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お知らせ

献血

11
されていないごみが置かれて

いる﹂など︑ごみ出しのルー

ル・マナー違反に関するご相

談が多く寄せられます︒

ごみを出すときは︑近所の

方の迷惑とならないよう︑ご

りましょう︒

なお︑ごみは必ず収集日の

﹁仕事やサービスの内容﹂に
◇さんむエリアネット

第２ホール

▼会場＝千葉商工会議所 階

電話相談＝ 時間３６５日︑

▼相談方法

︵公財︶千葉県生活衛生営

受け付けています︒

訪問相談＝必要に応じて家

24

この運動期間をきっかけに︑
▼内容＝﹁ＤＶなんて他人事﹂

にひそむ危険〜知っておきた

□
申・ 県男女共同参画課

いＤＶ・児童虐待の基礎知識〜

︵２２３︶
２３７６
☎０４３

90

▼講師＝松野真氏ほか

◇全国一斉﹁女性の人権ホッ

▼募集人数＝ 人程度

女性に対する暴力について考

トライン﹂強化週間

来所相談

え︑暴力のない社会をつくっ

庭訪問を実施します︒

を受け付けています︒

ていきましょう︒

フ
※ァクスやメールでも相談

▼対象＝ひきこもりに関する

やストーカー等の女性をめぐ

ことのほか︑福祉のことや日

る各種の人権問題について︑

および法務局職員が電話相談

夫・パートナーからの暴力

方の電話相談

﹁女性に対する暴力をなくす

◇ＤＶ・児童虐待予防セミナー

◇暴力︵ＤＶ︶に悩んでいる

さんぶエリアネット

▼ 千葉県女性サポートセンタ

運動﹂期間中︑人権擁護委員

日㈯は

常生活・就業等でお困りの方

☎０４７５
︵５３︶
５２０８

☎０４３
︵２０６︶
８００２

ー電話相談
︵毎日 時間受付け︶

日㈰〜

に応じます︒お気軽にお電話

ついて信頼できるお店です︒

業指導センター

▲厚生労働大臣認可

☎０４３
︵３０７︶
８２７２

ひきこもりに関する相談窓口

ひとりで悩まずに︑お気軽

０４７５
︵８０︶
２８０８

月

︿女性向けセミナー﹀

24

〜健康ポイント対象事業〜

にご相談ください︒

10

み出しルールをしっかりと守

◇千葉県ひきこもり地域支援

12

ご協力をお願いします︒

朝８時までに集積所に出して

▼日時＝ 月 日㈰ 時〜

ください︒収集後に出された

時 分・ 時〜 時

ーアミリィ

ごみは︑収集できませんので︑ センター

﹁女性に対する暴力を

ください︒

17

▼会場＝ショッピングセンタ

▼持ち物＝献血カード︵持っ

ご協力をお願いします︒
▼相談方法

ている方︶︑運転免許証など

なくす運動﹂
期間です

25

▼日時＝ 月 日㈪〜 日㈮

18

16

12

▼日時＝ 月 日㈭ 時〜 時

11

13

13 11

11 FAX

▼会場＝きぼーる３階千葉市

区

11

45

14

ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ

マーク付き）は祝日・振替休日は収集しません
地

電話相談＝祝日・年末年始

ペットボトル（

を除く㈪〜㈮９時 分〜 時

11月のごみ収集日

地域づくり課環境対策班

☎043（225）4567

17

16

11

日

千葉中央法律事務所

☎０４７５
︵７０︶
０３８６

千葉市中央コミュニティセンター

10 19

月

日時・会場＝11月25日㈯13時〜16時

19 30

時︑

●労災職業病なんでも相談会

☎0475（53）
3200

11

12

分〜

杉田

☎０５７０
︵０７０︶
８１０

千葉司法書士会つくも支部／担当

千葉県人権擁護委員連合会

日時・会場＝毎月第2㈫18時〜21時・東金市中央公民館

☎０４３
︵２４７︶
３５５５

千葉県税理士会東金支部 ☎0475（50）6322（予約＝9時〜12時）

予
●ナイター無料法律相談 ○
（登記・多重債務・成年後見・相続・裁判などについて）

30

▼相談電話

予
●税理士による無料相談 ○
日時・会場＝11月1日㈬・15日㈬10時〜15時・東金商工会館

健康増進課健康増進班

18

☎0120（089）354

の身分証明できるもの

☎043（254）8930

８時

（公財）千葉県暴力団追放県民会議

17

16

子ども交流館アリーナ

日時・会場＝11月22日㈬10時〜16時・長生地域振興事務所

11

30

暴力は︑性別や加害者︑被

●移動暴力相談所（暴力団に関する相談）

30

30

害者の間柄を問わず︑決して

☎043（251）7830

分

財務省千葉財務事務所債務相談窓口

19

16

㈯・ 日㈰ 時〜 時

一人で悩まず、ご相談ください。秘密は厳守します。

13

許されるものではありません︒ ▼ 内容＝幸せ夫婦リメイク講座

☎0475（54）0611

●多重債務者相談（借金問題は解決できます）

18

30

第
※１㈮は 時〜 時 分

祝日を除く㈪〜㈮９時〜17時

・会場 山武健康福祉センター（山武保健所）

〜不幸予防はじめませんか〜

予
○

▼講師＝赤星たみこ氏

来所相談 祝日を除く毎週㈪9時〜17時
障害者差別相談＝電話相談 ☎0475（54）3556

特に︑夫・パートナーからの

祝日を除く㈪〜㈮9時〜17時

予
○

こもりに関する問題を抱えた

11月8日㈬・22日㈬14時〜15時30分
