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台風15号について

台風15号の影響により、９月

定例会の会期が延長されたた

め、「とみさと議会報」は11月

15日に発行します。

問 議会事務局　 （93）6492

次のページに

・市内の被害状況

・市の取り組み　などをまとめました場所：根木名地区

場所：久能カントリー前

台風15号直撃時の市内の状況

場所：富里南小学校前

台風15号は、富里市に

甚大な被害をもたらしました
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9 月 9 日未明、台風 15 号が関東地方に上陸し、非常に強い勢力を保ったまま千葉県を縦断しました。

台風の中心から東側に位置していた富里市は、台風の接近に伴い、猛烈な風に見舞われ、これまで

に経験したことのない大規模な被害が発生しました。

勢力が衰えることなく上陸した台風の猛烈な暴風雨は、

市内に大きな被害をもたらしました。家屋や倉庫、農業

用のビニールハウスなど、多くの建物に損傷を与え、道

路標識や看板なども数多く破損しました。中でも、電線

の断線、電柱の倒壊により、市内のほぼ全域で停電し、

私たちの生活へ大打撃を与えました。

市役所でも停電し、自家発電で災害対策や市役所業務な

どを維持しました。

市内の被害状況

台風 15 号関東地方縦断

■気象概要

　暴風警報　９月８日（日）16：30 発表

　大雨警報　９月８日（日）22：50 発表

　洪水警報　９月９日（月）２：56 発表

　土砂災害警戒情報　９月９日（月）５：16 発表

■被害の状況（９月 30 日時点）

　○人的被害　６名救急搬送

　○住家等被害　1,381 件

　○倒木による通行止め道路　31 か所（最大時）

　○停電件数　27,800 軒（最大時）

　○農業関係被害　農作物 　約 21.53 億円　

　　　　　　　　　農業施設 約 23.70 億円

　○公共施設関係被害　29 件

■り災証明書発行件数（９月 30 日時点）　919 件

■気象情報

　○雨量（国土交通省データ）

　　最大時間雨量 57 ㎜　9 月 9 日（月）６：00 ～７：00

　　累加雨量 141 ㎜

　○最大瞬間風速（気象庁　成田航空地方気象台）

　　45.8m/s

災害対応状況

協力関係機関（人的支援） 
○国土交通省　○経済産業省　○陸上自衛隊　○千葉県　○茨城県　○茨城県ひたちなか市　○成田国際空港株式会社

9 月 15 日（日）河野防衛大臣が、富里市内で活動する

自衛隊を視察しました。

■給水所（全 13 か所）

　市役所、北部コミュニティセンター、中部ふれあいセンター、

　農林業センター、日吉台小学校、富里南小学校、旧洗心小学校、

　浩養幼稚園、四区集会所、二重堀集会所、サニーパークハイツ、

　マルシン組合出荷場、南部共同利用施設

■休憩所（全７か所）

　市役所保健センター、中央公民館、福祉センター、社会体育館、

　北部コミュニティセンター、中部ふれあいセンター、農林業センター

■携帯充電（全 10 か所）

　市役所、福祉センター、北部コミュニティセンター、　

　中部ふれあいセンター、社会体育館、農林業センター、

　日吉台小学校、富里南小学校、旧洗心小学校、四区集会所、

■配布物資

　○土のう　6,628 袋　○ブルーシート　1,959 枚　

　○非常食、水
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■申込期限　12月31日（火）まで

■対象世帯　被災日（９月９日）に市に居住していて、世帯の平成30年分の市民税における総所得が下表の限度額未満である世帯

世帯人数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

総所得額 ２２０万円 ４３０万円 ６２０万円 ７３０万円
１人増す毎に７３０万円

に30万円を加算した額

■貸付限度額

被害の種類・程度

貸付限度額

世帯主の負傷がない場合
世帯主が負傷し、療養期間が

おおむね１ヶ月以上の場合

家財・住居に損害がない 該当なし １５０万円

家財の１／３以上が損壊 １５０万円 ２５０万円

住居が半壊 １７０万円～２５０万円 ２７０万円～３５０万円

住居が全壊 ２５０万円～３５０万円 ３５０万円

住居全体が滅失・流失 ３５０万円 ３５０万円

災害援護資金貸付

■固定資産税・都市計画税　問課税課資産税班　 （93）0444

