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富里スイカロードレース大会

第36回

富里の初夏を彩るビッグイベント第36回富里スイカロードレース大会

が、6月23日に開催されました。

36回目を迎えた今大会は、小学生から83歳まで９,５０１人（※）の

ランナーが参加。（※オープン参加の63人を除く）

当日は、競技開始当初から曇り模様が続き、気温は22度前後でランナー

には絶好のコンディションとなりました。参加したランナーは、思い思

いのコスチュームに身を包み、富里の風土を味わいながらレースを楽し

みました。大会名物の「給スイカ所」や「スイカサービスコーナー」では、

ランナーや応援に来た家族などが、ボランティアから振舞われたすいか

をほおばり、のどの渇きを潤しました。

富里ふるさとまつりを休止します

毎年８月に開催してまいりました、富里ふるさとまつりですが、運営経費の増大や花火大会開催に際しての安全確保などの問題が解決されないことから、今

年度のまつりの実施は困難であると判断し、休止させていただくこととなりました。

今後は、組織体制を見直し、来年度にはリニューアルした富里ふるさとまつりを開催すべく準備を進めてまいります。

毎年、富里ふるさとまつりの開催を楽しみにしていただいておりました市民の皆様や市内事業所の皆様には、大変申し訳ございませんが、何卒、諸事情をご

賢察のうえ、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

問  富里ふるさとまつり実行委員会 （富里市商工会内）　  （93）0136

主な内容
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すいかまつり開催しました………………… 14

富里ふるさとまつり実行委員会からの

お知らせ
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「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生に

ついて理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運

動です。

７月 2 日、啓発運動の一環として市立図書館周辺でＰＲ運動を実施しました。

また、市立図書館では社会を明るくする運動特別映画会として、福山雅治さ

ん主演の「三度目の殺人」を上映しました。

福
　
祉

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

社会を明るくする運動を実施

▲産直センター１号店でのＰＲ活動

青
少
年

市青少年相談員連絡協議会主催

第４回東京ウォークを開催

６月２日、市青少年相談員連絡協議会主催の第４回東京ウォークを実施しま

した。当日は、市内の各小学校５・６年生、60 人が参加。10 班に分かれ、東

京タワーの大展望台までの６００段の階段を上ったほか、レインボーブリッ

ジを徒歩で横断しました。

参加者は他校の児童たちと協力することで友情を深め、思い出に残る 1 日と

なりました。

環
　
境

第37回市環境美化ポスター展

髙野彩良沙さんが最優秀賞に

▲入賞者の皆さんが、市長室で表彰を受けました。
　左から、相川市長、髙野さん、篠原さん、熱田さん、櫻井さん、高谷会長

健歯の部　

　●中学生女子の部　

　　優秀賞　澤田　佳蓮（富里北中 3 年）

　●良い歯の学校表彰校　富里南中学校

書写の部	 ３位 飯田　琴音（七栄小６年）

標語の部 １位 稲川　朱音（富里小６年）

ポスターの部	

　●小学生の部　

　　３位　伊藤　愛梨（日吉台小６年）

　　佳作　木村　美優（根木名小４年）

川柳の部　

　●小学生の部

　　佳作　古城　樹月（浩養小５年）

　●中学生の部　

　　３位　髙井　美希（富里北中 3 年）　

　　佳作　秋葉　海希（富里南中１年）　　　　　　　＜敬称略＞

健
　
康

きれいな歯で楽しい食生活

よい歯のコンクール

歯と口の健康週間期間中の 6 月６日、印旛郡市の「歯と口の健康週間審査会・

表彰式」が開催され、それぞれの部で次の皆さんが入賞しました。

▲良い歯の学校表彰校で
　表彰を受けた、富里南
　中学校

６月 27 日、「第 37 回富里市環境美化ポスター展」上位入賞者の表彰式が行わ

れました。

この作品展は、環境美化に対する意識の高揚とマナーの向上を目的に行われ、

市内の小学５年生から２８２点の応募があり、入賞作品 20 点が市立図書館で

展示されました。

最優秀賞・特選の入賞者は次のとおりです。

■最優秀賞　髙野　彩良沙（富里南小）

■特選　環境美化推進協議会長賞　篠原　結和（富里第一小）

■特選　熱田　瑠千亜（富里小）、櫻井　音羽（七栄小）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

安
　
全

教
　
育

全国市町村教育委員会連合会功労者表彰

佐々木浩二さんが表彰

5 月 22 日、学士会館＜東京都千代田区＞で全

国市町村教育委員会連合会総会が開催されま

した。

その中で、佐々木浩二さん（十倉）が教育委

員として多年にわたり教育の振興に尽くされ

た功績が認められ、功労者表彰を受賞されま

した。

▲

７月３日、國本教育長を表敬訪問されました。

6 月 29 日、富里スイカのＰＲを目的に実施している富里スイカオーナー制度

の収穫体験を行いました。

当日は、あいにくの雨でしたが、収穫できる日を楽しみに待ち望んでいたオー

ナーの皆さんは、ＪＡ富里市西瓜部のアドバイスのもと、大きく成長したス

イカを自ら収穫。大きく実った自分のスイカにとても驚いてました。

すいかを収穫した後、すいか磨きと箱作りも体験し、皆さん大満足ですいか

を持ち帰りました。

観
　
光

富里スイカオーナー制度

オーナーのみなさんが収穫体験

▼

家族みんなで記念撮影！

▼

大きなすいかを発見！
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vol. ４市 民 活 動 介紹

問市民活動推進課　 （93）1117

藤田　桂一さん

活動経歴　

昭和 61 年から、「いずみつくし会」の会報である「いずみつくし会だより」を

年に 2 回（1 月頃と 6 月頃）発行しています。

活動内容　

市の健康推進課からもらった資料を整理し、順序などを考慮しながら写真やイ

ラストを貼ったり、コメントを付け加えたりしながら、「いずみつくし会だより」

の編集を行っています。

大体 A3 のサイズで 7 ～ 8 ページほどにまとめることが多く、内容によって 1

週間～ 1 ヶ月ほどで作り上げています。

活動を始めたきっかけ　

市の糖尿病予防教室の事後育成と

して発足した「いずみつくし会」で、

会員同士の連絡をはかるために会

報を発行したことがきっかけです。

自分も文章を書くことやまとめる

ことが好きだったため、発行に関

わってきました。

今後の抱負など　

配っても読んでもらえなければ意味がないので、どうしたら興味を持って読ん

でもらえるかを考え、内容を面白く編集し、楽しく読んでもらえるようにした

いです。今後も、皆さんの励ましになれるよう、活動を続けていきたいです。

越智　政俊さん・紺谷　昭平さん

活動経歴　

●越智さん　平成 8 年に富里グラウンド・ゴルフ協会に入会し、週 3 回活動

しています。平成 9 年頃に副会長になり、現在は会計監査な

どの役員をしています。

●紺谷さん　平成 12 年に富里グラウンド・ゴルフ協会に入

会し、週 3 回活動しています。平成 16 年頃から会長・副会

長を歴任し、現在も役員として、千葉グラウンド・ゴルフ協

会の研修などにも参加しています。

活動内容　

週 3 回（月・水・金曜日）の活動日（7 月～ 9 月は月・金曜日の週 2 回）に、

富里中央公園で 1 時間半くらい活動しています。

活動を始めたきっかけ　

●越智さん　30 歳のときに福岡県の体育指導委員になり、地域の社会活動を

続けていました。定年退職後に何か始めようと思い、当時入っていた高齢者

向けの大学の授業の中に、グラウンド・ゴルフがあったこと

から入会しました。

●紺谷さん　もともと中沢みどり台の自治会役員をしており、

その中でシルバークラブを作りました。グラウンド・ゴルフ

は健康に良いため、シルバークラブ内の人に、声を掛け入会

したのがきっかけです。

今後の抱負など　

●越智さん　92 歳ですが、今後もポジティブ、前向きに活動していきたいと

思います。現在、高齢化で入会する人が少なくなっていますが、グラウンド・

ゴルフは誰でもできるスポーツなので入会者を増やしていきたいです。

●紺谷さん　退職後何か活動を始めたいと考えている人などを誘い、グラウ

ンド・ゴルフ協会の入会者を増やしていきたいです。

平成30年度市民活動感謝状の受賞者を紹介します。

６月 15 日、 土砂災害防止法に

基づく土砂災害警戒区域等に

一部指定されている新橋区で、

土砂災害に対する防災訓練を

実施しました。 

訓練は「自らの命は自らで守

る」ことを基本とし、避難時

の一連の流れを地域の自主防

災組織、消防団などと協力し

行いました。

また、協定を締結している市商工業促進協議会や自衛隊・消防署が連携し、

模擬家屋からの救出訓練の展示や土のう作り体験、資機材の展示などを行い

ました。

防
　
災

新橋区を対象とした

土砂災害防災訓練を実施！
環
　
境

第 21 回日本水大賞

「ＮＰＯ富里のホタル」が
文部科学大臣賞を受賞

６月 25 日、日本科学未来館で開催された第 21 回日本水大賞表彰式で、「NPO

富里のホタル」が文部科学大臣賞を受賞しました。

同団体は、身近にある里山の保全の大切さへの認識が高まる中で、千葉県に

ある印旛沼源流域内の里山周辺をフィールドに、植樹などの里山保全活動を

実施しています。

将来にわたり活動の持続性を確保する観点から幼稚園児を対象にした教育活

動、小学生を対象にした自然観察会や稲作体験学習、中学生・高校生を対象

にした調査活動やボランティア活動の支援など、年齢に応じた環境教育への

取組みが評価され受賞となりました。

▲左から、NPO 富里のホタル理事長の草野さん、相川市長、副理事長の岡本さん

　越智さん

　紺谷さん
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富里市は昭和 59 年９月に、核兵器の廃絶と世界の恒久的な平和を祈念して「非核平和都市」を宣言しました。

