「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

東京国税局総務部人事第二課

弓道教室を開催します

その他

受験資格や申

私たちと一緒に楽しく弓を引いてみ

ませんか？
対象

中学生以上

時間

午後１時～（２時間程度）

開催日
会場

５月８・15・22・29日㈰

芝山町総合運動場内弓道場

問合せ

芝山町弓道会（萩原）
☎080-1063-6941

※参加は予約制です。ご連絡ください。

試験係

☎03-3542-2111

込方法、試験概要の
詳細などは右記（採
用関係お役立ちリン

ク集）をご確認ください。
５月８日㈰～14日㈯は

看護の日・看護週間です
看護師になりたい方、看護の仕事を

知りたい方に、看護の魅力をお伝えし

適正かつ公平な賦課および徴収の実現

ます。（詳細はホームページ参照）

2022年度国税専門官を募集します

時間

国税局や税務署において、税務のス

ペシャリストとして働きませんか？
申込方法

右記
（人事

院国家公務員試験

【採用NAVI】）
から

お申し込みください。

受付期限 ４月４日㈪【受信有効】まで

開催日

５月８日㈰

会場

午前11時～午後５時

ペリエホール（千葉市）

※集合＋LIVE配信にて実施します。
内容

講演会、体験コーナー、進路相

談など

問合せ

公益社団法人

千葉県看護協会

☎043-245-0025
広告

短歌

二月詠草

コロナ禍に夜のテレビも興味なく
コロナ禍に籠る窓辺の日射し浴み
布団にもぐり周平を読む
デンドロビューム夢ふくらます
五木田治巳
髙橋 節子
初雪の畑一面に被う朝
一羽のカラス餌を漁りをり
連日の豪雪の報聞きながら
八角 菊枝
胸痛みたり星空仰ぐ
「今年もよろしく」ぺこり頭を下げる児の
怒賀 春子
成長まぶしく水仙ひらく
斉藤 則子
湧き出づる泉の底に潜みたる
目覚めたり布団のぬくもり捨てきれず
小さきや大き田螺見てをり
暗き朝明け一月尽日
麦倉千代子
大木 幸子
身動きの自由なき身や我が時間は
「鬼は外」唱へて病の鬼祓ふ
生活作業に使い果しぬ
君の心に春をねがひて
松川 恭子
冬木 節子

初心者大歓迎

問合せ

真砂子

満

政

子

一

小夜子

壽
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浅き春風に向ひてポストまで

百歳も通過点なり春来る

三食は薬飲むため春浅し

子

まもる

敏

春めくや八百屋に並ぶ露地野菜

広報しばやま

雪解けの音軽やかに賑やかに

紅梅やまだ温もりのある卵

初午の幟はためく過疎の村

光

京

広告

春霞出勤前のウォーキング

俳句

『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）

くらしの広場

注意）掲載されている内容については、新型コロナウイ
ルス感染拡大などの影響により、変更が生じる場
合があります。

お知らせ
山武郡市障がい者基幹相談支援センター

全国健康保険協会（協会けんぽ）

４月１日から開設します

千葉支部からのお知らせ

山武郡市障がい者基幹相談支援セン

ター「さんサポ」は、障がいのある方

は、身体計測・血圧・血液検査（脂
質、血糖、肝機能）・尿検査・問診
などです。

【令和４年度保険料率について】

令和４年度協会けんぽ千葉支部の健

が住み慣れた地域で自分らしく生活し

康保険料率は、本年３月分
（４月納付

どに関するさまざまなご相談をお受け

引き下げとなります。また、介護保険

ていくために、日常生活や社会参加な
いたします。また、地域の方や関係機
関と連携し、障がいのある方を地域全

体で支える地域づくりに取り組みます。
対象者

障がいのある方およびそのご

家族、支援者など

対応内容

障がいに関する総合的な相

談、障がいサービスなどに関する情
報提供や利用の支援、権利擁護のた
めに必要な支援、障がい者虐待防止
に関する相談・通報など

※困りごとや不安なことなどお気軽に

ご相談ください。年齢や障がい種別、
障害者手帳の有無は問いません。

開設場所

東金市南上宿41番地８

窓口開設時間

月～金曜日までの午前

８時30分～午後５時15分まで（祝
日、12月29日～１月３日は除く）

※窓口開設時間外の緊急時の対応や障
がい者虐待に関する相談・通報受付

分）
より、現行の9.79％から9.76％に
料率（全国一律）も、現行の1.80％か
ら1.64％に引き下げとなります。

健康保険料率は地域の医療費水準

に基づいて算出されます。「健診の受

診」
「保健指導の利用や医療機関への
早期受診で重症化を防ぐ」
「企業を挙
げて健康づくりに取り組む
（健康な職
場づくり宣言）
」などにご協力いただ

くことで、健康保険料率の伸びを抑え
ることができます。
問合せ

協会けんぽ千葉支部企画総務

グループ

☎043-382-8315

て「特定健診」を実施しており、４月
上旬頃にご自宅へ受診券を同封したご
案内を送付します。

健診は疾病の予防や早期発見に欠か

用の一部を協会けんぽが補助しますの

（s a n b u - k i k a n @

wanahome.or.jp）など

その他

利用料無料、委託先は社会福

祉法人ワーナーホームです。

ださい。

※自己負担は、受診される健診機関で
金額が異なる場合があります。

その他

加入者ご本人（35～74歳の

被保険者）を対象として「生活習慣
病予防健診」を実施しており、３月
下旬頃に勤務先へご案内を送付しま
した。

問合せ

協会けんぽ千葉支部健診専用

ダイヤル

☎043-382-8313

千葉県警察官

採用試験を実施します

受験資格

0475 - 86 - 6474）、ＦＡＸ（0475 86-6475）、

０円）をお持ちいただき受診してく

（40～74歳の被扶養者）を対象とし

せないものであり、日頃の生活習慣を

来 所 、 訪 問 、 電 話 （☎

葉県内での受診の場合950円または

受付期限

協会けんぽでは、加入者のご家族

健診機関へ直接予約の上、

受診券・健康保険証・自己負担（千

【健診を受診しましょう】

は、電話転送による対応です。

相談 方 法

受診方法

４月８日㈮まで

第一次試験日

５月８日㈰

・警 察官Ａ（男性187人程度、女性
23人程度）…大学を卒業した方ま

たは令和５年３月末までに卒業見込
みの方、平成元年４月２日以降に生
まれた方

見直すチャンスでもあります。健診費

・警 察官Ｂ（男性20人程度、女性５

で、毎年必ず健診を受診しましょう。

い方、平成４年４月２日から平成

特定 健診とは

メタボリックシンド

ロームに着目した生活習慣病の予防
を目的とした健診です。検査内容

人程度）…Ａ区分の学歴に該当しな
16年４月１日までに生まれた方

問合せ

山武警察署警務課

☎0475-82-0110
広告

明るい未来を私たちと！
未来へのイノベーションを共に成長・実感できる社会へ！
株式会社AQUASでは電気工事・電気通信工事の
スタッフを随時募集しております。
先ずは右下の連絡先へお気軽にお問い合わせください。

仕事内容
勤務時間
休
日
給
与
各種手当

LAN・AV・光工事全般
９:00～18:00
週休２日制
25万以上/月（応相談）
ボーナスあり・
交通費支給・社保あり

☎お問い合わせ
〒285-0902 千葉県印旛郡酒々井町伊篠457-6
TEL：080-6657-4224 担当：山口
メール：contact@aquas.info
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