減免

　住宅の全壊など著しい被害を受けられた人や農地・宅地が流失、水没、埋

没、崩壊などにより作付不能・利用不能となる被害を受けられた人について、

損害の程度により納期未到来の固定資産税・都市計画税の減免を受けられる

場合があります。

■市民税・県民税　　　　　　問課税課市民税班　 （93）0443

減免
　住宅の全壊など著しい被害を受けられた人について、損害の程度により納

期未到来の市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。

■介護保険料　　　問高齢者福祉課　 （93）4980

減免
　住宅の著しい被害（半壊以上）を受けられた第1号被保険者、また

は生計維持者は、申請により今年度の納期未到来分について介護保険

料の減免を受けられる場合があります。

減免・免除の措置

■国民年金保険料　　　問国保年金課　 （93）4085

免除
　国民年金保険料の支払いが困難な人は、申請により令和元年8月分

～令和3年6月分までの国民年金保険料の免除を受けられる場合があ

ります。

■国民健康保険税　　　問国保年金課　 （93）4084

減免
　国民健康保険税の支払いが困難な人は、申請により今年度の納期未

到来分について国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

■後期高齢者医療保険料　　　問国保年金課　 （93）4085

減免
　後期高齢者医療保険料の支払いが困難な人は、申請により今年度の

納期未到来分について後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合

があります。

　被災に伴う、減免・免除の措置は次の通りです。

（※）申請には「り災証明書」、「り災届出証明書」が必要になる場合があります。詳しくは問い合わせてください。

台風15号により、世帯主の負傷や住居・家財などに被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付を行います。

住宅被害の相談窓口について

（独）住宅金融支援機構による電話相談窓口

住宅に被害を受けられた人に住宅の建替え、補修などに必要な資金の融資に

関する相談を受けます。

■融資金利（令和元年10月1日現在）

　▼建設・購入の場合　○基礎融資額　年0.24％　○特例加算額　年1.14％

　▼補修の場合　年0.24％

問い合わせ先

　● 住宅金融支援機構　住宅金融支援機構お客様コールセンター（災害専用ダイヤル）

　　 0120（086）353

　　※利用できない場合　 048（615）0420（９：00～17：00、祝日を除く）

ちば安心住宅リフォーム推進協議会による電話相談窓口

県内の被災住宅の修理や再建に関する、皆さまの不安や疑問について、専門

家である建築士・建設団体担当者が、技術的な面から電話相談を受けます。

【例】・業者を紹介してほしい

　　・見積もりの見方がわからない　など

問い合わせ先

　●ちば安心住宅リフォーム推進協議会事務局

　　 0120（331）772（９：00～17：00）

被災者生活再建支援について 住宅の修理に関する支援について

■支給額

　▼基礎支援金　

　　○全壊世帯・解体世帯など100万円　○大規模半壊世帯　50万円

　▼加算支援金（住宅の再建方法による）

　　○建設・購入　200万円　○補修　100万円　○賃借　50万円

※基礎支援金と加算支援金の合計額が支給されます。また、１人世帯の場

合は、上記の３／４の金額となります。

■災害救助法による支援　　

　○住宅の応急修理（すでに修理したものは対象外）

■防災・安全交付金による支援

　○屋根などの修理

生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援制度により支援金を支給し

ます。（適用条件あり）

台風により一部損壊した住宅についての支援策が、内閣府と国土交通省から

発表されました。この制度は必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き

続き元の住宅に住むことができるようにするものです。

詳しくは問い合わせてください。

問・申請先　社会福祉課　 （93）4192

問 財政課　 （93）1115

問 都市計画課　 （93）5148
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第10回
富里にんじんウォーク

