
募　集

臨時・非常勤職員
市立こども園

葉山こども園　 （93）1215

向台こども園　 （93）2951

2つのこども園で臨時・非常勤職員を

募集しています。

詳しくは問い合わせてください。�

対保育士または幼稚園教諭の資格を有�

　する人

内勤務条件など

　●勤務時間・曜日

　　月～土曜日　7：00～ 19：00の

　　間の４～８時間程度

　　勤務日数・時間は応相談

　●保険適用

　　雇用保険・労災保険は、規定に基

　　づき適用

　●休暇など

　　年次有給休暇・特別休暇は、市の

　　規則に基づき付与

額時給1,200 円

持●履歴書

　　（市販のものに必要事項を記入し、

　　写真を貼付）

　●資格証の写し

　　（資格取得見込み可）

平成30年度
防衛大・防衛医科大学生
自衛隊成田地域事務所

（22）６２７５

HP http ://www.mod.go . jp/gsdf/j ie ikanbosyu/

約23万人の自衛官たちが、防衛や災

害援助、国際貢献を担い、日本や世界

を舞台に活躍しています。

自衛隊では、将来活躍する人材を募集し

ています。詳しくは問い合わせてください。

防衛大学校学生

●推薦

　対高卒（見込みを含む。）21歳未満

　　で学校長が推薦する人

　申９月５日（水）～７日（金）

●総合選抜

　対高卒（見込みを含む。）21歳未満

　　の人（自衛官は23歳未満）

　申 9月 5日（水）～７日（金）

●一般

　対高卒（見込みを含む。）21歳未満

　　の人（自衛官は23歳未満）

　申 9月 5日（水）～28日（金）

防衛医科大学校医学科学生・

防衛医科大学校看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

　対高卒（見込みを含む。）21歳未満の人

　申 9月 5日（水）～28日（金）

就労に悩む若者応援
申込 ちば北総地域若者サポート

ステーション　 （37）6844

厚生労働省委託事業

働くことに悩みを抱えている若者を支

援するため、相談を受け付けています。

日 9月 13日（木）

　13：00～17：00

場北部コミュニティセンター会議室１

対 15～39歳で就労に悩みを抱えてい

　る人またはその家族

育児サポート講習会（全３回）
申込 ファミリーサポートセンター

(92)2452

地域の育児サポートに関心のある人や、

すでに携わっている人を対象に、育児

について必要な基礎知識を学べる講習

会を開催します。

日　内　

①10月11日（木）

　地域における子育て支援

　ファミサポとは

　講子ども子育てコンシェルジュ

　　ファミサポアドバイザー

②10月16日（火）

　子どもの健康と安全

　子どもの栄養と食生活

　講保健師（市職員）、栄養士（市職員）

③10月25日（木）

　子どもの発達と心理

　講臨床発達心理士

いずれも10：00 ～ 12：00

場福祉センター

対市内在住で心身ともに健康な人

定 20人

申 9月 28日（金）まで

ビジネスチャンス
広報とみさと有料広告
秘書広報課　 (93)1112

「広報とみさと」毎月１日号に掲載す

る広告を募集しています。

配布部数　１９，２００部

掲載料・規格

　１枠　１０，０００円

　（縦９㎝×横５．5㎝）

　２枠　２０，０００円

　（縦９㎝×横11．５㎝）

色　２色（黒と市の指定色）

締切　掲載希望月の前々月25日

ふくし

北部地域包括支援センター
日吉台４－６－14　 (36)7725

駐車場に限りがありますので、自動��������

車での来所はご遠慮ください。
�

絵手紙教室

　日 9月 5日（水）、19日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1回 500 円

書道教室

　日 9月 12日（水）、26日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1回 1,000 円

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

中部オレンジカフェ

　日 9月18日（火）

　　13：30 ～ 15：00

　�対認知症の人やその家族

　　認知症に関心のある人

地域交流スペース「とみのわサロン」

　日 9月28日（金）

　　13：30 ～ 15：00

　内●情報交換　

　　●お茶飲み会

　　●ミニレクリエーション　など

南部地域包括支援センター
九十九荘隣地　 (90)6331

南部ちょきん体操

　日 9月�3日（月）、10日（月）

　　14：00 ～ 15：00

　内●とみさと健康ちょきん体操

　　　おもりを使った簡単な体操です。

　　●定期的な体力測定

　対 65歳以上

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日 9月20日（木）

　　14：00 ～ 15：00

　内●情報交換　

　　●お茶飲み会

　　●ミニレクリエーション　など

中途失聴者・難聴者との
手話学習とミニ懇談会
NPO 県中途失聴者・難聴者協会

FAX 043（461）6533

　　　047（432）8039

日 9月 16日（日）

　13：30 ～ 16：00

場印西市ふれあいセンターいんば

　＜印西市美瀬1-25 ＞

費初回のみテキスト代1,200 円

他要約筆記で聞こえのサポートをします。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

(93)4192　 FAX (93)2215

日 9月 21日（金）

　13：30 ～ 15：30

場福祉センター2階娯楽室

内グループミーティング

対 18歳以上で、精神科などに定期的

　に通院している人

医療講演会
ロコモティブシンドローム予防に
ついて～健康寿命をのばしましょう～
成田富里徳洲会病院地域連携室

(93)1001　

日 9月 21日（金）

　15：00 ～ 16：00

場北部コミュニティセンター

　２階小ホール

講齋藤剛史さん

　（成田富里徳洲会病院　リハビリテー

　ションセンター科　主任）

定 40人

7

日　内　全4日のコース　10：00 ～ 16：00　※11月4日のみ17：45まで

10月

21日（日）
�●創業の心構えとは　●創業に必要な経営知識

�●中小企業組合制度と創業組織

28日（日）

�●販売計画　マーケティングを考える

�●売上計画作成のポイント

　��～J-stat�map を活用しよう～

�●なるほど中小企業応援ガイドブックについて

11月

4日（日）

�●会計の基礎知識をしっかり身につけよう

�●事業を継続させるための数値感覚

�●融資申込時の事業計画書作成のポイント

�　～金融機関の考え方を理解する～

11日（日）

�●人材採用のポイントと有効活用

�●創業に欠かせないＨＰとＳＮＳの重要性

�●従業員とのトラブル防止について

12月 9日（日）�●フォローアップセミナー（希望者がいる場合に開催）

場市商工会館

対起業、創業を考えている人、第2創業を考えている人、

　創業後間もない人で全カリキュラム受講できる人

定 20人（先着順）費受講料３，０００円（全４回の受講料、テキスト代）

申受講料と受講申込書を市商工会へ提出

他市の産業競争力強化法に基づく創業支援事業であり、受講修了者で富里

　市内で創業する場合は、市が証明書を発行し、以下の特例措置の対象者

　となります。

　①富里市内にて会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減

　　（資本金の0.7％→0.35％）※最低税額あり

　②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000 万円から1,500�

�　万円までに拡充。既に創業している人（５年以内）も特定創業支援事業

　�による支援を受けることにより保証枠が拡大します。

　③創業２か月前から対象となる、創業関連保証の特例が、事業開始６か

　　月前から利用できるようになります。

　④日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について、自己資金

　　要件が撤廃されます。

とみさと創業支援セミナー 商工会　 (93)0136

広報とみさと　2018.9.1


