「広報しばやま」がスマートフォンなどで簡単に見られます！
（バックナンバーも閲覧可能）

文芸

しばやま

全国国民年金基金千葉支部
☎043-221-6370

役場南庁舎ミーティングルーム
無料

問合せ

特定非営利活動法人リンク
☎0475-77-7531

公民館情報

魅力発信！

アロマ体験、臨時休館のお知らせ

航空科学博物館情報

●たのしい趣味の会（アロマ体験）

今回は「いつでもロールオンアロ

マ」を開催します。香水のように手首

航空科学博物館（☎78-0557）で開

催されたイベントなどを紹介します。

11月29日㈰に「JGSグランドハン

真②）
」が開催されました。

定員

８人
（定員になり次第締め切り）

700円

㈰に「集まれ！NARITA空港車輌（写

申込み １月20日㈬までに中央公民館

②

職種：看護師・介護職、その他

おなりだい

連絡先：043-237-1161（おもとの郷御成台）担当：竹下・山中

敏子

地元芝山町に新設される高齢者福祉施設
での介護の仕事です。
ご興味のある方は奮ってお問い合わせ下
さい。経験は不問です。

広報しばやま

北風の吹きすさぶなりドアの外
壽一

でスタッフの募集を開始しました！

沈みゆく夕日斜めに落葉道
百合子

「社会福祉法人春葉会 おもとの郷芝山」

満

旧東小学校跡地に新設します 特別養護老人ホーム

遮断機のギイと上がりて秋日和
多美子

週明けの朝の寒さや始発駅

令和３年３月オープン予定

光政

広告

真砂子

いします。

交番の出窓に置かれ烏瓜

が、ご理解とご協力の程よろしくお願

小春日や六つの島をつなぐ橋

となります。ご迷惑をおかけします

冬木の芽確かにありぬ日を浴びて

次点検により停電となるため、休館日

▶空港で活躍してい
るさまざまな特殊車
輌をすぐ目の前で見
ることができまし
た！

１月30日㈯は、電気設備年

①

深く息吸ふて見上ぐる冬木の芽
京子

●臨時休館日について

俳句
骨密度百パーセント秋高し
小夜子

（☎77-0066）
にご連絡ください。

業務に実際に携わっ
ているスタッフから
体験を交えてさまざ
まなお話を聞くこと
ができました！
◀

材料費

午前10時～正午

大木 幸子

１月28日㈭

髙橋 節子

日時

る便利でかわいいアロマです。

松川 恭子

ドリング教室（写真①）
」
、12月６日

斉藤 則子

につけたり、指先やつめの保湿もでき

身につけてこそ光り輝く

料金

問合せ

会場

八角 菊枝

いる方となります。

いる方で、国民年金に任意加入されて

怒賀 春子

４組まで）

※要予約、先着順となります。

五木田治巳

（30分/組

意加入している方、海外に居住されて

彼の日には欲しくて買いし装飾品

１月22日㈮

午後１時30分～３時30分

朝あさのコロナの欄に我が町の

時間

麦倉千代子

の方、60～65歳未満で国民年金に任

開催日

数字増えねば先ずは安堵す

国民年金に加入している１号被保険者

ずにまずはお気軽にご相談ください。

亡き夫に見せたき思ひ真赤なる

加入できる方は、20～60歳未満で

古り寂しお大師様を巡りゆく

す。

薔薇蘇り咲きたる庭を

の専門職が対応します。ひとりで悩ま

談に社会福祉士や精神保健福祉士など

読経の声秋空に消ゆ

で税制上の優遇も受けることができま

木犀の香りをくぐり手に朝刊

こと、お仕事探しや住まいなどのご相

となり、年金額は確定、掛金額も一定

台風も上陸せずにＵターン

する公的な年金です。終身年金が基本

かわらぬ日常今日のニュースは

子育て・家族・家計の問題、介護の

十一月詠草
やはりコロナが恐いらしくて

国民年金基金は、国民年金に上乗せ

短歌

忘れ物探す時間の多くなり

暮らしのお悩み相談会

風誘ひ薊の綿毛の旅立ちを

国民年金基金からのお知らせ

今日の一日を無為に過ぎたり

悩み事ありませんか？

子を手放すごと見つづけ居たり

ゆとりある老後のために
