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県庁の宛先は、〒260-8667（住所記載不要）各担当課
ファクスによるお問い合わせは県報道広報課まで　　043-227-0146

毒物劇物取扱者試験
試験種別　一般毒物劇物取扱者試験、農
業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目
毒物劇物取扱者試験
日12月9日（水）
会幕

まく

張
はり

メッセ国際展示場（JR京葉線海浜
幕張駅から徒歩5分）
申願書を簡易書留で郵送
※願書は10月16日（金）まで県各健康福
祉センター、千葉市・船橋市・柏

かしわ

市の各
保健所または県薬務課で配布します。
受10月16日（金）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）県薬務課

043-223-2618
毒物劇物取扱者試験　千葉県　 検索

健康福祉センターなどの臨時的任用職員
　県各健康福祉センター（保健所）などで
の勤務を希望する方を随時募集していま
す。登録後、職員の育児休業取得などに
より代替職員が必要となった場合に面接
を行い、採用となります。
募集職種　保健師、看護師、准看護師、管
理栄養士、栄養士、獣医師、薬剤師、臨床検
査技師、精神保健福祉相談員、保育士、児
童福祉司、心理、児童自立支援専門員、児
童指導員
申申込書、履歴書などを郵送または持参
※持参の場合は平日9時～17時。応募資
格など、詳しくはホームページをご覧に
なるかお問い合わせください。
問〒260-8667（住所記載不要）県健康福
祉政策課 043-223-2605
千葉県　健康福祉部　臨時的任用　 検索

県立高等技術専門校（愛称：ちばテク）
令和3年4月入校生
　各分野で働くための専門知識・技術を
身に付けられ、各種資格も取得可能です。
対中学校、高校を卒業して就職を目指す

方、再就職・転職を考えている方
校名・訓練科 ▼市

いち

原
はら

校：自動車整備、
電気工事、溶接非破壊検査、塗装 ▼船橋
校：機械技術、システム設計、冷凍空調設
備、金属加工 ▼我

あ

孫
び

子
こ

校：NC機械加工、
造園、事務実務（知的障害者対象） ▼旭

あさひ

校：
自動車整備、NC機械加工 ▼東

とう

金
がね

校：空
間デザイン、建築、左官技術 ▼障害者校：
情報技術、情報事務
受10月23日（金）まで（障害者校は10月
30日（金）まで）
※詳しくはお問い合わせください。
問各高等技術専門校
市原校 0436-22-0403
船橋校 047-433-2790
我孫子校 04-7184-6411
旭校 0479-62-2508
東金校 0475-52-3148
障害者校 043-291-7744
または県産業人材課 043-223-2754
ちばテク　 検索

地球温暖化防止活動推進員
　地球温暖化対策の普及啓発活動を行う
ボランティアを募集しています。
　推進員は、節電やゴミの減量など自ら
の日常生活でできる温暖化対策を行いな
がら、地域イベントへの参加や出前講座
の講師を務めるなど、さまざまな活動を
行っています。
　あなたの特技や経験・ネットワーク
を生かして、地域で活躍してみませんか。
ご応募お待ちしています。
申ホームページから応募申請書をダウン
ロードし、郵送またはファクス
受10月30日（金）まで（必着）
問〒260-0024千葉市中央区中央港1-11-1
千葉県地球温暖化防止活動推進センター
043-246-2180 043-247-4152

千葉県　温暖化　推進員　 検索

福祉のしごと就職フェアinちば
対社会福祉施設などに就職を希望する方

日会①10月10日（土）13時～16時、市川
グランドホテル（市川市市川1-3-18）
②11月28日（土）13時～16時、茂原市総
合市民センター（茂原市町

まち

保
ぼ

13-20）
内求人事業所との面談会・相談会、各種
相談コーナー
問（福）千葉県社会福祉協議会千葉県福
祉人材センター
043-222-1294 043-222-0774