昭和 20 年から 74 年が経った今、国民の大半が戦争を知らない世代となり、戦争の記憶が風化しつつあります。

人の心に悲しみと苦しみを与えた戦争の愚かさ、そして、平和に暮らしている今の生活がどんなに大切なものか、この機会に考えてみませんか。

先の大戦で亡くなった多くの方々を追悼し、また平和を祈念するため、

８月 15 日（木）に日本武道館にて、戦没者追悼式が行われます。

平和を願い黙とうを

今、改めて問う、かけがえのない１分間です。   

各会場で異なる写真を展示します。

展示期間・時間

　８月 16 日（金）まで

　各施設の開館日・開館時間内

場所

●市役所本庁舎ロビー

●市立図書館

●北部コミュニティセンター

原爆写真展

問秘書広報課　 （93）1112

平和の尊さについて考えてみませんか

平和への願いを　次世代に受け継ぐために

市では、市内の児童生徒の代表を「平和学習リーダー」として、被爆地である

長崎市に派遣しています。今年は市内中学１年生の４人が平和学習リーダーに

任命されました。

平和学習リーダーは、平和祈念式典への参列や長崎市が主催する平和学習に参

加し、学んだことや感じたことを学校や家庭、地域など様々な場面で伝える役

割を担います。一般市民向けの報告会の開催は、日程が決まり次第お知らせし

ます。

令和元年度平和学習リーダー

●富里中　　石本　愛理

　　　　　　佐藤　　愛

　

●富里北中　岩田　夕那

　　　　　　稲村　香南

　　　　　　　　　　＜敬称略＞

▲７月６日に平和学習リーダー任
　命式を行いました。

平和学習リーダー派遣 中学生４人が長崎へ

　私は、前から戦争の事に興味を持っていました。なので、記念館や、本を読んだりして、戦争の

事について調べました。

　戦争という出来事があった事を母から聞いた時、とても驚きました。同じ場所に、地球に暮らし

ている人間同士なのに、「どうしてだろう」という気持ちが一番大きかったです。突然、戦争に協力

しなさい、なんて手紙が来たら、私は絶対に兵士なんかなりたくないと思います。でも、国には逆

らえないのです。「いやだ、戦場になんて行きたくない。」といくら思っても、行くしかない。そう

しなければ、つかまって、拷問を受けてしまいます。自分がいやだと思っても、国の言う事が絶対、

という時代だったのです。

　記念館に行った時、私は兵士さん達の気持ちが知りたいという疑問を持って行きました。兵士さ

ん達は、戦争に行く事をどう思っていたかを一番知りたかったからです。兵士さん達が、家族にあ

てた手紙を読める部屋があり、私は急いで読みました。すると、家族に会いたいとか、弱音を吐い

たりなど、まったくそんな事は書かれていなかったのです。どうやら、検閲といって、手紙に弱音

を書いてないか、国に逆らうような事を書いていないかを調べられたらしいのです。戦争がいやだ

と思っても、家族に気持ちをさらけ出す事さえできず、手紙の内容までも自由に書く事が許されな

いのです。さらに、町中に「日本人なら贅沢はできないはずだ。」という看板が出され、子供達まで

もが武器を作る工場で働かされ、戦争に協力させられました。中高生は、勉強をあきらめてまで、

兵士にさせられました。

　私の祖父に聞いた話では、曾祖父も戦争に行かされ、戦死してしまったそうです。祖父は、それ

以上の事を話そうとはしませんでした。きっと、とても辛くて、話したくもないんだろうと思います。

それだけ、酷い出来事だったのでしょう。そして、私がさらに驚いた事があります。それは、殺さ

れていった動物たちや、命を捧げた特攻隊員の事です。犬や猫、馬等を飼っている人は、その動物

を国に引き渡し、軍犬、軍馬にされたり、兵士たちのコートを作るために毛皮にされたりしたので

す。戦争に連れて行かれた動物達は、帰って来ませんでした。毛皮にされた動物も、殺されてしま

いました。何の罪もない動物までもが、戦争にまきこまれたのです。そして、特攻隊とは、飛行機

や魚雷に爆弾を積んで、敵の軍艦に体当たりをするという、自分の命と引き換えにした攻撃方法です。

命と引き換えにして攻撃したというのに、ほとんどが敵に撃ち落とされ、目的を果たす事ができず、

亡くなって行ったのです。みんな、今の大学生くらいの年齢で、夢も未来もたくさんあったはずな

のに。

　私は、戦争の事を詳しく調べましたが、戦争をしてよかった事など、一つも無いと思います。た

くさんの、罪のない命が消えて行った戦争から、目をそむけてはいけない。

　平和な世界を守るため、あんな事は二度と起こってはいけない。そのために、あの戦争の辛さ、

残酷さを後世に伝えようと、私は心に決めました。

第 8回平和を考える作文コンクール

日吉台小学校６年　稲村香南さん（受賞時の学年）	

市長賞受賞作品　平和な世界を守るために

　市では、次世代を担う子どもたちに平和の大切さを考えてもらうために、「平和を考える作文コンクール」を開催しています。第 8 回の昨年度は、市内小学６

年生～中学 3 年生を対象に作品を募集しました。応募のあった 78 作品の中から、市長賞を受賞した稲村香南さん、教育長賞を受賞した竹本伊吹さんの作品を掲

載します。

　僕は「はだしのゲン」というマンガを、時間が経つのをわすれてしまう

くらいに没頭して読んだ経験がある。戦中戦後の激動の時代を必死に生き

抜こうとする、主人公・中岡元の姿が描かれたマンガだ。それがきっかけで、

ぼくだけでなく、家族でも戦争や平和について話をすることが多くなった。

　原爆は本当におそろしいと思う。絵と文だけのマンガの中でさえ、むご

いなあと感じるくらいなのだから、実際の原爆のすさまじさは、僕の想像

をはるかに超えるものだろう。実際に当時のアメリカのトルーマン大統領

は、広島と長崎の惨状を見て、次に原爆を投下するのを中止にしたと聞い

たことがある。そのような判断をしてしまうくらい、誰が見てもむごい状

況だったのだろう。

　被爆した人々は、着物の袖のように腕の皮膚を垂らし、熱い熱いとうめ

きながら川に飛び込んで死んでいった。そして、その川は向こう岸に簡単

に渡ってしまえるくらい死体がごろごろ浮いていた。その後、放射能をたっ

ぷり含んだ有害な黒い雨に当たり、白血病になり苦しんで死んでいった人

もいた。草も木も、頑丈な建物までも消滅させ、人間の何気ない日常まで

も消してしまった。まさにこの世の地獄絵図だ。

　ある新聞記事で読んだことがある。平和について活動をしていた、ある

団体のメンバーの多くが高齢になり、新しい若い世代のメンバーを募集し

たところ、ほとんど希望者がいなかったそうだ。戦後からずっと続いてい

た団体の存続をあきらめざるを得ない状況になっているという。その記事

の最後に、こう書かれていた。「戦没者の犠牲の上に、今日の日本の平和が

あることを伝えるには、後継者をつくることが焦眉の急」。僕は、はっとした。

世界では、どこかの国で戦争や紛争が絶えないのに、日本では当然のよう

に起こっていない。それは、原爆で死んでいった人達や、原爆症で苦しん

でいる人達、そんな原爆のおそろしさを実際に体験した多くの人達のかけ

がえのない想いの上に、今の僕の平和があるんだと感じたからだ。

　今現在、広島と長崎には、大きな原爆資料館があるし、インターネット

で検索すれば、たくさんの原爆についての資料を目にすることができる。

それらは戦争を知らない僕達に、先輩達が残してくれた貴重なメッセージ

だ。目をそむけることなく、一人一人がそれらを受け止めて考えていくべ

きだと思う。僕は、この「平和」を一生懸命、大切にしていきたいと思っ

ている。

富里北中学校１年　竹本伊吹さん（受賞時の学年）		

教育長賞受賞作品　　  平和への願い
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【事例】

「近くで屋根工事をしていたら、お宅の瓦が傷んでいるように見えたので

点検したい。」と業者が訪問してきた。点検した後、業者が撮影した瓦の

映像を見せられ、「かなりひどい。このままでは、雨漏りするかもしれな

い。すぐに工事をしたほうがいい。」と言われた。迷っていると、「たま

たま今日この地域に来ているので今でないと契約出来ない。」とせかされ、

約４０万円の契約をしてしまった。不安になって、「やめたい。」と連絡

したが、「もうキャンセルは出来ない。」と怒鳴られた。

（７０歳代　女性）

不安をあおり契約させる　リフォーム工事の点検商法不安をあおり契約させる　リフォーム工事の点検商法

はい、こちら

消費生活センターです！

　消費生活センターに寄せられる相談事例を紹介します。

●アドバイス
住宅リフォーム工事等の勧誘が目的ということを告げず点検を持ち掛け、不

安をあおって契約をせかすという「点検商法」のトラブルが後を絶ちません。

家族や周囲の人も高齢者の様子に気を配りましょう。

「点検をさせてほしい。」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。

点検を依頼した場合でも、結果をうのみにしないで、冷静にうけとめること

が大切です。別の専門家等に確認して、複数の見積もりを取るなど、決して

その場で契約しないようにしましょう。

法定の契約書面を受け取ってから８日以内である等の場合は、クーリング・

オフを行うことが出来ます。

困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

　　　　　　　　　　（国民生活センター「見守り新鮮情報」第 308 号より）

問相談先　消費生活センター　 （93）5348　

日平日（祝日、年末年始を除く）9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00

場市役所分庁舎２階

消 費 生 活
相談コラム
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毎年８月１日は、水資源の有限性や水の貴重さ、水資源開発の重要性に対する関心を高め、理解を深めるための「水の日」です。また、この日から１週間を「水

の週間」としています。この週間をきっかけに、「水」の大切さについて、みなさんも考えてみませんか？

限りある 貴重な資源 水

家庭でできる節水
台所　　蛇口のこまめな開け閉めで、水の使用時間を５分間短縮
　　　　→約 30 リットルの節水
洗濯　　お風呂の残り湯を利用
　　　　→約１００リットルの節水
洗面　　歯を磨いているとき蛇口を開けっ放しにしない
　　　　→１回の歯磨きで約 17 リットル節水
風呂　　シャワーのこまめな開け閉めで、水の使用時間を３分間短縮
　　　　→約 36 リットル節水　　

