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教室・講座・試験

令和元年度印旛地区
選挙関係委員研修会
白井市選挙管理委員会事務局

047（401）5974

政治意識の向上を図り、明るい選挙の

推進に資することを目的に講演会を開

催します。一般の人も受講できます。

日 11 月 14 日（木）

　 14：00 ～ 15：30

場白井市文化会館大ホール

　＜白井市復 1148-8 ＞

内そうだ、投票に行こう！～笑い溢れ

　る、明るいまちづくりのために～

講桂三四郎さん（落語家）

主印旛郡市選挙管理委員会連絡協議会

普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

日 11 月 17 日（日）

　 9：00 ～ 12：00

　受付　8：30 ～

場北分署 2 階会議室

対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20 人

申 11 月 10 日（日）まで

上級救命講習
申込 消防署　 （92）1311

普通救命講習を受講し、さらに詳しい

応急手当を学びたい人や、普通救命講

習を受講したことがない人でも受講で

きます。

日 12 月 15 日（日）9：00 ～ 17：00

　受付　8：30 ～　※昼食は各自用意

場北分署 2 階会議室

内乳児・小児の心肺蘇生法など

対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20 人（5 人以上で開講予定）

申 12 月８日（日）まで

他講習の最後に筆記・実技試験があります。

食育・健康料理教室
申込 県栄養士会　 043（256）1117

平日（10：00 ～ 16：00）

おいしく楽しく食事で元気に

～適度な塩分で 100 歳目指そう～

県栄養士会主催の調理実習を開催します。

日 11 月 26 日（火）

　 10：00 ～ 13：00

　受付 9：45 ～

場保健センター 2 階調理室

　（すこやかセンター内）　

内メニュー

　○サラダ寿司

　○カレー風味のシシカバブ

　○かぼちゃとおいものサラダ

　○キャベツの卵スープ

　○黒糖ミルクプリン　

定 20 人程度

費 500 円（当日集金）

持エプロン、三角巾、ふきん

申 11 月 22 日（金）まで

　※定員になり次第、締め切り

中高年のための
再就職支援セミナー
申込 商工観光課　 （93）4942

富里市、成田市、八街市、香取市、酒々

井町、栄町、千葉県ジョブサポートセ

ンターなどが共催で、セミナーを開催

します。

日 11 月 25 日（月）10：00 ～ 12：30

場成田市役所６階中会議室

対おおむね40～65歳以上で求職中の人

内仕事の探し方、応募書類の書き方など

定 30 人

男性のための料理教室

和食をつくろう
申込 健康推進課　 （92）4121

男性も健康に気を配り、元気に暮らし

ていけるよう、生活習慣病予防と自立

支援を目的に教室を開催します。

日 12 月４日（水）10：00 ～ 13：00

場保健センター（すこやかセンター内）

対市内在住で 20 歳以上の男性

定 20 人　費 500 円

持筆記用具、エプロン、三角巾など頭

　にかぶるもの、手拭き用タオル、ふ

　きん 2 枚

印旛沼環境基金
第７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 12 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「水草たち」

定 100 人

申 11 月５日（火）～ 12 月 5 日（木）

　に電話またはメール

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

日令和２年１月 30 日（木）

　午前　給油取扱所で主に従事する人

　午後　給油取扱所以外の施設で従事

　　　　する人

場千葉市文化センターアートホール

　＜千葉市中央区中央 2-5-1 ＞

費 1 人につき 4,700 円

　（千葉県収入証紙を申請書に貼付）

持受講日に危険物取扱者免状と受講票

　を必ず持参してください。

申 11 月 25 日（月）～ 29 日（金）

　 （8：30 ～ 17：15）の期間中に申請

　書を提出

募　集

野球審判員募集
市野球協会審判部　峯島

090（4746）6364　

市野球協会では、審判員を募集してい

ます。男女問わず、初心者もお待ちし

ています。詳しくは問い合わせてくだ

さい。

　
少人数指導　豊かな自然　地域のぬくもり

小規模特認校　浩養小学校

学校教育課　 （93）7658

市では、浩養小学校を小規模特認校に

指定し、市内全域から児童を募集しま

す。浩養小学校の児童数は現在 83 人

で、「浩養の森」の緑に囲まれた素晴

らしい環境と小規模校の特徴を生かし

て、きめ細かな指導と一人ひとりの子

どもの個性を大切にした教育活動を展

開しています。

小規模特認校の転入学要件　

次の全ての要件を満たす世帯の児童

○市内に住所を有し、富里市立小学校

　に就学している児童または就学予定

　の児童であること

○原則として通年通学すること　

○保護者の責任と負担で通学すること

○浩養小学校の教育活動について理解 

　し協力できること

４月からの入学を希望する新入学児童

令和２年４月からの入学を希望する

場合は、原則として 11 月 29 日（金）

までに申請してください。申請方法な

ど、詳しくは問い合わせてください。

公立小中学校講師募集
北総教育事務所管理課

043（483）1148

北総地区内の公立小中学校に勤務する

講師を募集しています。

詳しくは問い合わせてください。

募集職種…常勤講師、非常勤講師など

対教員免許状を所有しており、心身と

　もに健康な人

内●常勤（産休・育休などの代替）

　　月～金曜日の 8：00 ～ 16：30

　●非常勤

　　月～金曜日（週３～ 5 日、週 10

　　時間～ 29 時間）

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

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

●園児の保育（通常・時間外）

　対　保育士・幼稚園教諭の有資格者

　額時給 1,200 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）

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

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 11 月 14 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

陸上自衛隊
高等工科学校生徒
自衛隊成田地域事務所

（22）6275

高等学校普通科と同等の教育と併せて

技術的な専門教育を受け、卒業後は各

種大学や防衛大学校、航空学生への受

験資格が得られます。

対中卒（見込含む）17 歳未満

　※推薦試験は、学校長の推薦が必要

推薦試験

日令和２年１月５日（日）～６日（月）

　の指定する１日

申 11 月 29 日（金）まで

一般試験

日○第１次試験　

　　令和２年１月 18 日（土）

　○第２次試験　

　　令和２年１月 31 日（金）～

　　２月 3 日（月）の指定する１日

申令和２年１月６日（月）まで

日 11 月 30 日（土）11：00 ～ 18：30（予定）※雨天中止

　 ※イルミネーション点灯 17：30 ～ 　　

場新木戸大銀杏公園

他●イベントに参加される団体・サークル（ダンス・バンドなど）を募集して

　　います。

　●キッチンカー、模擬店も募集しています。（出店費 10,000 円）

七栄開拓150年記念イベント

問い合わせ先　市役所通り商工振興会　柿沼　 080（1308）7544

　　　　　　　 七栄商店会　　　　　　相川　 090（3527）5469

　　　                                                               　FAX   （93）1773

七栄開拓 150 年を記念してイベントを開催します。