千葉県福祉人材センター　 検索

エコメッセ2020inちば
　「S

エスディージーズ

DGs※暮らし方変革」をテーマに
Z
ズ ー ム

oomやY
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeを使った環境イベント
をオンラインで開催します。
※SDGs…持続可能な開発目標
日11月1日（日）10時～16時
内①セミナー「みんなで創ろう！SDGs！
～環境・経済・社会的課題の同時解決～」
②学生団体「おりがみ」によるパネル
ディスカッション「SDGsユース会議
2030～『行動の10年』をどう過ごすか～」
③企業・各種団体の活動紹介動画配信
定①②500人（申込先着順）③なし
受①②10月31日（土）まで ③なし
申ホームページから申し込み
※申し込みいただくとチャット機能から
意見や質問を送信できます。イベント全
体の様子は同時配信されるYouTubeで、
どなたでもご覧いただけます。
　詳しくはホームページをご覧になるか
お問い合わせください。
問エコメッセちば実行委員会

080-5374-0019
エコメッセちば　 検索

犯罪被害者支援員養成講座
　支援員の役割や、犯罪被
害者への理解と支援方法に
ついて基礎から学びます。
日会 ▼①12月6日（日）ホテ
ルポートプラザちば（JR千葉
みなと駅から徒歩1分） ▼

②13日（日）（公社）千葉犯罪被害者支援
センター（千葉モノレール葭川公園駅か
ら徒歩5分） ▼③20日（日）船橋市中央公
民館（JR船橋駅から徒歩7分）、各日10時
～16時
定①③各30人、②20人（申込先着順）
申受講希望日、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号を書いてファクスまた
はEメール。電話申し込み可
受11月13日（金）まで
問（公社）千葉犯罪被害者支援センター
043-225-5451 043-225-5453
chibacvs@orion.ocn.ne.jp

ちばの縄文
－貝塚からさぐる縄文人のくらし－
  千葉県は貝塚数日
本一です。ドキドキ
な土器、ピカピカな
石器、ふしぎな土偶
が大集合！縄文人の
くらしをさぐってみ
よう！
日10月10日（土）～12
月13日（日）10時～16
時30分（入館は16時まで）
休月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
料一般：500円、高校・大学生：250円、
65歳以上・中学生以下・障害者手帳を
お持ちの方とその介護者1人無料
問会県立中央博物館（千葉市中央区青葉
町955-2） 043-265-3111

無料労働相談会
　労働委員会の委員が、解雇やパワハラ、
配置転換など、労働条件に関するトラブ
ルなどの相談に応じます。（要事前予約）
対労働組合、労働者、事業主、企業の人
事・労務担当者など
日会 ▼ 10月17日（土）13時～17時　県
労働委員会（県庁南庁舎7階） ▼31日（土）
13時～17時　船橋F

フ ェ イ ス

ACE5階（京成船橋
駅直結）
申電話または来庁（平日9時～17時）
問県労働委員会事務局

043-223-3735
千葉県労働委員会　 検索

子どもの人権問題オンライン講演会
　子どもの人権問題に対する正しい理解
と認識を深めるため、YouTube千葉県
公式セミナーチャンネルにて動画を配信
します。視聴するには申し込みが必要
です。
日11月9日（月）～12月10日（木）
内講演「考えてみよう、子どもの権利～
体罰によらない子育てのために～」講師
川
かわ

﨑
さき

二
ふ

三
み

彦
ひこ

さん（子どもの虹情報研修セ
ンター長、千葉県児童虐待死亡事例等検
証委員会委員長）
申「子どもの人権問題オンライン講演会
申込」と明記し、代表者の住所・氏名・電
話番号、メールアドレスを書いてEメー
ルまたはファクス
受10月15日（木）まで
問県健康福祉政策課
043-223-2348 043-222-9023
jinken2@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県　子どもの人権問題講演会　 検索

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

重要文化財
銚子市余

よ

山
やま

貝塚出土
土
ど

偶
ぐう

（（公財）辰
たつ

馬
うま

考古
資料館蔵）

対象＝対 日時・期間＝日 会場＝会 内容＝内 休館日＝休 定員＝定 申込方法＝申 料金等＝料
受付期間・受付場所＝受 問い合わせ先・申込先＝問 ホームページ＝ です。
※Eメールは、送信途中の安全性が万全でないことにご留意ください。
※「講座・催し」で申込方法の記載がない場合は直接会場にお越しください。