トイレ　レバーを使い分ける。
　　　　大レバーで１回に約 11 ～ 15 リットル、
　　　　小レバーで１回に約２～３リットルの水が流れます。
　　　　→レバーの使い分けで
　　　　　１回につき約９～ 12 リットル節水
洗車　　20 分間ホースで洗車ではなく、バケツ５杯分の水で洗車　
　　　　→１回で約１９０リットル節水

８月は１年で最も水道が使われる月です。

限りある資源を大切に使うため、節水を心掛けましょう。

問上下水道課　 （93）3340

プレミアム付商品券事業のお知らせ

対象者は？

①平成 31 年１月１日現在、市に住民登録されていて，2019 年度の住民税が課

　税されていない人（課税されている人の配偶者や被扶養者、生活保護受給者

　などは対象外）

②平成 28 年 4 月 2 日～令和元年 9 月 30 日までに生まれたお子さんがいる世帯       

　の世帯主

　・お子さんの生年月日が平成 28 年４月２日～令和元年６月１日までの場合、

　　令和元年６月１日時点で市に住民登録されている人。

　・お子さんの生年月日が令和元年６月２日～令和元年７月 31 日までの場合、

　　令和元年７月 31 日時点で市に住民登録されている人。

　・お子さんの生年月日が令和元年８月１日～令和元年９月 30 日までの場合、

　　令和元年９月 30 日時点で市に住民登録されている人。

商品券購入までの流れ

①の該当者（申請が必要です）

・８月上旬頃にプレミアム付商品券購入引換券交付申請書を発送します。

・申請書に必要事項を記入し、申請してください。

・申請期間…11 月 29 日（金）まで

＜申請方法＞

１．同封の返信封筒を使用し、送付により申請。

２．引換券申請窓口へ申請。　

※８月中旬から、市役所本庁舎北棟１階市民課隣に「富里市プレミアム付商品

券購入引換券申請窓口」を設置します。

３．日吉台出張所へ申請（出張所は取次業務のみです）

②の該当者（申請は不要です）

　９月下旬以降に順次、「富里市プレミアム付商品券購入引換券」を送付します。

問い合わせ先

●プレミアム付商品券事業について　専用コールセンター　 （93）1552

　　　　　　　　　　　　　　　　　※市役所開庁日の９：00 ～ 16：30

●子育て世帯に関すること　　　　　子育て支援課　 （93）4497　

●税の申告に関すること　　　　　　課税課　 （93）0443

どれだけ買えるの？

・対象者 1 人につき 5 冊（上限 25,000 円分）まで購入でき、1 冊単位で何度か  

　に分けて購入できます。

・1 冊 5,000 円（500 円券 10 枚）を 4,000 円で販売します。

どうやって買うの？

販売期間…10 月１日（火）～令和２年２月 14 日（金）　

販売場所…市内の各郵便局（日吉台郵便局、七栄郵便局、富里郵便局、十倉郵便局）

購入時必要な物…○購入引換券　○代金　

　　　　　　　　○本人確認ができる有効期限内の公的証明書など

いつまで使えるの？

使用有効期間…10 月１日（火）～令和２年３月１日（日）

※使用有効期間を過ぎた商品券は使用できません。

どこで使えるの？

市内プレミアム付商品券事業取扱店舗

※プレミアム付商品券取扱店舗ポスター、のぼり旗のある店舗が目印です。

※取扱店舗は、順次、市公式ホームページ、チラシ、ポスターなどでお知らせします。

商品券購入までのお願い

・①の該当者は、平成 30 年中の収入の申告が必要です。申告が済んでいない人は、

課税課へ問い合わせてください。

・配偶者からの暴力を理由に避難しており、事情により住民票を移すことがで

きない人は、専用コールセンターに連絡してください。

10月１日に予定されている消費税率の引上げに伴う影響緩和の対策として次の人を対象に、プレミアム付商品券を販売します。

5
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　Let's Enjoy The Performance!
問生涯学習課　 （93）7641

