
市内放射線量測定結果
測定施設 測定日 0.05 ｍ 0.5 ｍ 1.0 ｍ

市消防本部 5/1 0.04 0.05

市役所駐車場 5/7 0.06 0.05

市営運動場 5/7 0.04 0.04

高野運動広場  5/14 0.06 0.08

日吉台上流調整池 5/7 0.10 0.11

七栄調整池 5/7 0.06 0.12

※測定値の単位：マイクロシーベルト毎時

　国では、長期的な目標として追加被ばく線量が年間 1 ミリシーベルト

以下（0.23 マイクロシーベルト毎時）を目指すことが示されています。

農産物の放射性物質検査

採取日 品目 栽培方法
放射性

セシウム134
放射性

セシウム137
合　計

4/10 すいか 露地 検出せず 検出せず 検出せず

※測定値の単位：ベクレル毎キログラム

　農産物の基準値は１００ベクレル毎キログラムです。

問農政課農政畜産班　 （93）４９４３

青空保育園
申込 　 (91)6151

保育園開放「どんぐりクラブ」

　日毎週火・木曜日

　　（14 日（木）は除く）

　　8：00 ～ 11：00

　　21日（木）「おやつ作り」定員5組

　対 定未就園児・妊婦10組

　申前日まで

　持飲み物、帽子、タオル、着替え

●身体測定（保育園開放時）

　日５日（火）、７日（木）のみ実施

富里幼稚園
申込 　 (93)2387

幼稚園開放「コアラクラブ」

　日 11 日（月）9：30 ～ 11：00

　内親子であそぼう！

　対 定 3 歳以上の未就園児　15 組

　申 8 日（金）16：00 まで

　持上履き、飲み物、帽子

　費 100 円（保険代）

費 100 円（保険代）申８日（金）まで
浩養幼稚園
申込 　 (94）0054

幼稚園開放

　日 13 日（水）

　 　10：00 ～ 11：00

　内園庭開放、お話でてこ～い

　対 未就園児　

　持上履き、飲み物、帽子

　費 100 円（保険代）

　申６日（水）まで

日吉台幼稚園
申込 　 (93)4408

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日７日（木）

　　10：00 ～ 11：30

　内新聞紙でボール遊び

　対 定未就園児 20 組　

　申前日まで

　持上履き、飲み物、帽子

未就園児園庭解放

　日 20 日（水）

　　 10：00 ～ 11：30

　対 未就園児

　持上履き、飲み物、帽子

若草児童館
申込 　 (93)8226

赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　日６・13・20・27 日（水）

　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　日 4・11・18 日（月）、１・８・22 日（金）

　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

若草児童館 ７・14・21・28 日（木）

北部

コミュニティセンター
４・11・18 日（月）

日吉台第 7 公園

（雨天中止）
８・22 日（金）

　対未就学児

【ミルキー共通】

　時 10：15 ～ 11：30

　費年間 1 人 1,000 円

　　（保険料・材料費など、初回無料）

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初回のみ前日まで

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日 1・8・15・22・29 日（金）

　　16：00 ～ 17：00

　対小学生

　申前日まで

　費年間保険料 1 人 500 円

　　（初回無料。別途材料費がかかる

　　ことがあります。）

乳幼児親子と中高大学生の皆さんの

出会い・ふれあい・交流の広場

　日９日（土）10：30 ～ 11：30

　　中高大学生は 9：30 ～ 12：00

　内どろんこ遊び

　対 定親子 10 組、中高大学生 10 人

　費会員 100 円、会員外 200 円

　持上履き、飲み物、着替え　

　申６日（水）まで

じどうかん食堂　

　日 16 日（土）12：00 ～ 14：00

　対 定子ども～大人　限定 30 食

　費中学生まで無料、その他1人200円

「サタデーベース」児童館開放

　日 23・30 日（土）

　　10：00 ～ 12：00

　対 0 歳～未就学児、小学生～高校生

　　小学生以上は子どもだけで参加可能

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初回のみ前日まで

Facebook & Instagram

富里の魅力を発信中！

SNS を使って富里の

いいところを広げよう！
「とみさと市民活動
サポートセンター」

「tomisapo」

市民の皆さんと市長が、日頃感じていることを直接語り合えるよう、まち

づくりふれあいミーティングを開催しています。

日７月８日（日）13：30 ～ 15：30

場中央公民館２階研修室

対市内在住、在勤または在学

他ふれあいミーティング参加の申し込みは

必要ありませんが、保育サービス・手話通訳が必要な場合は、６月 29 日（金）

までに電話またはＦＡＸでご連絡ください。

平成 30 年度 第１回　

まちづくりふれあいミーティング
　秘書広報課　  （93）１１１２　FAX（93）９９５４

児童手当現況届を６月上旬に郵送します。児童手当を受けている人は、毎

年６月に「現況届」を提出しなければなりません。

この届の提出がないと、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、

注意してください。

また、今年度の現況届から、子育てワンストップサービスを利用した電子

申請が可能となります。

※６月８日（金）に平成 30 年２月～５月分の児童手当の振込みを予定し

ています。ただし、平成 28、29 年度の現況届が未提出の人には、振り込み

ができませんので、至急提出してください。

児童手当の現況届は 6 月中に

　　　　　　子育て支援課　 （93）４４９７

　総務課　 　（93）1113　

平成 30 年度富里市職員採用試験「一般行政上級・保育教諭」を実施します。

行政の仕事に関心がある皆さんの応募をお待ちしています。

職種・募集人員・受験資格

●一般行政職　若干名 

　○昭和 58 年４月２日～平成９年４月１日までに生まれた人（学歴不問）

　○平成９年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学（短

　　期大学を除く）を卒業した人（平成 31 年３月までに卒業見込みを含む）

●保育教諭　若干名

　○昭和 53 年４月２日～平成 11 年４月１日までに生まれた人で、保育士

　　登録を受けているほかに、幼稚園教諭の免許を有する人または平成 31

　　年３月末までに登録と免許取得見込みの人（国籍不問）

　※資格が取得できなかったときは、採用を取り消します。

日　場　●１次試験　印旛郡市職員採用共同試験

　　　　 ７月 22 日（日）東京学館高等学校＜酒々井町伊篠＞

　　　 ●２次試験　１次試験合格者のみ実施

　　　　 ※ 2 次試験合格者のみ 3 次試験まで実施を予定しています。

申６月 13 日（水）までに、申込書を総務課人事給与班へ提出

　（郵送可、13日の消印有効）。申込書は総務課窓口で配布のほか、市公式ホー

　ムページからダウンロードできます。

他全ての受験者に、合否結果を通知します。

富里市職員募集
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