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平成２９年就業構造基本調査にご協力をお願いします
総務省統計局では、１０月１日現在で就業構造基本調査を実施します。
この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的としており、
国が行う調査の中でも特に重要なものとされる「基幹統計調査」です。
９月下旬から、調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので、ご回答へのご
協力をお願いします。
◇問合せ先 総務企画課

企画財政室

℡５５−４８０１

ご存知ですか？労働委員会

労災職業病なんでも相談会

〜雇用のトラブル まず相談〜
千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用者の間で生じ
た解雇・パワハラ・労働条件の不利益変更などの労働関係の
トラブルについて、労働委員会の委員が間に入って、双方の
歩み寄りによる円満な解決を目指す「個別的労使紛争のあっ
せん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者、使用者どちらからでも申請で
きます。あっせんを希望される方は、お気軽にお問い合わせ
ください。
◇問合せ・申込み先
千葉県労働委員会事務局（千葉県南庁舎７階）
℡０４３−２２３−３７３５

危険物取扱者試験
○試 験 日
○場
所
○受 験 料

１１月２６日（日）
安房拓心高等学校
甲種 ５，０００円
乙種 ３，４００円
丙種 ２，７００円
※願書受付 （一財）消防試験研究センター
千葉県支部

◇日

時 ９月３０日（土）
１３：００〜１６：００

◇会

場 千葉市中央コミュニティセンター

◇対応者

弁護士、労働安全管理者、
ソーシャルワーカー

◇連絡先

他

千葉中央法律事務所
℡０４３−２２５ ４５６７

◇費

用 無料

◇その他

予約不要・当日受付

試験のための受験者講習会
受験に必要な知識、物理化学、法令等の説明
○講 習 日 １０月２５日（水）
○場
所 館山市コミュニティセンター
○受講料等 ６，２８０円（テキスト代２，６８０円含む）
乙種第４類の問題集は別売（１，６６０円）

◇受付期間 危険物取扱者試験 電子申請：９月４日（月）〜１０月２０日（金）
（２４時間対応）
書面申請：９月７日（木）〜１０月２３日（月）
（土・日・祝日を除く）
試験のための受験者講習会

９月７日（木）〜１０月２３日（月）
（土・日・祝日を除く）

◇願書配布・講習会受付場所 安房郡市消防本部予防課、鴨川消防署、千倉分署、鋸南分署
※鴨川消防署、千倉、鋸南分署は、災害出動時等は講習会受付及び願書配布ができない場合があります。
◇問合せ先 安房郡市消防本部 予防課 ℡２２−２２３４
（一財）消防試験研究センター千葉県支部 ℡０４３−２６８−０３８１
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暮らしの情報館

千葉県では、飼育できない等の理由で施設に引き取られる不幸な犬・猫が年間約５，６００頭もいます。その
うち約８割が子犬・子猫です。このような不幸な犬・猫をなくすため、
（公社）千葉県獣医師会と（公財）千葉
県動物保護管理協会では、毎年動物愛護週間行事の一環として不妊・去勢手術普及助成事業を実施しています。
子犬・子猫が生まれたら困る方・生まれても育てられない方は、必ず不妊・去勢の手術をしてあげてください。
◇助成の対象となる動物（高齢、生後半年未満、病気による場合など、手術ができないことがあります。
）
①飼いイヌ

今年度の狂犬病予防注射が済んでいて、登録がされている手術可能なオス・メス

②飼いネコ 手術可能なオス・メス
◇応募期間

９月２０日（水）〜９月２６日（火）の消印有効

※期間前後の消印は無効になります。

※応募多数のため毎年抽選となっています。一世帯あたり１頭＝１通のみの応募。
※応募される方は、
（公社）千葉県獣医師会会員の下記病院へ相談し、応募用紙を受け取るように
してください。
◇助成金額

助成利用券を利用し、今年１２月２６日（火）までに手術を受けた場合、手術
費用から５，０００円が助成されます。また、手術と同時にマイクロチップを
装着される場合は、マイクロチップ費用の一部として１，０００円が助成されます。
※手術費用は動物病院によって異なりますので、事前に動物病院にお問い合わせください。

◇問合せ先 マーレ動物クリニック

℡２５−３３３８

安房中央動物病院

℡２２−３３２１

しみず動物病院

℡０４−７０９２−３６７５

原島動物病院

℡０４−７０９７−０６４４

はた動物病院

℡５７−３８２８

南房総のお仕事探し in 東京 参加企業を募集します
館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町とハローワーク館山、ＮＰＯ法人おせっ会が連携して開催する、
南房総地域への移住を検討している方などＵＪＩターン希望者を対象とした、合同企業説明会「南房
総のお仕事探し in 東京」の参加企業を募集します。
◇日

時 １０月２７日（金）１３：３０〜１６：００

◇場

所 東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」
（小田急第一生命ビル２１階）
東京都新宿区西新宿２−７−１

◇募集企業 ２０社程度
◇内

容 各企業ブースでの個別面談・個別面接など

◇申込方法 ハローワーク館山 求人係にて申込受付
◇受付期間 ９月１日（金）〜９月１５日（金）
◇注意事項 ・当イベントの参加にあたっては、ハローワーク館山へ求人票の提出が必要です。
・提出済みの企業については、当イベント用の求人「資格・経験不問」等ご用意ください。
・個別に企業紹介資料を用意していただく予定です。
・申込み多数の場合は、業種・地域性等を考慮して抽選とさせていただきます。
◇申込・問合せ先 ハローワーク館山 求人係