部　門 対　象 定　員 テーマ 持ち時間

スピーチ・暗唱

（小学生以下の部／中・高校生の部） 高校生以下
15 組程度

自　由
３分以内

パフォーマンス（歌、劇など） 10 組程度 ５分以内

特別部門

外国籍の人 ２人程度 「富里に暮らして」など

３分以内○英語を母国語とする国に在住していた児童・生徒、

　または保護者が英語を母国語とする児童・生徒など

○昨年のコンテストで最優秀賞を受賞した人

６人程度 自　由

■日時　10 月 27 日（日）13：00 ～ 16：30（予定）

■場所　中央公民館講堂

■対象　市内在住、在勤、在学の人　※外国籍の人は、日本在住９年以下の人

■費用　無料　■申込　９月２日（月）～ 11 日（水）

「英語ふれあいＤａｙ」関連事業として、第12回市英語スピーチコンテスト・パフォーマンス発表会を開催します。

英語学習・日本語学習の発表の場として、また、英語歌唱などの発表の場として、ぜひ参加してみませんか？

英語ふれあいＤａｙ

第 52 回市文化祭を 11 月２日（土）～４日（月・振休）に中央公民館で開催します。

得意なジャンルで参加して、日ごろの練習の成果や自慢の作品を披露してみ

ませんか？

■募集項目　

▶展示・発表

　個人作品は原則 1 点で募集、団体での応募は自主性を尊重しますが、調整は

生涯学習課で行います。

　○芸能発表：個人参加は原則として１曲、団体参加は構成により最長 25 分。

　　（準備・片付け含む）

　　※プログラム編成時に発表時間を短縮し、調整する場合があります。

　○俳句・短歌：当季雑詠　○生け花：作品自由

　○書道・絵画・ペン字：作品自由　※絵画は 30 号以内　

　○写真：キャビネ版以上　※組写真含む

　○手工芸・陶芸：作品自由　○菊花・花栽培：作品自由

▶イベント

　期間中に行う体験型の実演や参加型のイベントなどを募集します。

　○体験教室　○来場者体験型の実演

　○来場者体験型の大会　※実施運営の可能な団体限定

■申込方法　8 月 9 日（金）までに、中央公民館 1 階の生涯学習課窓口で行っ

てください。　※昨年の参加団体への通知はしません。

■その他　市民と協働で創造する文化祭を目指し、準備や片付けなどの協力と

期間中の展示解説などをお願いしています。

　作品・参加者を募集します

　「ちい寄附」とは、市内の協力店舗にて、ちい寄附メニュー ( 飲食・商品・

サービス）の代金の一部と寄附箱への寄付金が、市の「ふるさと応援寄

附金」に寄附されるものです。

　寄附金は、市民活動支援補助金採択事業の原資として活用されます。

※寄附箱の設置店舗など、詳しくは市公式ホームページに掲載しています。

問市民活動推進課　 （93）1117

問生涯学習課　 　（93）7641

参加者募集

　夏休み明けに、小学校２年生～中学校１年生を対象に、

第２回「とみの国」検定が各学校で行われます。合格に向

けて、休み中にしっかり練習しましょう。

「家庭で育て、学校で伸ばし、社会で磨く教育」の推進のため

問学校教育課　 　（93）７６５９

「とみの国」検定 を実施しています！

▶七栄地区　９月 14 日（土）

　七栄小学校体育館

▶富里南地区　９月 18 日（水）

　富里南小学校体育館

▶富里第一地区　10 月１日（火）

　富里第一小学校体育館

▶根木名地区　10 月５日（土）

　根木名小学校体育館

多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬い、長寿を祝う敬老会を、地区ご

とに地区社会福祉協議会が中心となって開催します。

■日程・場所　下記のとおり

■対象　市内在住の 75 歳以上の人

※居住する各地区の社会福祉協議会から通知が届きます。

　敬老会を開催します

▶浩養地区　10 月５日（土）

　浩養小学校体育館

▶富里地区　10 月 11 日（金）

　富里小学校体育館

▶日吉台地区　10 月 12 日（土）

　日吉台小学校体育館

▶洗心地区　10 月 20 日（日）

　二区協同館

問高齢者福祉課　 　（93）4981

市では、子ども医療費の自己負担額を千葉県基準額の 300 円から、さらに負担

を軽減し 200 円で実施してきましたが、本助成制度を継続していくため、８月

１日（木）から自己負担額を千葉県基準に合わせて実施することとなりました。

各医療機関での支払い自己負担金額が 200 円から 300 円となります。

富里市子ども医療費助成制度自己負担金額変更のお知らせ

問  子育て支援課　 （93）4497

2019年8月1日からの自己負担金額

通院一件 入院一日 調剤

市町村民税非課税世帯

または均等割のみ課税世帯
無料 無料 無料

市町村民税所得割課税世帯 200 円→ 300 円 200 円→ 300 円 無料

第 52 回市文化祭

地域で食べて

地域で飲んで

地域で買って

市民活動団体を支援する
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市民活動出前講座

～高齢者の交通事故防止と外出支援～

団体名・講座内容

　★…大人のみ　☆…子どものみ

　印がないものは、どなたでも受講できます。

オラキノ・マイカイみちこフラスタジオ

　・ステップ指導、Lovely 富里フラソングの指導

ボーイスカウト富里第１団

　・手作りおもちゃ、各種クラフト作り、ロープ

　　ワークと野外工作、読図（ハイキング、オリ

　　エンテーリング）　

Puna	wai(プナヴァイ )	フラの会

　・うたごえフラ★

みんなの日本語

　・「みんなの日本語」の事業

　・外国人に対する日本語指導方法

社会福祉法人牧の園若草児童館

　・工作・体操・読み聞かせ☆

　・子どもサークルやボランティアをしたい人を

　　対象にした工作・体操・読み聞かせ★

子育てサポートの会

　・手作り工作や料理

　・ペアレントトレーニング★

　・発達障がいについて★

富里市ファミリーサポートセンター　

　・ファミリーサポートセンターとは（説明会）★

ドレミの会　

　・ベビーリトミック、親子リトミック☆

　・季節の歌（童謡など）を一緒に歌いましょう！★

（一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会富里支部

　・スポーツ吹矢体験

　・スポーツ吹矢腹式呼吸の習熟

スペシャルオリンピックス日本・千葉

　・知的障がい者へのスポーツ指導や関わり方★

　・スペシャルオリンピックスの活動★

富里マジック同好会

　・すぐできる手品

パソコンカフェ・it 塾

　・プロジェクターを使用した健康チェック講座★

富里スクエアダンスクラブ

　・スクエアダンスの講習体験会

おおむね５人以上で構成された団体などを対象に、市民活動団体などが講師となり、専門知識や活動、協働の取り組み事例を提供します。講座の内容や申し込み

方法など、詳しくは問い合わせてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本総合護身術「春風館」

　・日常の身のまわりの安全

　・護身の心得と知的護身術の推進・女性の防衛本能

　　の覚醒★

　・呼吸法による健康体操★（高齢者対象）

宗日会

　・裏千家茶道、初歩の茶道、風炉点前・炉点前、

　　薄茶点前・濃茶点前、割稽古

３Ｂ体操

　・音楽に合わせてストレッチや筋力アップトレーニ

　　ング★

雅会

　・表千家茶道、茶の湯の歴史・点前・作法等☆

英文読書会

　・英語関連全般、あいさつ、日常会話、コミュ

　　ニケーション、文法や文章

富里ふくろうプレーパーク

　・火おこし体験・キャンプソング講習・読み聞

　　かせ

　・ネイチャーゲーム体験・竹工作

　・身近な野草、花木で染物体験

問 市民活動推進課　 （93）1117

　運転免許証の

　警察では、高齢運転者の事故を減らすために、運転免許の自主的な返納を呼

び掛けるとともに、返納することで受けられる優遇特典を紹介しており、市で

も、これらの周知に努めています。交通事故は、運転する人だけでなく、相手

や家族を含め、その後の生活に重大な影響を及ぼす恐れがあります。

　悲惨な事故を起こしてしまう前に、家族と相談し、第三者から意見を求める

ことも重要です。

　もし、周りの人から「運転が不安である」と言われたときには、事故防止策

として、自主的な返納をご検討願います。

　また、普段の運転で不安がない人も、運転前には健康チェックを行い、疲れ

ているとき、体調がすぐれないときは運転を控えるなど、悲惨な事故の未然防

止に努めましょう。

■返納することで受けられる優遇特典について

○協力事業者　成田タクシー協議会加盟　10 社

　国際空港交通、ニュー成田交通、千葉交タクシー、千葉観光タクシー、参光

　タクシー、成田タクシー、エミタスタクシー成田、松崎交通、多古タクシー、

　東関交通　（順不同）

○割引内容　加盟各社のタクシー料金１割引き

○割引対象者　運転経歴証明を保有する人

　※運転経歴証明書を乗務員に提示すれば運賃が割引されます。

■運転経歴証明書の申請　

○運転免許証の有効期限内に成田警察署へ返納することで申請が可能です。

○交付手数料　１，１００円

８月は一斉加入推進月間
交通災害共済

　交通災害共済は、県内 41 市町村で共同して運営する、助け合いの制度です。

　ぜひこの機会に家族そろって加入しませんか？

■保険対象期間・費用　

　９月１日～翌年の８月 31 日までの１年間で 700 円

　（８月 31 日までに申し込んだ場合）

■対象になる交通事故

　自動車やオートバイなどによる事故で、自動車安全運転センターから交通事

故証明書が発行された事故　　

※原則として人身事故扱いのもの

■共済見舞金

　①死亡見舞金　150 万円

　②傷害見舞金　２万円～ 50 万円　※通院日数に応じて

　③身障見舞金　50 万円　※身体障害１級または２級　　　　　　　

　④交通遺児見舞金　１人につき 10 万円

■申込　

　市民活動推進課または日吉台出張所

問 市民活動推進課　 （93）1117

問 成田警察署交通課　 （27）0110

年齢層別免許人口 10 万人当たり死亡事故件数（原付以上第 1 当事者）（平成 30 年）

※内閣府 交通安全白書より
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　日日時または日　期期間　時時間　場場所　内内容　講講師　対対象・対象者　定定員・定数　費費用（記載なしは無料）　持持ち物、服装など　出出演

　任任期　選選考　額支給額・謝礼　申要申し込み　 E メール　HPホームページ　主主催　関関係部署　問問い合わせ　他その他

　申込み方法　担当部署の前に申込 とある場合は、電話、FAX、メールなどで申し込みができます。市外局番がないものは全て「０４７６」です。

　市役所への郵便物　記事に指定があるものを除いて、各記事の担当部署へ郵送する場合は「〒２８６－０２９２　富里市○○○○課」で届きます。

固定資産の所有者が
亡くなったときの手続き
課税課　 （93）0444

固定資産（土地・家屋・償却資産）の

所有者（納税義務者）が亡くなったと

きは、その財産は相続人全員の共有財

産となり、固定資産税の納税義務は承

継されます。このため、相続人による

次の書類の提出が必要になります。

詳しくは問い合わせてください。

○相続人代表者指定届

　（土地と家屋の登記物件・償却資産）

○未登記家屋所有者変更届

　（法務局で登記していない家屋）

国民健康保険の所得申告
国保年金課　 （93）4084

所得税や住民税の申告が必要ない人

でも、国民健康保険税の納税義務者

は、世帯に属する加入者の所得などの

申告をしなければなりません。

そのため市では、課税の公平性の確保

と平等な保険給付を図るため、申告が

済んでいない人や給与支払報告書が

提出されていない人などに「国民健康

保険税申告書」を発送しています。

申告書は、国民健康保険税の軽減措置

や高額療養費の支給などの判定基準

となります。

申告書の提出がないと、軽減措置など

を受けることができなくなりますの

で、申告書を受け取ったら必ず提出を

お願いします。

国民年金や厚生年金などで老齢を支

給事由とする年金は、「雑所得」と

して区分され、所得税の課税対象と

されています（障害年金・遺族年金

は課税されません）。

課税対象となる受給者には、日本年

金機構から扶養親族等申告書が送付

されますので、提出期限までに必ず

提出してください。

この申告により、翌年の年金にかか

る所得税の源泉徴収税額が決まりま

す。もし提出を忘れると、各種控除

が受けられず、所得税の源泉徴収税

額が多くなる場合がありますのでご

注意ください。

令和２年分「扶養親族等申告書」が

送付される人

○ 65 歳未満で年金額が 108 万円以上

　 の人

○ 65 歳以上で年金額が 158 万円以上    

    （※）の人

※退職共済年金 ( ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ、

農林共済 ) の受給者で、老齢基礎年

金が支給されている人は、退職共済

年金の支給額が 80 万円以上

平成30年版富里市統計書
企画課　 （93）1118

扶養親族等申告書は期限内に
提出を
ねんきんダイヤル

0570（05）1165

市公式ホームページの「市政情報」に、

市の人口、農業、産業、教育、行財政

などをまとめた統計資料を掲載してい

ます。市役所玄関ロビー、日吉台出張

所、市立図書館でも閲覧できます。

市役所企画課、日吉台出張所窓口で販

売しています。

費１冊 500 円

お知らせ 有害鳥獣の捕獲を実施
農政課　 （93）4944

農作物に被害を与える有害鳥獣の捕獲

を、次の期間中に行います。獣類は箱

わなによる捕獲を行い、鳥類は銃器に

よる捕獲を予定しています。

なお、銃器による捕獲の日程等の詳細

は、対象区域への回覧でお知らせします。

期９月１日（日）～ 11 月 14 日（木）

８月は食中毒予防強調月間
印旛健康福祉センター

043（483）1137

家庭でできる食中毒予防のポイント

購入するとき・購入したとき

○消費期限などを確認して購入する

○ 肉や魚などは、汁が他の食品に付か

ないように分けてビニール袋に入れる

保存するとき

○ 冷蔵・冷凍食品は、持ち帰ったら

すぐに冷蔵庫や冷凍庫に保管する

調理するとき

○調理前に石けんで丁寧に手を洗う

○ 包丁やまな板は肉、魚、野菜用に

使い分けるか、洗って熱湯をかけ

てから使う

○肉や魚は十分に加熱する

○冷凍食品は使う分だけ解凍する

食事のとき

○食べる前に石けんで手を洗う

○ 作った料理は、長時間、室温に放

置しない

道路上に張り出している
樹木の伐採
○国道・県道に関すること…

　成田土木事務所管理課

　 （26）4832

○市道に関すること…

　建設課　 （93）5747

樹木や枝が道路に張り出し、通行の妨

げとなっている箇所が見受けられます。

土地（樹木）の所有者は、樹木の伐採、

または枝払いなど、適正な管理をお願

いします。

通行中の車両が損傷する事故などが発

生した場合には、所有者が賠償責任を

問われる場合があります。

第 23回ポイ捨て
“ナイナイ”キャンペーン

市環境美化推進協議会事務局

（環境課リサイクル推進班内）

（93）4946

9 月８日（日）～ 20 日（金）まで、第

23 回ポイ捨て“ナイナイ”キャンペー

ンを実施します。

各小学校区の市政協力員、行政連絡協

力者、環境美化推進員の皆さんや、多

くの地区住民の皆さんにご協力いただ

き、のぼり旗や横断幕の設置などを行

い、ごみのポイ捨て防止を啓発します。

この機会に家庭内、職場内でごみのポ

イ捨て防止について、私たちができる

ことを考えてみましょう。

空き地の管理は適正に
環境課　 （93）4945

空き地の雑草を放置しておくと、ごみ

の不法投棄や害虫などの発生原因とな

ります。所有者は日頃から、土地の適

正管理を心がけてください。

（公財）印旛郡市文化財センター
設立35周年企画展

印旛のはにわ～どうしてムササビ？～
印旛郡市文化財センター　

043（484）0126

現在日本で唯一の出土品である「ム

ササビ形埴輪」に焦点を当てた企画

展を開催します。

日令和２年６月 19 日（金）まで

　平日９：00 ～ 17：00

　※土・日・祝日・年末年始は休館

場公益財団法人　印旛郡市文化財センター

　考古資料展示室

　＜佐倉市春路１－１－４＞

有料広告

スペース

有料広告

スペース

有料広告

スペース

有料広告

スペース

「広報とみさと」に広告をのせてみませんか？詳しくは問い合わせてください

【問合わせ先】秘書広報課　 　（93）１１１２
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学童クラブ指導員

