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る腸管出血性大腸菌Ｏ １５
７による食中毒事例が広く
発生してます。
未加熱の食肉調理品（特
に挽肉を使用した製品）は、
製品の特性上、肉に食中毒
の原因となる菌などが存在
する可能性があります。
そのため、家庭で十分に
加熱をし、取扱方法に注意
をして、食中毒を防ぎまし
ょう。
【注意点】
○食肉調理品を調理する場
合は、記載された調理方
法をよく読みましょう。
○一度にたくさんの冷凍品
を調理すると油の温度が
下がるので、記載された
時間では不十分な場合が
あります。
○加熱後は、清潔な箸など
で中心部の色や肉汁が赤
くないことを確認しまし
ょう。
○加熱する前の製品を触っ
た後は、よく手を洗い、
加熱前後で菜箸や食器を
使い分けましょう。
問印旛保健所
☎４８３│１１３７
みそ作り体験を開催します
アグリライフやちまたで
は、手作りみその講習会を
開催いたします。

この機会にぜひみそ作り
に挑戦してみませんか。
時２月９ 日㈭午前 時〜
場用草公民館
定 人（申込順）
費３００ 円
持エプロン・三角巾
〆２月３ 日㈮
申農政課
☎４４３│１４０２
農業用ビニール、ポリ、マ
ルチの回収をおこないます
八街市廃プラスチック対
策協議会では、資源循環型
農業の実現のため、農業・
家庭菜園などで使用した農
業用ビニール、ポリ、マル
チの回収をおこないます。
時２月２日㈭〜 日㈫の
毎週火・木曜日
（祝日を除く）
午 前７ 時 分 〜９ 時
※小雨決行、荒天中止
場Ｊ Ａ千葉みらい八街支店裏
回収料
円 ／㎏
自己負担分
※分類など詳しくは、広報
やちまた平成 年８ 月１日
号をご覧ください。（市ホ
ームページにも掲載してい
ます。）
問八街市廃プラスチック対
策協議会
☎４４０│１８１１

善意
意あ
あり
りが
がと
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○野球場建設のため指定寄付として、小澤会山口俊光様
から60０００ 円の寄付
４４４ │０８ １５

低賃金」が改正されました。
支払賃金を最低賃金と比
較する場合は、賃金から精
皆勤手当、通勤手当、家族
手当、時間外勤務手当、休
日出勤手当、深夜手当、賞
与および臨時の賃金は除外
します。
千葉県最低賃金
時間額
８４２円
（発効日平成 年 月１日）
千葉県特定最低賃金
○調味料製造業 ８６８円
○鉄鋼業
９ １５ 円
○はん用機械器具、生産用
機械器具製造業８８４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
８８７ 円
○計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器
具・理化学機械器具製造
業、医療用機械器具・医
療用品製造業、光学機械
器具・レンズ製造業、時
計・同部分品製造業、眼
鏡製造業
８６９円
○各種商品小売業８４８ 円
○自動車（新車）小売業
８８０円
（発効日平成 年 月 日）
問千葉労働局労働基準部
賃金室
☎２２１│２３２８
家庭内食中毒を
防ぐためのポイント
〜冷凍食品を
取り扱う場合〜
冷凍食品を原因食品とす
12
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みんなの広場
時２月４日㈯
午後２時〜４時 分
場総合保健福祉センター
費無料
定 人
申八街市社会福祉協議会
☎４４３ │０７ ４８
八街商工会議所
新春講演会を開催
〜トランプ政治と日本〜
時１月 日㈫
午後１時 分〜３ 時
場八街商工会議所
費無料
定１００人（先着順）
講師テレビ朝日コメンテー
ター 川村晃司氏
問八街商工会議所
☎４４３ │３０２１
借金の返済でお悩みの方へ
解決のための助言を行い、
必要に応じ法律専門家を紹
介します。
相談は無料、秘密は厳守
します。
受付時間
月 〜 金 曜 日 （祝日を除く）
午前８ 時 分〜正午
午後１時〜４時 分
問財務省千葉財務事務所
債務相談窓口
☎２５ １ │７ ８ ３ ０
「千葉県特定最低賃金」が
改正されました
県内すべての事業所で働
く労働者（パート、アルバ
イトを含む。）に適用され
る「千葉県最低賃金」と特
定の業種の事業所で働く労
働者に適用される「特定最
28

伝 言 板

ます。
※機材・教材の一覧は、図
書館のホームページから見
ることができます。
問視聴覚教材センター
☎４ ４ ４ │５ ２ ２ ２
パスワードとメールアドレ
スを登録しませんか
図書館でパスワードを登
録すると自宅のパソコンや
携帯電話、図書館内に設置
している本を探す機械から
自分で本などを予約するこ
とができるほか、貸し出し
や予約の状況を確認するこ
ともできます。
さらに、メールアドレス
を登録すると予約やリクエ
ストした本などが用意でき
たということをメールでお
知らせします。
問図書館
☎４４４│４９４６
子どもの居場所づくり
ワークショップ
〜八街ひまわりふれあい
プラン推進事業〜
子どもたちを取り巻く状
況は「貧困」「ひきこもり」
「学習意欲の低下」など、
大きな課題となっています。
そこで、新たに子どもを
支援する仕組みを構築する
ため、地域の皆さまが一堂
に会しワークショップを開
催します。

28

催 し・講 座
冷えとり講座
時１月 日㈰
午後 時 分〜 時
場中央公民館
内冷えとりの話・軽い運動
費無料
〆１月 日㈮
申堀部耕平
☎４ ４３ │５ １６ １

視聴覚教材センターを
ご存知ですか
図書館には、教育関係団
体や社会福祉団体向けに、
プロジェクター・スクリー
ン・ＤＶＤ ・ビデオデッキ
などの機材やＤＶＤ ・ビデ
オなどの教材（著作権など
の許諾済みのもの）を貸し
出している視聴覚教材セン
ターが併設されています。
地域の子ども会でのミニ
映画会やＰＴＡの勉強会な
どに、無料で貸し出してい

お知らせ

３
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記号の見方 時 日時 場 会場 内 内容 対 対象 定 定員 費 参加費 申 申し込み 〆 締め切り 持 持ち物 問 問い合わせ
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http://www.city.yachimata.lg.jp/
ホームページアドレス

やちまた
3 平成29年1月15日
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