■日時　11 月 30 日（土）9：00 ～

■集合場所　すこやかセンター前　

■対象　小学生以上　

　※小学生は同伴者が必要、市内・

　　市外は問いません。

■コース　高野・立沢地区方面

　○約 10 ㎞コース（ロングコース）

　○約 6 ㎞コース（ショートコース）

■定員　先着 300 人

■費用（保険料含む）

　○ 20 歳以上　500 円　

　○ 19 歳以下　100 円

■持ち物　飲み物、タオルなど

■申込　11 月 22 日（金）まで

　※申込み後に詳細を通知します。

■その他　荒天の場合は中止。

問・申込先　健康推進課　 （93）4121

収穫を目前にした、にんじん畑を背景に楽しく歩いて健康づくり！！

ゴール後には地元にんじんを使ったメニューのおもてなしや、お楽しみ

抽選会があります。

第26回コミセン祭り

■日時　11 月 24 日（日）９：30 ～ 16：00

■場所　北部コミュニティセンター

■内容　○サークルによる展示・発表　

　　　　○模擬店　

　　　　○豚汁販売　など

場所：中央公園イベント広場

ごみの減量・資源の有効利用と環境にやさしい暮らしづくり

○ リサイクルマーケット　○ 花苗の販売　

○ 資源物の回収　○ 犬の飼い方・しつけ方　

○ おでん・もつ煮販売など

富里市では、岩崎久彌氏にゆかりのある高知県安芸市、岩手県雫石町、

東京都台東区と広域連携を行っています。

交流展では、岩崎久彌氏にまつわる観光名所の紹介や、広域連携事業を

紹介する写真パネル展と、岩崎家ゆかりの地の特産品を販売します。

富里から元気を !!

産業まつり

岩崎家ゆかりの地交流展

11月17日（日）
９：00～14：30

開催日時

自慢の野菜や花などの即売、餅やしゃぶしゃぶの無料配布

各種出店・催し物、ポニーの乗馬体験、動物ふれあい広場　など

リサイクルフェア
問  商工観光課　電話（93）4942

● 写真パネル展　

　中央公民館４階大会議室

　16 日（土）、17 日（日）9：30 ～ 16：00

　※他のイベントと開催日時が異なり

　　ますので、注意してください

● 物産展（産業まつり内で開催）

　場所：中央公民館駐車場

　出店予定…高知県安芸市観光協会

　　　　　　小岩井農場産品株式会社

問  環境課　電話（93）4946

問 北部コミュニティセンター　 （93）3755

中部ふれあいセンターまつり

問    中部ふれあいセンター　 （91）3363

■日時　12 月１日（日）10：00 ～ 15：00

■場所　中部ふれあいセンター

■内容　○ 施設利用サークル団体の展示・発表　

　　　　○ 餅・豚汁のチャリティ―販売　　　　　

　　　　○ イルミネーション点灯式など　※ 16：30 頃（予定）

場所：中央公民館ロビー・駐車場

みんなで実行　ごみの３Ｒ

減量（リデュース）・再利用（リユース）・再生（リサイクル）

問  産業まつり実行委員会事務局（農政課）

  　電話（93）4943

台風被災復興支援イベント

台風被災復興
支援イベント
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■申込　申込書は窓口で配布しているほか、市公式ホームページからダウンロー   

              ドできます。

※市外の保育園に入園を希望するときも、富里市に申込みをする必要があります。

　希望先の市区町村によって提出期限が異なりますので、早めに問い合わせてください。

保育園・こども園（保育利用）　園児募集

虐待を受けた子どもは…
　

周りに話すことで更にひどい仕打ちを受けたり、保護者に見捨てられると

怯えたり、虐待されると、「自分が悪いから」と思い込む子どももいます。虐

待は、子どもの身体と心に深刻な影響を及ぼすだけでなく、次世代の自分

の子どもに対して虐待行為を引きおこしてしまうこともあります。

11月は児童虐待防止推進月間

年　度 H28 H29 H30 R1

延べ相談件数

（うち新規分延べ実件数）

1,961

(184)

2,144

(180)

2,269

(317)

977

(185)

※相談件数は、関係機関からの情報提供も含みます。

　また令和元年度は８月31日現在の数値です。

相談・連絡者や内容に関する秘密は守られます。

●子育て支援課家庭児童相談室　 （93）4498

●児童相談所全国共通３桁ダイヤル（24時間365日対応）

　
　１

イチ

８
ハヤ

９
ク

　

