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募集

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

シルバー人材センター会員
（公社）市シルバー人材センター

（90）1375

60 歳を過ぎても仕事がある喜びを感

じてみませんか。

県内就業率トップクラスの市シルバー

人材センターでは、現在就職意欲を

持つ 60 歳代前半～ 80 歳代後半まで、

230 人以上が男性女性を問わず活躍し

ています。

60 歳以上の心身共に健康で働く意欲

があって、センターの趣旨に賛同でき

る人は、どなたでも入会できます。入

会には必要書類の記入や年度会費など

が必要です。

一緒にゴルフを楽しみましょう
市ゴルフ協会　会員募集

申込 市ゴルフ協会　増子

（92）0013

ゴルフを通して親睦を深めながら、

ルールや知識を身につけませんか？女

性も大歓迎！詳しくは問い合わせてく

ださい。

イベント

第 10 回文化フォーラム

市文化団体連絡協議会　

（93）7641

日 7 月 13 日（土）

　10：00 ～

場佐倉市民音楽ホール

　＜佐倉市王子台 1-16 ＞

内さまざまな演目の舞台発表

はじめてのサルビア音楽祭
篠崎　 090（3808）0341

日 7 月 13 日（土）13：00 ～

　開場 12：30

場中央公民館 4 階大会議室

出○ハニーマクレ

　○ふれあいテラス乙女組

　○さざなみシスターズ

　○フイ・イア・　オ・カフラ

　○フラハラウ・ヒナヒナ

富里福葉苑　夏まつり
富里福葉苑　 （93）8133

日 7 月 13 日（土）

　15：00 ～ 19：30

場富里福葉苑＜中沢 975-3 ＞

内盆踊り、チャリティービンゴ大会、

　模擬店、ゲームコーナー

第 17 回舞のつどい
日本舞踊発表会
佐々木　 （93）1542

日 7 月 21 日（日）

　10：30 ～

場中央公民館講堂

他先着 250 人にお弁当とお茶を進呈し

　ます。抽選会もあります。

第 35 回ひよし夏祭り 2019

ひよし夏祭り実行委員会　島崎

090（4966）1289

令和だ！祭りだ！ひよしの和！

子どもからお年寄りまで、皆さんで楽

しめる企画が満載です。

日● 7 月 27 日（土）

　　13：00 ～ 21：00

　● 7 月 28 日（日）

　　10：00 ～ 20：30

場日吉台小学校校庭

内○大人みこし

　○子どもみこし

　○山車の巡行

　○屋外ライブ

　○模擬店

　○大抽選会

　○盆踊り

第73回富里市チャリティー
歌謡協会発表会
木内　 （93）3441

日 7 月 28 日（日）

　９：00 ～

場中央公民館講堂

出ゲスト歌手　川島一成さん

他先着 150 人にお弁当を用意していま

　す。

航空科学博物館

0479（78）0557

〒 289-1608　芝山町岩山 111-3

10：00 ～ 17：00（入館締切 16：30）

※月曜日は休館
 

やさしい航空のはなし

「パイロットのおはなし」（ANA)

日７月 15 日（月・祝）13：00 ～

内航空機の運航において重要な役割を

　果たしているパイロットの講演会です。

費入館料のみ

　○大人 500 円　○中高生 300 円

　○ 4 歳以上～小学生 200 円

教室・講座・試験

第 1 回伝わる写真の撮り方
（全２回）

とみさと市民活動サポートセンター

/ FAX（93）4123

E tom isapo@bz04 . p la la .o r. jp

団体の活動やイベント情報のＰＲを、

魅力的な写真で伝えよう。

日 7 月 20 日（土）10：00 ～ 12：00

場とみさと市民活動サポートセンター

対市民活動団体、ボランティア活動に

　興味がある、またはＰＲしたい人

講横山春菜さん（フリーカメラマン）

定 30 人（先着順）

持①自分が好きな写真 3 枚まで

　②団体活動している人は、団体活動

　　の写真 1 枚程度

　③撮影できるもの（携帯電話でも可）

※①②③のすべて持参してください。

データの場合は表示できる媒体も用意。

申７月９日（火）まで

普通救命講習会
申込 消防署　 (92)1311

応急手当に関する正しい知識と、技術

の普及を図るための普通救命講習会を

実施しています。

ＡＥＤは駅、空港、市役所など公共機

関だけでなく、コンビニエンスストア

や自動販売機に至るまで、さまざまな

場所への設置が進んでいます。また、

ＡＥＤはいろいろな機種がありますの

で、必要になった場合にしっかり使え

るよう、いざというときのために講習

を受けてみませんか。

日７月 21 日（日） 9：00 ～ 12：00

　受付　8：30 ～

場消防本部 3 階講堂

対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20 人　申７月 14 日（日）まで

令和元年度
第 1 回富里歴史講座
申込 市立図書館

（90）4646　FAX（90）4645

写真で見る富里の歴史

七栄開拓150 年。大正・昭和・平成の記憶

日 7 月 21 日（日）10：00 ～ 11：30

場市立図書館２階ＡＶホール

講林田利之（市生涯学習課文化資源活用室長）

定 75 人　

申次のいずれかの方法で申し込み

 　○電話　○ＦＡＸ（氏名・ＦＡＸ番号を明記）

　○図書館カウンター　

※保育サービス・手話通訳・要約筆

記が必要な人は、７月 10 日（水）ま

でに申込ください。

印旛沼観光船による印旛沼観察会

申込 （公財）印旛沼環境基金

043（485）0397　

〒 285-8533 佐倉市宮小路町 12 番地

日 7 月 25 日（木）　

　第１便　 9：00 ～ 10：30

　第２便　11：00 ～ 12：30

　第３便　13：30 ～ 15：00

　※悪天候の場合は26日（金）に順延

　※陸上講義 45 分、乗船 30 分。

　※ 30 分前から受付開始

場佐倉ふるさと広場　（チューリップ広場）

　＜佐倉市臼井田 2714 ＞

定各便 40 人

　（応募多数の場合は抽選）

費 100 円（保険料込）

主（公財）印旛沼環境基金、印旛沼水

　質保全協議会

申７月９日（火）（消印有効）まで

　往復はがきに次の事項を記載。

　第１希望便、第２希望便、参加人

　数（１枚５人まで）、希望者全員の

　氏名、年齢、性別、住所、電話番号

※重複申し込み、希望便の記載がな

い場合は無効

市認定ヘルパー養成
研修受講者
高齢者福祉課　 （93）4981

市の介護予防、生活支援サービス（緩

和型・訪問Ａ型）を担う人を想定した

養成研修です。買い物や掃除などで、

地域の高齢者を支えていく意欲のある

人を募集します。

日７月 25 日（木）、26 日（金）

　９：30 ～ 17：00

場市福祉センター 2 階

定 20 人

申高齢者福祉課窓口

水道水の放射性物質検査結果

６月５日の測定では、放射性物質は検出されず、安定した状態が続いています。

今後も３か月に１回の測定を実施し、安全な水の確保に努めます。

なお、今までの測定結果は、市公式ホームページでお知らせしています。

問上下水道課　 （93）3340

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

4/23 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　 （93）４９４３