子育て支援課　 （93）4497

詳しくは、各学童クラブに問い合わせ

てください。

●日吉台学童クラブ　 (91）2501

●根木名学童クラブ　 (91）1288

●富里第一学童クラブ　 (91）1597

●浩養すいかキッズクラブ

　 (94）0520

●若草児童館学童クラブ（富里保育園併設）

　 (93）8226

危険物取扱者の保安講習会

市危険物安全協会
（市消防本部予防課内） （92）1313

日 10 月３日（木）

　●午前　給油取扱所の従事者

　●午後　給油取扱所以外の従事者

場勝田台文化センター

　＜八千代市勝田台 2-5-1 ＞

費 4,700 円

　（県収入証紙を申請書に貼付）

持危険物取扱者免状、受講票

申 8 月 19 日（月）～ 23 日（金） 

　 8：30 ～ 17：15

募集

令和元年度第 1回

保育 de 就職！＠千葉　
保育のしごと就職フェスタ
千葉県社会福祉協議会千葉県福祉人材
センター内
ちば保育士・保育所支援センター

043（222）2668・2227
HP http://www.chibahoiku.net/

市立こども園
臨時・非常勤職員募集

●葉山こども園　 （93）1215

●向台こども園　 （93）2951

場　内　　

葉山こども園または向台こども園

●園の保健業務全般

　対正看護師または准看護師の有資格者

　額正看護師　時給 1,270 円

　　准看護師　時給 1,230 円

※交通費は市の規則に基づき別途支給

日●月～金曜日　8：30 ～ 17：15

   　の指定する日時

　※勤務日時などは相談してください。

定若干名

申次の書類を提出

　●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

　　（資格取得見込みも可）

介護相談員
高齢者福祉課　 （93）4980

内日中に介護保険施設を訪問し、利

　用者などからサービスに関する不

　安や苦情などを聞き取り、介護サー

　ビス事業者または行政に対して橋

　渡しをする業務です。

対次の要件に全て該当する人

●高齢者介護に理解と熱意を有する

●運転免許があり自家用車を使用　

　できる

●介護サービス事業者などと利害関係

　がない

●介護サービス事業者や公務員でない

●金曜日の午前午後に１ヶ所ずつの 

　介護施設への訪問と、月１回の市 

　役所での連絡会議に参加可能

任委嘱の日～令和２年 3 月 31 日（火）

　（再任可）

定若干名　額月額 15,000 円

選書類選考と面接を実施します。

　高齢者福祉課に連絡してください。

女性のための再就職　
支援セミナー
申込 商工観光課  （93）4942

「自己理解と就職スキル」をテーマに

セミナーを開催します。

日９月 11 日（水）

　10：00 ～ 12：00

場成田市役所６階中会議室

内自己分析と適職理解、資格と職業

　訓練、グループワークなど

対就職を考えている女性

定 30 人

申電話　

他預かり保育があります。（要予約）

申込 生涯学習課 

 （93）7641 FAX （91）1020

E syakai-edu@city.tomisato.lg.jp

令和元年度社会人権教育地区別研修会（北総地区）

「子どもの人権講座
～子どもへの虐待を防ぐ～」

日９月 24 日（火）　13：30 ～

　【受付】13：00 ～

場中央公民館講堂

講渡邉　直さん（市川市児童相談所所長）

申８月 27 日（火）までに、住所、氏名、   

    連絡先を、電話、ＦＡＸ、Ｅメー

　ルで連絡

他預かり保育があります。（申込時に 

   要予約） ふくし

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　 FAX （93）2215

精神疾患や精神の障がいなどで、「日

常生活が思うようにできない」、「人

と交流するのが苦手」などの悩みを

持つ人が気軽に集う場です。

日８月 16 日（金）13：30 ～ 15：30

場福祉センター２階娯楽室

内陶芸

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

成田富里徳洲会病院　地域連携室

070（3176）9118

日 8 月 15 日（木）14：00 ～

場成田富里徳洲会病院

　2 階多目的ホール 1

内本当は怖い尿路結石

　～症状や予防法、最新治療について～

講太田　茂之さん

　（成田富里徳洲会病院泌尿器科医）

障がい者の各種手当
社会福祉課　 （93）4192

現在手当を受給している人は所得状

況届の提出が必要です

所得状況届を提出しないと、手当を受

給できなくなることがあります。

対象者には、必要書類などを通知しま

すので、必ず期間内に手続きをお願い

します。

なお、それぞれの手当には所得制限が

あります。

期８月９日（金）～９月 11 日（水）

○特別児童扶養手当

対 20 歳未満の障がい児の保護者

額特児 1 級　月額 52,200 円

　特児 2 級　月額 34,770 円

※対象児童が施設に入所している、　

　または障害を理由に公的年金を　

　受給している場合は対象外。

○障害児福祉手当

対 20 歳未満の障がい児

額月額 14,790 円

※施設に入所している、または障　

　がいを理由に公的年金を受給し　

　ている場合は対象外。

○特別障害者手当

対 20 歳以上の重度障がい者

額月額 27,200 円

※施設に入所している、または病　

　院や診療所に３か月を超えて入　

　院している場合は対象外。

○在宅重度知的障害者等福祉手当

対 20 歳以上の重度知的障がい者で、　

　介護保険法に基づく要支援または

　要介護認定を受けていない人

額月額 10,000 円

※施設に入所している、または病　

　院や診療所に入院している場合　

　は対象外。

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８月７日（水）、21 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日８月 28 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 1,000 円

とみさと北部ふれあいクラブ

（気軽に集える地域の居場所）

　日８月 13 日（火）14：00～15：30

　内ボッチャ

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

南部地域包括支援センター
九十九荘向い　 （90）6331

南部ちょきん体操

　日８月５・19・26 日（月）

　　14：00 ～ 15：00

　内●とみさと健康ちょきん体操

　　●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８月 20 日（火）14：00 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

小物づくり「季節の小物づくり」

　日８月 8 日（木）10：30 ～ 12：00

ボッチャ体験してみませんか
とみさとボッチャの会　井上

090（1115）9286

ボッチャは、誰でも楽しめるボール

競技です。

日８月３日（土）、９月７日（土）、

　９月 28 日（土）

　13：00 ～ 15：00

場とみさと市民活動サポートセンター

中部オレンジカフェ

　日８月 20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８月 23日（金）

　　13：30 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

一時的な子どもの預かりや保育施設

までの送迎など、地域の中で子育ての

援助が出来る人（提供会員）を募集し

ています。詳細はファミリーサポート

センターに問い合わせてください。

対市内在住で心身共に健康で子ども

　好きな人

他基礎研修があります

ファミリーサポートセンター
提供会員

  葉山キッズ・ランド内　 （92）2452　

詳細はホームページを見てください。

日８月４日（日）12：00 ～ 15：00

場聖徳大学・聖徳大学短期大学部

　３号館８階 3801 ～ 3808 教室

　＜松戸市岩瀬 550 ＞

他直接会場へお越しください。

　履歴書は不要です。

成田空港地域共生・共栄会議では、広

く一般から成田空港周辺地域の共栄に

つながる協働事業を募集します。

選定された事業は、事業実施団体と共

生・共栄会議の共栄ワーキンググルー

プが協働で実施します。

対成田空港周辺地域の地域振興、観光

　振興または景観形成などにつながる

　事業であって、次の対象地域のうち

　２市町以上を含む事業。

　富里市、成田市、山武市、香取市、

　多古町、芝山町、横芝光町、栄町、

　神崎町

事業実施期間…

　令和２年４月  １日（水）～

　令和３年３月 31 日（水）

負担金の額…1 事業に対し負担金とし

て交付する額は１００万円以下

選定事業数…２事業

※１団体につき選定される事業は１

事業です。

申９月 30 日（月）まで

成田空港周辺地域を
よくする活動を応援します

成田空港地域共生・共栄会議

0479（85）7715

成田空港地域共生・共栄会議 検索
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生活習慣病予防医療講演会
申込 健康推進課  （93）4121　

①糖尿病予防講演会

日９月１日（日）　10：00 ～ 12：00

　【受付】９：30 ～

内糖尿病を予防・コントロールする

　ために

講橘　香穂里さん（成田赤十字病院 

　糖尿病・内分泌代謝内科部長）

②脂質異常症予防講演会

日９月 29 日（日）10：00 ～ 12：00

　【受付】９：30 ～

内あなたのコレステロールは大丈夫　

　ですか

講山賀　政弥さん（成田赤十字病院 

　糖尿病・内分泌代謝内科医師）

共通事項

場保健センター２階総合健診室

　（すこやかセンター内）

定各 50 人

申電話で予約

子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て８月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

児童扶養手当
子育て支援課　 （93）4497

現況届は8月中に提出を

現在手当の認定を受けている人は、８

月１日現在の状況を「現況届」に記入

し、必要書類を添えて提出してくださ

い。この届出がないときは、８月分以

降の手当が受けられなくなります。

必要書類は世帯により異なりますので、

通知書類で確認してください。

※現在、支給停止になっている人も

提出が必要です。

期８月 30 日（金）まで

他一部の人を対象に、市から６月下旬

　に「児童扶養手当一部支給停止適用

　除外事由届書」を発送しました。同

　封されている関係書類と現況届を一

　緒に提出してください。

　提出すれば、該当月以前と同様に児

　童扶養手当を受給することができま

　す。

８月は児童扶養手当の支給月

８月９日（金）に、４～７月分の手当

を指定口座に振り込みます。（振り込

まれる時間は金融機関によって異なり

ます。）

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

センター室開放

0歳・妊婦 水曜日14：00～15：30

0～5歳児

月～土曜日
9：00～11：30

（3・14	・16・17・31日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00～15：30

（6・16・29日を除く）

双子または
三つ子

14日（水）
9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 13 日（火）～ 17 日（土）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

