ポートアリーナ
　　　＜千葉市中央区問屋町＞
申込み…10 月７日（金）まで
問・申込先　ハローワーク成田
　 （27）８６０９
　FAX 　（27）１８８９

募  集
葉山保育園臨時保育士募集

　勤務条件など、詳しくは問い合わ
せてください。
■資格　保育士・幼稚園教諭の資格
を有する人（保育士資格のみも可）
■職務内容　園児の保育（通常保育・
時間外保育・土曜保育）
■職務内容・勤務時間
▼通常保育・時間外保育
○午前８時30分～午後７時15分
　の間で７時間 45 分（休憩１時間）
○月～土曜日の間で５日間
▼土曜保育
　午前７時～午後３時 15 分
■募集人数　若干名
■提出書類
○履歴書（市販のものに必要事項を
　記入し、写真を貼付）
○保育士・幼稚園教諭資格の写し（両
　資格取得見込み、保育士資格のみ
　も可）
■賃金　時給１、０６０円
※交通費は別途支給
■その他　保険・休暇は市の規則に
基づき適用・付与
問・申込先　葉山保育園
　 （93）１２１５

シルバー人材センター会員募集

　県内就業率トップクラスの市シル
バー人材センターには、現在就職意
欲を持つ 60 歳代前半から 80 歳代
後半まで、２５０人以上の人が男性
女性を問わず入会しています。
　60 歳以上の心身共に健康で働く
意欲があって、センターの趣旨に賛
同できる人は、どなたでも入会でき
ます。入会には必要書類の記入や年
度会費３，６００円などが必要です。
問 市シルバー人材センター
　（市社会福祉センター内）
　  （90）１３７５

現況届