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くらしの広場
お知らせ

ウッドチップ無料配布のお知らせ

令和３・４年度入札参加資格審査申請
山武郡市広域行政組合が発注する建

設工事、建設工事に係る製造の請負、
調査・測量・設計などの業務委託およ
び物品購入などについて、競争入札に
参加を希望する方は、下記の期間に入

札参加資格審査申請を行ってくださ
い。

なお、申請手続きについての要領な

どは、山武郡市広域行政組合のホーム

ページからダウンロードしてくださ
受付期間

１月25日㈪～２月５日㈮

（必着となります）

※提出は原則「郵送」とし、簡易書留
などの追跡可能な方法により郵送し
てください。

郵送先

〒283-8505

１番地17

企画財政課

東金市東岩崎

山武郡市広域行政組合
契約管財係

※封筒などの表に「令和３・４年度入
札参加資格審査申請書在中」と記載
し、受付票の返信用封筒（長型３

号、宛名記入、84円切手貼付）を
同封してください。

問合せ

山武郡市広域行政組合
企画財政課

契約管財係

☎0475-54-0252

e-mail：k anzai@sanbukouikichiba.jp

URL：http://www.sanbukouikichiba.jp

届出票は「厚生労働省ホームペー

伐採した樹木を活用します

山武郡市広域行政組合

い。

『空き家・空き地バンク』～登録受付中～
詳細はこちらから（芝山町ホームページへ）

成田国際空港株式会社が「成田空港

ジ」からダウンロードできます。
【看護職員業務従事者届】

令和２年12月31日現在、県内で就

の更なる機能強化」の調査により発生

業している看護職員の方は届け出が必

チップを無料で配布します。お庭の

看護職員業務従事者届は「千葉県

した伐採樹木などを破砕したウッド

要です。

ガーデニングなどにいかがでしょう

ホームページ」からダウンロードでき

日時

能となります）

か。

１月27日㈬・28日㈭

届出票配布・提出先

午前11時～午後３時

（なくなり次第終了）

多古町一鍬田地区（空港隣

接地）

持ち物

千葉県山武健康

福祉センター（山武保健所）

※荒天の場合は中止となります。
配布場所

ます。（オンラインによる届け出も可

スコップ・袋・軍手など（積

み込みの際に必要な道具）、身分が

提出期限
問合せ

１月15日㈮

千葉県山武健康福祉センター

（山武保健所）
総務企画課

☎0475-54-0611

証明できるもの（運転免許証など）

千葉県特定（産業別）

詰め・積み込み・運搬をご自身でで

最低賃金改正のお知らせ

対象

空港周辺に在住されており、袋

きる方。詳しくは、成田空港の更な

千葉県特定最低賃金は、下記表のと

る機能強化ホームページをご覧くだ

おり２業種について金額の改正が行わ

URL：h t t p s : / / w w w . n a r i t a -

ました。

さい。

問合せ

kinoukyouka.jp/

成田国際空港株式会社

共生部
ループ

地域

エコ・エアポート推進グ

☎0476-34-5086

医師・歯科医師・薬剤師

届出および看護職員業務従事者届
調査・届け出内容

【医師・歯科医師・薬剤師の届け出】
医師・歯科医師・薬剤師の免許をお

持ちの方は、令和２年12月31日現在
の就業状況の届け出が必要です。

れ、令和２年12月25日から適用され

詳しくは、千葉労働局労働基準部賃

金室（☎043-221-2328）までお問
い合わせください。
業

種

改正額
（時間額）

鉄鋼業

９９５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

９５４円

※上記以外の業種については、千葉県
最低賃金である「925円」が適用さ
れます。

広告
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