●千葉県子ども・家庭 110 番（24 時間 365 日対応）

　 043（252）1152

児童虐待相談窓口

入園年齢 受付日時・場所

私

立

保

育

園

ことり保育園・日吉台園

日吉台１－２－１ セレブリティ成田１０５

（37）６４４１

産休明け（生後 57 日～）

3 歳に達する年度の

3 月末まで

12 月 ５日（木）

【午前の部】

9：00 ～ 11：30

【午後の部】

13：00 ～ 16：00

保健センター

２階会議室

（すこやかセンター内）

あい・あい保育園・富里園　七栄６４４－９３

（37）３５９６

産休明け

（生後 57 日～）

12 月 ６日（金）

青空保育園　日吉倉７７６ー１

（91）６１５１
12 月 11 日（水）

こひつじ保育園　御料１１６

（93）１０４８
12 月 12 日（木）

富里保育園　七栄２９９－４　

（93）０１５５
12 月 13 日（金）

公

立

こ

ど

も

園

葉山こども園　御料１００９－３２　

（93）１２１５ 12 月５日（木）

・

６日（金）向台こども園　中沢１０２３

（93）２９５１

生後 4 か月～

児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」として、全国で広報・啓発活動が実施されています。

問子育て支援課　 （93）1174

問子育て支援課　 （93）1174

■その他

○今回は保育利用の募集です。幼稚園・認定こども園（1 号認定）の募集

　ではありませんので、注意してください。

○年度の途中でも入園できる場合がありますので、相談してください。

令和２年４月入園希望の申込みの受付を行います。書類の受付には、必ず児童同伴で来庁してください。受付日に来庁できないときは、事前に連絡してください。

児童虐待の現状

家庭児童相談室には、さまざまな相談が寄せられています。

平成 31 年４月～令和元年８月末までに 977 件の相談がありました。その

うち 72 件が児童虐待の通告・相談でした。

子どもの生命にかかわる重大な事件も発生していることから、児童虐待問

題は社会全体で取り組むべき課題となっています。

虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至

るまで、切れ目のない支援が必要です。

児童虐待とは

家族などによって子どもに加えられた行為で、事例のほとんどは重複して

起きています。

■身体的虐待

○殴る　○長時間しめだす　○蹴る　○激しく揺さぶる　○やけどを負わせる　など

■性的虐待

○子どもへの性的行為　○性的行為を見せる　など

■ネグレクト（育児放棄など）

○病気なのに医者に診せない　○家に閉じ込める　○食事を与えない　など

■心理的虐待

○言葉による脅し　○無視　○子どもの目の前で家族に対し暴力を振るうなど

市家庭児童相談室の相談件数

児童虐待防止のために
　

　児童虐待が疑われる事例を見かけ

たときは、悩まず関係機関に相談し

てください。

　皆さんの連絡が子どもを守り、そ

して子育てに悩む保護者を救うきっ

かけになります。

子どもを虐待から守るための５か条

①  「おかしい」と感じたら迷わず連絡（通告）

②しつけのつもり…は言い訳

③ひとりで抱え込まない

④保護者の立場より子どもの立場

　（子どもの命が最優先）

⑤ 虐待はあなたの周りでも起こり得る
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　市税は、福祉や教育、道路などを支える大切な財源です。市税の納期内納付にご協力ください。

　滞納すると、滞納した人にとっても、計算により延滞金が加算される場合があるなど負担が増えてしまいます。

　また、督促状や催告状の発送などの事務費用も発生します。この事務費用も税金から支出されます。今後も納期限内納付にご協力をお願いします。

■市税の滞納について

▼滞納とは

　市税を納期限までに納付しないことを言います。

▼納期限を過ぎると

　納期限を過ぎても納付されないと「督促状」を発送します。督促状の発

送から 10 日を経過しても納付されない場合は滞納処分の対象となります。

また、時期により「催告状」が発送される場合があります。

▼督促状・催告状の発送後も滞納が続くと

　理由なく滞納が続いたときは、納期限までに税金を納めた納税者との

公平性を保つため、そして市の財源確保のために積極的な差押えなどの

滞納処分を実施しています。

▼滞納処分とは

　滞納者の意思に関わりなく、滞納となっている税金を強制的に徴収す

るために、その人の財産（給与、預金、不動産、動産など）を差押えて、

換価（差押えた財産の取立てや公売）を行い、滞納になっている税金に

充てて完納させる一連の手続きのことを言います。

▼税金を滞納すると

　経済的な不利益や社会的信用を失うことになりかねません。

問納税課　 （93）0433

H28 H29 H30
R1

（８月末)