ＤＶ相談＝電話相談 ☎0475（54）2388

予
○

▼対象＝原則 歳以上のひき

精神保健福祉相談＝11月1日㈬・15日㈬14時30分〜16時

▼募集人数＝２５５人程度

予
○

予
○

暴力︑性犯罪︑売買春︑人身

親と子の心の相談＝月1回

取引︑セクシャル・ハラスメ

※㈫・㈬が祝日の週を除く

エイズ検査＝11月6日㈪・20日㈪13時〜14時

ご本人・ご家族等

腸内細菌検査＝毎週㈫9時〜11時

事務局︵千葉地方法務局人

●山武健康福祉センター（山武保健所）から

︿男性向けセミナー﹀

予
○

予
心の相談＝第2㈮9時〜15時 ○
・会場 社会福祉協議会 ☎0475（70）1122（相談専用）

ント︑ストーカー行為など︑

税務相談＝第2㈫13時〜16時

予
○

千葉県ひきこもり地域支援

法律相談＝第1〜4㈬13時〜16時

権擁護課内︶

心配ごと相談＝第2・4㈪13時〜16時（電話相談可）

▼日時＝ 月 日㈮ 時 分

●社会福祉協議会から

女性に対する暴力は︑女性の人

☎043（299）2921

（公財）千葉県産業振興センター

センター︵相談電話︶

☎0475（70）0355

権を著しく侵害するものです︒ 〜 時 分

商工観光課振興班

☎０４３
︵２０９︶
２２２３

予
よろず支援拠点サテライト相談（経営相談） ○
日時・会場＝11月15日㈬10時〜16時・分庁舎（商工観光課）

☎０４７５
︵７２︶
８３２１

（予約締切＝11月13日㈪）

●商工観光課から

お店選びは︑厚生労働大臣

☎0475（70）0393

認可のＳマーク登録店で

農業委員会事務局

ごみの出し方に注意を

予
●農業委員会から（結婚相談） ○
結婚相談＝11月15日㈬13時30分〜15時・中央公民館

理容店︑美容店︑クリーニ

予
中央公民館 ○
地域づくり課市民協働推進班 ☎0475（70）0342

ご家庭から排出されるごみ

※消費生活相談電話＝☎0475（70）0344

交通事故巡回相談＝11月9日㈭10時〜12時、13時〜15時

について︑市民の皆さんから︑ ング店︑めん類飲食店︑一般

中央公民館

飲食店のＳマーク登録店は︑

10時〜12時、13時〜16時

﹁指定されたごみ袋に入れな

中央公民館

消費生活相談＝祝日を除く毎週㈪・㈫・㈬・㈮

﹁事故が発生した場合の賠償

人権・行政相談＝11月16日㈭10時〜12時、13時〜15時

いで置かれている﹂﹁ごみ袋

●地域づくり課市民協働推進班から

の実施﹂﹁施設の設備の内容﹂

予＝要予約
○

からはみ出している﹂﹁分別

相談コーナー

情報 コーナー

2017.11.1

名

ビ ン
ガラス

金属類

カ

1日㈬

22日㈬

15日㈬
29日㈬

8日㈬

7日㈫

6日㈪

ペット
可燃ごみ 蛍光灯 乾電池
ボトル
毎週㈮
毎週
㈪㈬㈮

9日㈭
30日㈭

毎週㈭

17日㈮

10日㈮
24日㈮

毎週㈪

毎週
㈫㈭㈯

21日㈫

14日㈫
28日㈫

毎週㈫

毎週
㈪㈬㈮

20日㈪

13日㈪
27日㈪

毎週㈬

毎週
㈫㈭㈯

16日㈭

今月は収集を行いません

2日㈭

ン

今月は収集を行いません

金谷郷（１区・２区・３区・４区・５区・沓掛・旧駅前のうちJR東金線より西側地
区）・餅木・大竹・季美の森南・大網（南町のうちJR東金線より西側地区）・北
吉田・桂山・九十根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋
大網（笹塚・前島・長峰・竹の下・道塚・北の谷・宮谷・内谷・前島団地・前島区
内町内会・新堀・本宿と新田のうちJR東金線より西側地区・沼向・双葉区・福
田のうち県道山田台大網白里線より北側地区）・県道山田台大網白里線より
北側の（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）・小西・養安寺・北横川・山口・みどりが
丘・上貝塚・清名幸谷・上貝塚柿餅入会地・上谷新田・富田（北）・富田（東）
永田・ながた野・小中（平沢）・萱野・砂田・神房・北今泉・南今泉（県道山田台大網
白里線より北側地区）
大網（浜宿・新宿・南町また本宿と新田でJR東金線より東側地区・福田のうち県
道山田台大網白里線より南側地区）・金谷郷（JR東金線より東側地区）・仏島・
みやこ野・経田・駒込（15区のうちJR外房線より東側地区および大あみハイ
ツ）・南飯塚・南横川・弥幾野・星谷（星谷・大網・駒込・仏島・富田）・県道山田
台大網白里線より南側の（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）・富田（南）・わらび台
南玉・池田・駒込（7区・15区のうちJR外房線より西側地区）・みずほ台（みずほ
東自治会含む）・小中（小中・宮崎）・四天木・四天木甲・四天木乙・南今泉（県
道山田台大網白里線より南側地区）

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５（７０）０３８６

今月の納税
11月30日㈭は、国民健康保険税
第５期の納期です。納税には便利な
口座振替をご利用ください。
◇休日窓口開設（市税）
▶日時＝11月26日㈰ 9時〜15時
▶場所＝税務課
▶内容＝市税の納付および納税相談
※納付は納付書を持参ください（お
釣りのないようにお願いします）。
税務課収税班
☎０４７５（７０）０３２３