移動支援（現地集合）

　日 16 日（金）　10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階和室

　対市内北部地域在住の未就学児　

　他親子おはなし会も開催

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 21・28 日（水）

　 　9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

親子おはなし会

　 ● 0 歳・妊婦

　　日 21 日（水）15：10 ～ 15：30

育児講座「ベビーマッサージ」

　日 29 日（木）　14：15 ～ 15：00

　対 定６ヶ月前後の赤ちゃん８組

　申 19 日（月）９：00 ～電話または 

　　 直接申し込み

ひとり親家庭の
医療費を一部助成
子育て支援課　 （93）4497

18 歳までの子どもがいる母子・父子

家庭世帯の人が、保健医療機関の診療

や調剤を受けたとき、その自己負担額

を一部助成しています。

なお、受給資格の更新が必要になりま

すので、8 月中に手続きしてください。

ただし、所得が一定以上あるときや生

活保護世帯は対象になりません。

持○印鑑

　○健康保険証

　○通帳またはキャッシュカード

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

センター室開放

0歳児・妊婦 木曜日14：15～15：45

0～3歳児

火・水・金曜日
14：15～15：45

土曜日
13：00～15：00

0～5歳児 火～土曜日9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 27 日（火）～ 30 日（金）　

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

　▼水あそび

　　（雨天や気温が低いときは中止）

　　日６日（火）・８日（木）

　　　10：00 ～ 11：00

　　持着替え、水着、水遊び用オムツ、

　　　バスタオル、ビーチバッグ、帽子、

　　　濡れたものを入れる袋

移動支援（現地集合）

　日 ２日（金）　10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階和室

　対市内北部地域在住の未就学児

親子お話し会

　日７日（水）　14：45 ～ 15：05

　対 0 ～３歳児

おおきくなったね

　日 30日（金） 午前と午後の「帰りの会」

　内 8 月生まれのお子さんの誕生日を 

　　みんなでお祝いします。8 月で　 

 　  ６ヶ月を迎えるお子さんも歓迎。

富里保育園
申込 （93）0155

保育参加「つくしんぼ広場」

　日随時実施　9：30 ～ 12：00

　対 定未就園児、妊婦。各年齢 2 組

　申希望日の１週間前まで

こひつじ保育園
申込 （93）1048

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日 28 日（水）　 9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　申前日まで

　持上履き、飲み物、帽子

給食試食会

　日 28 日（水）11：00 ～

　費●子ども 1 人 100 円

　　●保護者 1 人 200 円

　対 5 組　

　申 21 日（水）まで

　他アレルギー対応はしていません。

子育て相談（来園相談・予約制）

　日毎週水曜日　13 ：00 ～ 15：00

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放「どんぐりクラブ」

　随時、育児相談にも応じます。

　日毎週火・木曜日

　　（13・15・20・27 日を除く）

　　 8：00 ～ 11：00

　対 定未就園児、妊婦10組

　持飲み物、帽子、タオル、着替え

　申前日まで

　▼身体測定

　　日１日（木）、６日（火）

　▼水遊び

　　日６日（火）

      持水遊び用オムツ、バスタオル

　▼育児講座「親子体操（柔軟・マッ

　　サージ）」

　　日 19 日（月）９：30 ～ 10：10

      対８ヶ月～３歳児

      持バスタオル

若草児童館
申込 （93）8226

乳幼児の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 10 日（土）

　　●中高大学生

　　　9：30 ～ 12：00

　　●乳幼児親子

　　  10：30 ～ 11：30

　対　定　●乳幼児親子 10 組

　　　　　●中高大学生 10 人

　費会員 100 円、会員外 200 円

　内どろんこ遊び「大きな池を作ろう！！」

　　※雨天時はダンボールあそび

　持上履き、飲み物、帽子、着替え

　申７日（水）まで

じどうかん食堂　

　日 17 日（土）12：00 ～ 14：00

　内竹を使っての流しそうめん、

　　いなりずし

　対 定子ども～大人　限定 50 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 24 日（土）10：00 ～ 12：00

　内わかくさラボ「児童館でいろいろ  

       な実験にチャレンジしよう」

　対 0 歳～ 18 歳まで

　　※中学生以上は子どものみでの参加可

　持上履き、飲み物、帽子、タオル、着替え

　申初めて参加する人は前日まで

イベント

民謡の夕べ
中部ふれあいセンター　 （91）3363

夏の夕暮れのひとときに、民謡と力

強い三味線の演奏を交え、日本の伝

統文化に触れてみませんか。

日８月 24 日（土）開演 18：00 ～

場中部ふれあいセンター

出竹謡会　定おおむね 100 人

発達が気になる子どもへの
アプローチ
申込 印旛地区自閉症協会事務局  瀧本
　    ・FAX（94）0266
E a_inbachiku_c2002@yahoo.co.jp

学校、幼稚園、保育園などで子どもの

気持ちや行動をうまくくみ取れずに悩

むことはありませんか？子どもへのかか

わりのヒントを一緒に見つけましょう。

日８月 18 日（日）　10：00 ～ 12：00

場成田中央公民館講堂

　＜成田市赤坂１－１－３＞

講大森　五月さん（千葉県発達障害者

　支援センター主任相談員）

申事前に申し込んでください。

仲　間　募　集

女声コーラス
クール・ヴェール
花岡　 （92）1477

ママヨガ“はぴねす”
石川　 090(7278)3406

子連れで参加OK　ママのヨガ

日第 2・4 火曜日 10：00 ～ 11：00

　（8 月は第 1・３火曜日に実施）

場中央公民館

対未就園児と母親、母親だけの参加可

費入会金なし

　親子１回 500 円、兄弟姉妹は無料

心に響くハーモニーを求めて、楽しく

いっしょに歌いませんか！

日毎週木曜日 10：00 ～ 12：00

場北部コミュニティセンター

費入会金なし、月会費 4,000 円

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（水）10：15 ～ 11：45

　内ペットボトルクーラー製作

　対 定未就園児 20 組　

　申前日まで　持飲み物、帽子、着替え

未就園児園庭解放

（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）

　日８日（木）、20 日（火）、26 日（月）、

　　29 日（木）10：15 ～ 11：45

　対未就園児　持飲み物、帽子
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富里市立図書館　☎（90）４６４６　
                         （9:30～17:00）

ht tps : //www. l i b ra ry . tom i sato . ch i ba . j p/

８月の映画会

日　時 内　容

21 日（水）
14：00 ～

父と暮せば【９９分】2004 年公開
出演　宮沢りえ　原田芳雄　ほか

　３年前の広島に落とされた原爆で家族や友を失った、一人暮らしの美津江（宮

沢りえ）は、自分が生き残った負い目を感じ続けながら日々 を過ごしていた。

　ある日、美津江が勤務する図書館に原爆資料を収集している青年・木下が現れ、

美津江は心が惹かれるのを感じる。

　しかし、美津江は生き残った負い目から木下への恋心を抑えようと考える。

　そんな中、亡くなったはずの父（原田芳雄）が現れる。

　美津江は父に木下の話をし、父から励ましの言葉を受けるが・・・。

※入場は先着順で、定員を超えた場合は入場を制限します。また、内容について

はやむを得ず変更することがあります。

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３　

　◆

４ ５ ６ ７　

　●

８ ９ 10　

　◆

11 12 13 14

   

15 16 17

　◆

18 19 20 21

    ★
22 23 24

　◆

25 26 27 28 29 30 31
　◆

図書館カレンダー

開館時間…９：30 ～18：00

　※土・日曜、祝日は 17：00 まで

　※金曜日は 19：00 まで

　　（休日に重なった場合を除く）

　 …休館日　★…映画会

　◆　…おはなし会　●　…親子おはなし会

おはなし会

毎週土曜日14：00から「おはなし

のへや」で絵本や昔話を楽しむ会を

行っています。（20分程度・4歳く

らいから小学生）とっておきの楽し

いお話をたくさん用意してお待ちし

ています。

親子おはなし会

毎月１回水曜日、10：30から30分

程度、図書館ボランティア「もりの

なか」による乳幼児対象のわらべ歌

を中心とした、おはなし会を行って

います。親子で一緒に楽しみましょう。

返却期限を守りましょう　図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週間

です。現在お手元にある資料の返却期限は過ぎていませんか？図書館の資料

は市民の大切な財産です。

■場所　2 階ＡＶホール

■定員　先着 80 人

( 前列左から )
岩﨑　早苗（旭ヶ丘）
二上　正栄（大和ニュータウン）
小髙　好江（根木名）
相馬　きよ子（富里台）
＜菅原富士子（ファミリータウン富里）＞
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