不動産 23 31 25 5

給与 40 69 105 57

預貯金 953 945 1,199 435

生命保険 92 81 128 33

所得税還付金 12 14 13 15

その他 7 12 18 8

合　計 1,127 1,152 1,488 553

年度
対象

差押件数

　国税庁では、毎年 11 月 11 日～ 17 日を「税を考える週間」として、

様々な広報広聴施策を実施しています。

　その一環として、国税庁ホームページ内に特設ページを設け、国

税庁の取り組みなどを分かりやすく最新のデータで紹介するほか、

税務職員の仕事をドラマ仕立てで紹介しています。

　また、消費税の軽減税率制度、社会保障・税番号（マイナンバー）

制度、ＩＣＴ（情報通信技術）を利用した申告・納税手続などへの

国税庁の取り組みも掲載しています。

くらしを支える税

税を考える週間 11 月 11 日～ 17 日

税金はくらしを支える大切な財源です

                市税の納期内納付にご協力を

　市では、11 月を収納強化月間として、市税などの未納がある人を対象に、

電話催告や休日納付相談の開催日を増やして実施します。11 月は、毎週

日曜日に次の取り組みを行います。

■休日電話催告

　滞納額の増加を防止するため、納付の確認ができない人に電話でお知ら

せします。なお、特定の金融機関や口座番号への振り込み指示は行いません。

■市税休日納付相談

　特別な事情で、納付が困難な人のために毎月１回休日納付相談を実施し

ていますが、11 月は市税収納強化月間のため、毎週実施します。日時な

ど詳しくは 15 ページに掲載しています。

11 月は市税収納強化月間

　県では、自動車税の滞納額の縮減のため、10 月～翌年５月までを滞

納整理強化期間とし、給与・預金・自動車などの差押えを一層強化します。

　自動車税が未納の場合は、至急納付してください。

　年末調整の仕組みや仕方、法定調書や給与支払報告書の書き方な

どを説明します。

■日時　11 月 19 日（火）13：30 ～ 15：30

　　　　用紙配布　13：00 ～ 13：30

■場所　中央公民館４階大会議室

■対象　源泉徴収義務者　■申込　不要

■猶予制度について

▼徴収の猶予

　次の理由に該当するときは、申請することで、１年以内の期間に限り、

徴収の猶予が認められる場合があります。

①財産について災害を受けた、または盗難に遭った

②納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかった、または負傷した

③事業を廃止または休止した

④事業について著しい損失を受けたなど

　徴収猶予の期間は原則１年以内です。しかし、やむを得ない理由があ

　ると認められたときは、すでに猶予をした期間と併せて、最長２年以

　内で徴収猶予することができます。

▼換価の猶予　

　納税について誠実な意思を有する人が、市税を一時に納付することに

より、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるときなど、

一定の要件に該当するときは、１年以内の期間に限り、滞納処分による

財産の換価の猶予が認められる場合があります。

■納税相談はお早めに

　納期限内に納付することが難しい人は、早めに納税課まで相談してく

ださい。「納期限内に納付することが困難だから」と未納のままにしてお

くと、延滞金による負担が発生するほか、滞納処分の対象となります。

令和元年度年末調整などの説明会

問成田税務署　 （28）5151

問い合わせ先

●成田税務署法人課税第２部門　 （28）5151

　（音声案内「２番（税務署）」を選択）

●課税課市民税班　 （93）0443

源泉徴収義務者の皆さんへ

自動車税の滞納処分を強化

問い合わせ先

● 佐倉県税事務所　 043（483）1150

● 県税務課　　　　 043（223）2127
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交通事故などでけがをしたら連絡を！