〒２９４−００４７

館山市八幡８１５−２

℡２２−２２３６

２２−２２４１

２

暮らしの情報館

第１０回房総がんケア
フォーラムのお知らせ

次回は、９月６日（水）です。
◇回収場所 各地区の指定回収場所
◇回収品目 新聞・チラシ
◇時
間 ７：００〜９：００
※収益金は学校の施設整備、児童図書の充実等に活用
されます。
地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

亀田総合病院では、下記のとおり講演会を開催し
ます。どなたでもお越しいただけますので、ぜひご
参加ください。
◇日時 ９月９日（土） １３：３０〜１６：３０
◇場所 亀田総合病院

Ｋタワー１３階

ホライゾンホール
◇定員 ６０名

ピア・サポーターズサロンちば 開催

◇内容 『癒しのプログラム サイモントン療法』
〜がん患者さまとそのご家族（サポーター）に

がん経験者であるピア・サポーターが「仲間」として
患者さまやご家族の悩みを聞いたり、体験をお話しする
場です。少人数で話しやすい雰囲気です。
◇日時 ９月１３日（水）１０：００〜１５：００

講演及びワークショップを予定しています。
○講師 ＮＰＯ法人サイモントン療法協会
副理事長 田村 祐樹 先生
◇申込み・問合せ先

◇場所 亀田総合病院Ｋタワー１３階

９月２日（土）までにお申込み下さい。

ホライゾンホール

亀田総合病院

※申込み不要、ご都合のよい時間にお越しください。
◇問合せ先 亀田総合病院

対する心理療法〜

総合相談室

がん拠点病院推進センター

℡０４−７０９９−１２３０
ＦＡＸ０４−７０９９−１２３１

℡０４−７０９２−２２１１

千葉県南総文化ホールでは、外国人の感性や文化、そして安房郡市の国際交流協会の活動について広く県民の
皆さんに理解していただき交流の場とするため、
「国際交流フェスタ in AWA」を開催します。
外国人による日本語スピーチコンテストでは、千葉県に在住する外国人の方が地域社会の中で感じ、考え、発
見した事柄等を題材にして、自分の経験・意見を日本語でスピーチして頂きます。たくさんの応募をお待ちして
います。
◇日

時

１２月１０日（日） 開場：１２：３０ 開演：１３：００

◇場

所

千葉県南総文化ホール 小ホール

◇応募資格 日本在住通算年数 初級：5 年以内 上級：特に設けない
過去の本大会で最優秀賞を受賞していないこと。※初級で受賞した場合は上級への応募可能。
◇募集人数 初級 8 名 上級 5 名 いずれかの希望のコースに応募してください。
応募が募集人数を越えた場合は、書類審査で募集人数に絞る場合があります。
◇テーマ等 テーマは自由です。
（例：
「私のお国自慢」
「私が経験したカルチャーショック」など）
５分以内（原稿使用可）
◇応募方法 発表内容を日本語で４００字程度に要約して、題名・住所・氏名・年齢・国籍・職業（学校名・学
年）
・電話番号を応募用紙に記載し、郵送、Fax、または添付メールで応募してください。
※申込書は、千葉県南総文化ホール窓口及び HP（http://nanso-bunka.jp）よりダウンロードできます。
◇応募締切 １０月２８日（土）
出場者の決定（予備審査）応募人数を大幅に越えた場合は書類審査で人数を調整し、不通過となった応募者に
は、１１月７日（火）までに通知します。
◇主

催

千葉県南総文化ホール

◇申込み・問合せ先

〒２９４−００４５

館山市北条 740-1

国際交流フェスタ事務局（千葉県南総文化ホール内）
℡２２−１８１１

Fax２２−１８３４

E-mail

担当 石井

asami-ishii@kmix.co.jp

３

暮らしの情報館

千葉地方法務局館山支局では、次のとおり予約制の
登記に関する相談を行っています。
◇日

時 毎週 火曜日・木曜日（祝日を除く）
９：３０〜１２：００
１３：００〜１５：３０

◇場

所 千葉地方法務局館山支局

◇相談内容 相続による所有権移転登記や住宅ローン
完済による抵当権抹消登記などの不動産
登記に関する相談
◇予約・問合せ先 千葉地方法務局館山支局

千葉県税理士会館山支部では、予約制の無料税金相
談会を開催します。
◇日
時
９月１２日（火）
、１０月１７日（火）
１０：００〜１５：００
◇場
所 千葉県税理士会館山支部
◇相談内容 税金全般に関すること
◇予約・問合せ先
千葉県税理士会館山支部
担当 長谷川 ℡２３−４１３２

℡２２−０６２０

法務局では、国民のみなさまの日常生活における様々な心

館山調停協会では、無料調停相談会を開催します。

配事や悩み事に関する相談会や、相続登記の重要性などに関

夫婦関係・相続など家庭内や親族間のもめごと、

する公開講座を実施するため、以下のとおり無料の休日相談

土地建物・借入債務・交通事故など民事のもめごと

所を開設します。

について、裁判所の調停委員が手続きの相談に応じ

◇日時 １０月１日（日）１０：００〜１６：００

ます。弁護士の委員も参加します。予約は不要です。

◇内容
不動産登記、商業・法人登記、境界、戸籍・国籍、

◇日

時

供託、人権問題などに関する相談、公開講座

１０月７日（土）
１０：００〜１５：００

◇申込期間 ９月１日（金）〜

◇場

※定員になり次第締め切ります

所

館山市コミュニティセンター ２階

◇問合せ先 館山調停協会

◇申込み・問合せ先

℡２８−５４６８

千葉地方法務局総務課
℡０４３−３０２−１３１１

〜有 料 広 告 欄 〜

町公式ホームページのバナーも募集しています。詳しくは、下記へお問い合わせください。
◇問合せ先

総務企画課

企画財政室 ℡55−4801

４