（前列左から）
佐々木佳代（金堀）・芹川　照代（二区）
川島　ゆき（実の口）・山下久美子（四区）
＜引田　敏子（二区）＞
                                      
　　　　　　　　　　　           ＜敬称略＞

　浩養小・洗心地区では、各地区の老人会で健康講座を開催する予定です。その他

の活動も計画中ですので、よろしくお願いします。

こんにちは　地区保健推進員です！
		～私たちは地区の健康づくりをサポートしています～

母子保健班

　根木名小地区では、１歳のお誕生日を迎えるお子さんのお宅に、歯ブラシやパン

フレットを届ける１歳児訪問を行っています。新しい地区の推進員も増え、各地区

において活動をしていきます。

根木名小地区

８月の健康カレンダー ★…保健センター（すこやかセンター内）

日（曜日） 行　　　事 場　所 受付時間

２（金） ３歳児健診（平成 28 年２月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

５（月）
健康相談（要予約） ★ ９：30 ～ 11：00

育児相談（要予約） ★ 13：30 ～ 14：30

６（火） 1歳６か月児健診（平成30年１月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

９（金） 乳児健診（平成 31 年３月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

８月の個別予防接種
母子保健班

契約医療機関への予約が必要です。

ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎

　令和元年６月生まれ

ＢＣＧ　平成 31 年３月生まれ

４種混合　令和元年５月生まれ

ＭＲ（麻しん・風しん）、水痘

　平成 30 年７月生まれ

日本脳炎　平成 28 年７月生まれ

ストップ！ザ・むし歯

６月７日の3歳児健診で、むし歯や治

療済み歯のなかった子どもたちの紹介

です。

　　麻生圭
か の あ

乃空　　　石井陽
ひ な の

奈乃

　　石橋瑠
る い と

依人　　　井上　翔
しょおん

音

　　大城　結
ゆ ず

鈴     　  大野　柚
ゆ ず き

希

　　小川　蒼
そ う た

天　　　香取　紡
つ む

夢

　　川口　凜
り く

久　　　岸　　蒼
あ お ば

葉

　　北林　　宙
そら

　　　清水　健
け ん と

斗

　　新海　圭
け い た

太　　　関塚　晴
は る と

翔

　　平山　蒼
あ お ば

葉　　　洞　　圭
け い と

杜

　　森　　文
ふ み か

香　　　森崎　日
ひ な

菜

　　山下　弘
ひ ろ と

翔

　　HETTIARACHCHI　KESHAW　

　　　RASHMIN　SAHASYA

 ＜ 50 音順・敬称略＞

プレパパママ教室
母子保健班

初めて出産を迎える夫婦を対象にし

た教室です。

日時…８月 31 日（土）

           9：00 ～ 12：00

場所…保健センター

　　　（すこやかセンター内）

内容…妊娠中の生活、ママと赤ちゃ

　　　んのお口のお手入れ＆栄養、

　　　おふろの入れ方、妊婦体験（パ

　　　パ）、先輩ママとの交流会

定員…10 組程度

費用…250 円（テキスト代）

申込み…８月 22 日（木）までに電話

ベビーマッサージ＆ママヨガ教室
母子保健班

日時…８月 22 日（木）　

　　　① 9：45 ～　② 10：45 ～

※兄弟姉妹と一緒に参加するときは

　①にお申込みください。

場所…保健センター（すこやかセンター内）

対象…平成31年２月～４月生まれ(初

めての参加に限ります )

定員…各回 15 組程度

持ち物…母子健康手帳、バスタオル

費用…1 組 500 円

申込み…電話で予約

浩養小・洗心地区

資	料	寄	贈	の	お	願	い
郷土に関する本や、３年以内に出版された本の寄贈をお願いします。

詳細は相談してください。

なお、本などの状況に応じて、受入をお断りすることもありますので、

ご了承ください。

■日時   ８月 18 日（日）　

　　　　13：00  ～ 15：30 　

■内容　クリップボードやパスケース、

　　　　書架整理用の「背当り」作成

■対象　小学生・中学生　

　　　　※保護者同伴も可　

■定員　20 人　

■費用　無料　

■申込   電話または５番カウンターで予約

カルトナージュ教室
カルトナージュで図書館を応援しよう！

ライブラリーオープンスペースの一部の用途が変わります
ライブラリーオープンスペース内のインターネット閲覧用パソコンの利

用は、９月 25 日（水）までとなります。その後は、個別のデスクとし

て広く活用できます。なお、インターネットを利用した調べものや学習を

希望する人は、相談カウンター隣にパソコンがありますので、相談カウン

ターへ申し出てください。

不妊相談
申込 印旛健康福祉センター地域保健課

　 043（483）1135

日時…８月８日（木）午後

　　　偶数月の第 2 木曜日に実施

場所…印旛健康福祉センター

　　　＜佐倉市鏑木仲田町 8-1 ＞

申込み…８月５日（月）までに電話 

 　　　　予約

在宅訪問歯科診療制度
母子保健班

市では歯科保健サービスの一環とし

て、訪問による歯科診療及び歯科保

健指導等を行います。

対象…市内在住で原則 65 歳以上の寝 

 　　  たきりまたはこれに準ずる状態 

         のため通院による診療が困難で、 

          かつ在宅で歯科診療が可能な人

▲　パスケース

※カルトナージュは、厚紙を切り、

　組み立て、布を貼って作る手芸

　作品のこと
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広報とみさとの発行を
　　　　ＬＩＮＥでお知らせ

【登録方法】左のＱＲコード

を読み込むか、「ＩＤ検索」で、

@tom isato_c ity を検索し、

友だち追加ボタンを押してく

ださい。

スマートフォンなどで

広報紙がすぐに読めます

問秘書広報課　 （93）1112

※ LINE は配信のみを行っています。メッ

セージを確認することや、個別への返信は

できませんので、ご了承ください。

　敷地内での漏水は（今月の当番）　　　　　㈲遠藤商店　 （93）1103

急病のときは
急病診療所　持ち物…保険証　

　　　　　　　  夜間や休日の急な発熱やけがなどの診察・応急処置をします。症状により他の医療機関を紹介します。

●一般　成田市急病診療所（成田市赤坂）

　　　　 (27）１１１６

内科

小児科

毎日 19：00 ～ 22：45

日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

外科 日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

歯科
祝日・振替

（日曜日を除く）
10：00 ～ 16：45

● 15 歳まで　印旛市郡小児初期急病診療所

　　　　　　　（佐倉市江原台・佐倉市健康管理センター内）

　　　　　　　 ０４３（４８５）３３５５

 月～土曜日 19：00 ～翌朝 5：45

日曜日・祝日
 9：00 ～ 16：45 ／

19：00 ～翌朝 5：45

電話相談（医療機関を受診すべきか、救急車を呼ぶべきか迷ったら）

こども急病電話相談　 ♯８０００

( ダイヤル回線からは　 ０４３（２４２）９９３９)
毎日　 19：00 ～翌朝６：00

救急安心電話相談（15 歳以上）　 ♯７００９

( ダイヤル回線からは　 ０３（６７３５）８３０５)

 月～土曜日 18：00 ～ 23：00

日曜日・祝日・年末年始・ＧＷ  9：00 ～ 23：00

※休日は正面玄関が施錠

されていますので、すこ

やかセンターの休日夜間

受付の入口を利用してく

ださい。

中央公民館　 （92）１２１１

●休館日　５日（月）11 日（日・祝）、12 日（月・振休）、19 日（月）、26 日（月）

●使用申請受付は１日（木）～（受付時間8：30～17：15）

　公民館棟 11 月使用分・講堂棟令和２年２月使用分

※８：30 までに複数の人が申請に来たときは抽選を行い、受け付け順を決め、順番に申請を受け付けます。

８月の富里市

市役所本庁舎

分
庁
舎

中央
公民館

入口

すこやか

センター

駐
車
場

①

②

休日開庁

市民課

一部証明交付（図①）

　市民課　 （93）４０８６

持ち物…運転免許証などの

　　　　本人確認書類

11 日（日）

25 日（日）

8：30 ～

17：15

※旅券交付

　9：00 ～

　16：30

取り扱い手続き

・住民票の写しの発行

　（本人または同一世帯員のみ）

・印鑑登録証明書の発行（代理人可）

・印鑑登録（本人のみ）

・個人番号カード（本人のみ）

・旅券の交付（本人のみ）

※個人番号カードと旅券の交付は、11 日

のみ。個人番号カードは、平日の市役所

開庁時に要予約。

市税休日納付相談（図②）

●納税課　 （93）０４３３

●国保年金課　 （93）４０８４
※相談日の当日は、国保年金課へ

問い合わせてください。

25 日（日）

 9：00 ～

16：00

相談対象税目

・市・県民税

・固定資産・都市計画税

・軽自動車税

・国民健康保険税

13広報とみさと　2019.8.1

声の広報をお届けしています 問 社会福祉課　 　(93）4192　FAX （93）2215

市内在住で視覚に障がいがある人などを対象に、広報とみさとを録音した CD を「声の広報」として配布しています。

○交通事故相談（９日（金）までに予約）

時 10：00 ～ 15：00　場市役所分庁舎２階会議室

問 市民活動推進課 　 （93）1117

○法律相談

時 13：00 ～ 16：00　場市役所分庁舎１階会議室

問 社会福祉課　 （93）4192

○障がい者相談

時 13：00 ～ 15：00　場市役所分庁舎１階会議室

問 社会福祉課　 （93）4192

○年金相談

時 10：00 ～ 15：00　場 北部コミュニティセンター

問 国保年金課　 （93）4085

○心配ごと相談

時 10：00 ～ 14：30　場 福祉センター２階相談室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

○人権・行政・心配ごと合同相談

時 10：00 ～ 14：30　場福祉センター 2 階会議室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

○家庭児童相談（電話相談も可）

時 月～金曜日９：00 ～ 16：00（祝日を除く）

場 子育て支援課（すこやかセンター１階）

問 家庭児童相談室 　 （93）4498

○教育相談

時 火～金曜日９：30 ～ 15：45

場 市立図書館２階ふれあいセンター

問 ふれあいセンター　 （91）6600

○消費生活相談

時 月～金曜日９：30 ～ 16：00（祝日を除く）

場 市役所分庁舎２階消費生活センター

問 消費生活センター 　 （93）5348

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

・障がい者相談

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

・富里市長選挙

中央公民館休館日

・心配ごと相談

11 12 13 14 15 16 17

・市民課一部証明

交付

中央公民館休館日 中央公民館休館日

・交通事故相談  ※１

・法律相談 ※２

・年金相談

18 19 20 21 22 23 24

・法律相談

中央公民館休館日

・心配ごと相談

25 26 27 28 29 30 31

・市民課一部証明

交付

・市税休日納付相

談

・法律相談

中央公民館休館日

・人権・行政・心

配ごと相談

　　　　　　 各　種　相　談

○相談は無料で、秘密は厳守されます。相談は正午～ 13：00 を除きます。

※１事前予約がない場合は開催しません。※２予約は毎月５日（閉庁日の場合は翌開庁日）から社会福祉課窓口で

受け付けます。予約時は、必ず相談者の身分証を持参してください。

時時間　場場所　問問い合わせ

　　　　　　　　　　　　　

納期内納付にご協力ください

９月２日　（月）

市民税・県民税（普通徴収）　第２期

国民健康保険税（第２期）

後期高齢者医療保険料（第２期）

 介護保険料（第２期）



6 月 16 日に富里市すいかまつりが開催されました。

すいかまつりは、富里の特産である「すいか」を広く紹介し、品質や技術の向上と栽培

の更なる振興を目的として、毎年開催しています。

15 日の共進会では、市内から集められた１００点が、色沢や形状、食味や糖度など市場

性の高さを基準として競い合いました。

また、16 日のすいかまつりでは「すいかきれいに早食い競争」や甘いすいかが食べられ

る「試食コーナー」など、大勢の来場者でにぎわいました。

富里の夏を飾るイベント

すいかまつりすいかまつりが開催されました

すいか共進会特別賞

千葉県知事賞 齋藤己千男（高松）

富里市長賞 諸口　幸雄（十倉）

富里市農業協同組合代表理事組合長賞 齊藤　正夫（中沢）

富里市議会議長賞 伊藤　博通（御料）

富里市農業委員会長賞 中村　　隆（七栄）

千葉県印旛農業事務所長賞 秋葉　博之（高野）

東京青果株式会社代表取締役社長賞 関根　菊江（御料）

千葉県農林総合研究センター長賞 相川　智治（中沢）

富里市長奨励賞 杉本　周子（十倉）

印旛地域農林業振興普及協議会長賞 石井　　均（十倉）

丸朝園芸農業協同組合代表理事組合長賞 並木みつ子（十倉）

齋藤己千男さんが千葉県知事賞に齋藤己千男さんが千葉県知事賞に

イトーヨーカドー成田店長賞 森重　和也（十倉）

公益社団法人千葉県園芸協会長賞 塩野谷邦恵（十倉）

株式会社セブンファーム富里代表取締役賞　　 槗本　芳夫（七栄）

北総農業共済組合長理事賞　　 御園　善之（高野）

重いで賞
富里市商工会長賞
17. ６㎏　　

青木　隆義（十倉）

成田国際空港株式会社代表取締役社長賞　
17. ２㎏

石井　康平（十倉）

＜敬称略＞

6 月 17 日、すいか共進会で入賞したすいかの入賞品宣伝会を、東京都の

大田市場で開催し、すいか 12 点が競り売りにかけられました。

千葉県知事賞を受賞したすいかは、15 万円の値がつきました。

広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

14…
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日本の未来のために

経済センサスー基礎調査

企画課　 （93）1118

この調査は、国の基幹統計調査とし

て、2019 年 6 月～ 2020 年 3 月までの

間、調査員が全国すべての事業所の活

動状況を実地確認し、新たに把握した

事業者などの一部の事業所には調査票

を配布します。

調査への協力をお願いします。

お盆期間中のごみ収集と
クリーンセンター
クリーンセンター　 （93）4529

ごみ収集のお休み期間

８月 12 日（月・振休）、13 日（火）

クリーンセンター

８月 12 日（月・振休）は休所日です。

また、お盆の前後は大変混み合いま

すのでご注意ください。※８月 13 日

（火）、14 日（水）は受け入れしています。

北部コミュニティセンター
臨時休館のお知らせ
北部コミュニティセンター　 （93）3755

電気設備点検を行うため、次の日時は

臨時休館となります。

日 9 月７日（土）　9：00 ～ 12：00

　12：00 以降は利用できます。

関市民活動推進課　 (93）1117

8月28日（水）
全国一斉の情報伝達訓練
防災課　 （93）1114

緊急地震速報や武力攻撃情報など、全

国瞬時警報システム（J-ALERT）で

送られてくる国からの緊急情報を、防

災行政無線を用いて確実に皆さんに

伝えるため、訓練放送を実施します。

日 8 月 28 日（水）11：00

　【訓練放送の内容】

　チャイム音＋

　「これはＪアラートのテストです。

　（３回）　こちらは防災富里です。」

　＋チャイム音

※他の地域でも、同時刻に同様の訓

練が実施されます。

結婚50周年（金婚）をお祝いします
申込 社会福祉協議会　 （92）2451

結婚50周年（金婚）を迎えるご夫婦に

記念品を贈呈します。

対昭和 45 年 3 月 31 日以前に婚姻届を

　　提出したご夫婦

※これまでに贈呈を受けたご夫婦は対

象になりません。

申 8 月 30 日（金）までに社会福祉協

　議会または日吉台出張所で申し込ん

　でください。

県動物愛護センターからの
お知らせ
申込 県動物愛護センター

（93）5711

次の教室などは、全て県動物愛護セン

ター＜御料＞を会場に開催されます。

必ず事前に電話予約をしてください。

詳しくは問い合わせてください。

犬のしつけ方教室

●基礎講座

日８月７日（水）

　10：00 ～ 12：00

　【受付】9：30 ～ 10：00

定 20 組

他飼い犬の同伴はできません

●実技講座

　（公財）千葉県動物保護管理協会が開催

　します。

　申込 （公財）千葉県動物保護管理協会

　　　 043（214）7814

日 8 月７日（水）

　13：00 ～ 15：00

　【受付】12：30 ～ 13：00

定 10 組

費３，０００円（消費税別）

他飼い犬と同伴で実施します。

パピークラス

子犬同伴で参加できる飼い方教室です。

日時は、問い合わせの際に、調整します。

飼い主さがしの会

犬・猫がほしい人、あげたい人との出

会いの場です。時間に遅れると参加で

きませんので注意してください。

日８月３日（土）、　9 月７日（土）

　●犬・猫がほしい人

　　【受付】9：00 ～ 9：30

　●犬・猫をあげたい人

　　【受付】9：30 ～ 10：00

一般譲渡会【予約不要】

愛護センターの成犬・成猫を譲渡しま

す。直接受付時間内にお越しください。

時間に遅れると参加できませんので注

意してください。

日 ８月 17 日（土）、９月５日（木）、

      9 月 28 日（土）

　  9：30 ～ 12：00

　【受付】9：00 ～ 9：30

迷惑駐車はやめましょう
消防署　 （92）1311

迷惑駐車は、消防車や救急車などの緊

急車両の進行を妨げ、現場への到着を

遅らせてしまいます。

また、消防水利周辺に迷惑駐車がある

と、迅速な消火活動ができません。

一人ひとりがルールと駐車マナーを守

りましょう。

相　談

スポーツの全国大会等出場者の
奨励費交付
生涯学習課（社会体育館内）

（92）1597

市内在住者、または所在する団体が全

国大会などに出場する場合に、予算の

範囲内で奨励費を交付しています。奨

励費の交付には条件があります。詳し

くは問い合わせてください。

ご存知ですか？
中退共の退職金制度
　（独）勤労者退職金共済機構

　 中小企業退職金共済事業本部

　   03（6907）1234

「中退共」は国がサポートする中小企業

のための退職金制度です。

パートタイマーさんも加入できます。

他の退職金・企業年金制度等とのポー

タビリティも可能です。

○国の制度だから安心・確実！

　掛け金の一部を国が助成します

○掛金は全額非課税！

　手数料もかかりません

○社外積立で管理が簡単！

　退職金資産額などもお知らせします。

日 8 月 25 日（日）　※雨天決行

　９：00 ～ 11：30 ／13：00 ～ 15：00

場中部ふれあいセンター駐車場

当日回収できる紙類

○新聞（チラシ含む）、雑誌、段ボール、

　紙封筒、トイレットペーパー・ラッ

　プフィルムの芯

　…種類ごとにひもで束ねてください。

○飲料用紙パック

　…水洗いして切り開き、乾かし、紐

　　で束ねてください。

○パッケージペーパー（お菓子の箱、 

　紙袋など）

　…紙袋に入れるか、紐で束ねてくだ    

       さい。

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

令和元年芸術鑑賞事業

中原　慶也　絵画展　
ー今を生きるー
生涯学習課　 （93）7641

「今を生きる」をテーマに臨場感あふ

れる作品を制作している中原慶也さん。

最新作を含めた 30 号以上の大型作品

18 点、小型作品 28 点の展示を予定し

ています。

日 8 月６日（火）～８月 22 日（木）

　９：00 ～ 21：00 ※月曜・祝日休館

場富里中央公民館１階ロビー

他●会期中、作品保護のためロビーの

　　ソファーと遊具は撤去します。

　●中原慶也さんは、９、17 日以外 

　　は在館予定です。    

就労・進路相談
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

日８月８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

印旛沼環境基金
第 4回公開講座
申込 佐倉市生活環境課

 043（484）4278　

E se ikatsukankyo@city .sakura . lg . jp

日９月７日（土）14：00 ～ 16：30

場ミレニアムセンター佐倉ホール

　＜佐倉市宮前 3-4-1 ＞

内テーマ「水環境の変遷と原因」

定 100 人

申８月５日（月）から電話またはメール

主佐倉市、（公財）印旛沼環境基金

普通救命講習
消防署　 （92）1311

日８月 18 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８月 11 日（日・祝）まで

女性弁護士による　　　
養育費無料法律相談
申込 一般財団法人千葉県母子寡婦 

　福祉連合会事務局

　    043（222）5818

  FAX   043（225）0608

日 8 月 24 日（土）13：00 ～ 16：00

　※１人 40 分程度

場ミレニアムセンター佐倉４階

　＜佐倉市宮前３－４－１＞

申月～金曜日の９：30 ～ 16：30

他○無料の託児サービスがあります。

　○県内在住の人が対象です。　

教室・講座

富里国際交流協会
語学教室追加募集
申込 富里国際交流協会（企画課内）

　　 （93）1118　

小学生英語教室

費●月謝　2,000 円

　●年会費　1,000 円

　●保険代（年間）　1,000 円

申 8 月 1 日（木）9：00 ～ ※平日のみ

中央公民館教室（毎週土曜日）

クラス 開講日時 募集人数

1 年生  9：00 ～ 9：40 １人

2 年生  9：45 ～ 10：25 ４人

4 年生 11：15 ～ 11：55 ４人

5 年生 14：05 ～ 14：55 ８人

6 年生 13：10 ～ 14：00 ５人

北部コミュニティセンター教室

クラス 開講日時 募集人数

1 年生
木曜日
17：05 ～ 17：45

１人

2 年生
月曜日
17：20 ～ 18：00

１人

3 年生
木曜日
17：50 ～ 18：30

６人

4 年生
月曜日
18：10 ～ 18：50

３人

５年生Ｂ
木曜日
19：30 ～ 20：20

５人

6 年生
月曜日
19：00 ～ 19：50

４人

大人の英語教室（月・水曜クラス）

外国人向け日本語教室（火・金曜クラス）

他富里国際交流協会では協会員も募

　集しています。外国語が話せなくて

　も楽しく活動できます。皆さんの参

　加をお待ちしています。
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