交通事故や傷害事件など第三者の行為によって負傷したときの治療費は、原則

加害者の負担になります。しかし、その賠償が遅れるときなどは、届け出をす

ることで一時的に国民健康保険で治療を受けることができますが、市が負担し

た費用については、加害者に対し治療費の請求を行っています。事故などでけ

がをしたら、必ず市へ届け出をお願いします。

届け出をしないで国民健康保険証などを使用したときは、自己負担になる場合

もあります。

交通事故が発生したら…

■相手の身元を確認

　相手の氏名、住所、電話番号、車のナンバー、免許証、車検証などを確認し   

　ましょう。

■警察に連絡を

　トラブルを防ぐために、些細な事故でも必ず警察に連絡をしましょう。

　市が加害者に治療費を請求するときには、『人身事故証明書』が必要になり

　ます。けがをしたときは、警察に人身事故として処理をしてもらってください。

■市に届け出を

　国保年金課窓口に保険証と印鑑を持参してください。治療を受けるときに必

　要な、「国保診療許可書」を発行します。治療を受けるときは、この許可書

　と保険証を医療機関に提示してください。

■注意事項

　次の場合は国民健康保険で治療が受けられません。

▼勤務中や通勤途中での事故　

　労災保険の対象になります。

▼違法行為（飲酒運転や無免許運転）による事故

　給付制限の対象になります。

▼示談を済ませてしまったとき

　示談後は、国民健康保険が使えなくなる場合があります。

国民健康保険に加入している皆さんへ

問・届出先　国保年金課　 （93）4083

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。

問・届出先　国保年金課　 （93）4084

国民健康保険の所得申告

適正な医療の受診を心掛けましょう

休日や夜間に、軽症の人が救急医療へ受診することが増え、緊急性の高い重

症患者の治療に支障をきたしています。必要な人が安心して医療が受けられ

るように、医療機関・薬局では、次のことに留意しましょう。

○休日や夜間に救急医療機関を受診するときは、平日の時間内に受診でき  

　ないか、もう１度考えてみましょう。

○同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。重複する検査

　や投薬により、かえって体に悪影響を与える可能性があります。

○後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用についても考えてみましょう。

問  国保年金課　 （93）4083

11 月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」

が送付されます。この証明書は、国民年金保険料を社会保険料控除として申

告するときに必要ですので、申告を行うまで大切に保管しておいてください。

年の途中から国民年金に加入した場合や、10 月 1 日以降に初めて保険料を納

付する人については、翌年 2 月上旬に同様の証明書が送付されます。

家族の保険料を納付している人は

国民年金保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主や配偶者も

連帯して納付する義務があります。

家族の国民年金保険料を納付したときは、その納付額の全額が納付した人の

所得税などの控除対象になります。年末調整などをするときは、自分と連帯

して納付した人の社会保険料額の合計納付額と、双方の証明書を添付して申

告をしてください。

国民年金保険料は全額が
　　　　　社会保険料控除の対象です

問 ねんきん加入者ダイヤル　 0570（003）004

　 （祝日、12 月 29 日～ 1 月 3 日を除く）

　 ○月～金曜日　8：30 ～ 19：00

 　○第２土曜日　9：30 ～ 16：00

11 月 30 日（いいみらい）は「年金の日」です。年金記録や年金見込額を確認し、

老後の生活設計に思いを巡らしていただく年金の日です。年金ネットは、年

金記録の確認や年金見込額を試算できます。ぜひこの機会にご利用ください。

11 月はねんきん月間

問い合わせ先

●ねんきんネット ナビダイヤル　 0570（058）555

●幕張年金事務所　　　　　　 　 043（212）8621

市税・保険料は口座振替を！

問    納税課　 （93）0434

口座振替は、指定口座から納期限の日に、自動的に引き落として納税する便

利な制度です。市では、口座振替を推進しています。

■口座振替ができる市税など

　○固定資産税・都市計画税　○市民税・県民税（普通徴収）　○軽自動車税

　○国民健康保険税　○後期高齢者医療保険料（普通徴収）

　○介護保険料（普通徴収）

■申込期限

   キャッシュカードでの申込みは、振替開始希望納期限の概ね 2 週間前まで。

   口座振替依頼書での申込みは、振替開始希望納期限の２か月前まで。

■申込

●キャッシュカードでの申込

　口座名義人本人が、キャッシュカード（対象金融機関のみ）と、本人確認

　ができるもの（運転免許証など）を持参し、暗証番号入力などの手続きを

　行うと、即時に申込みができます。

　納税課、国保年金課、日吉台出張所で手続きが可能です。

　※法人カード、代理カードなど利用できないカードがあります。

　※富里市農業協同組合は、口座振替依頼書で申し込んでください。

●口座振替依頼書での申込

　口座振替依頼書（①または②）に必要事項を記入・押印し、申込書の種類

　に応じて提出してください。

　①専用ハガキ

　　市役所（納税課など）と日吉台出張所に備え付けてあります。

　　郵送または納税課窓口に提出してください。

　②Ａ４サイズの申込書（３枚複写）

　　納税課と市内金融機関に備え付けてあります。

　　納税課または市内金融機関に提出してください。
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県民手帳の販売
企画課　 （93）1118

販売価格　1 部 500 円（税込）

内●サイズ　85 ㎜× 145 ㎜

　●赤・紺・クリーム色の３色

　●年度単位で使える予定表、千葉県

　　の公共機関・主要団体などの情報、

　　各種統計資料　など

※販売店舗など、詳しくは千葉県ホー

　ムページで確認できます。市役所で

　の販売は行いません。

野外焼却は禁止されています
環境課　 （93）4945

木くず、廃プラスチックなどの廃棄物

を、法律に適合した焼却設備を用いず

に焼却することは禁止されています。

野外焼却は、ダイオキシンなどの有害

物質の発生や火災の危険などがあり、地

域住民に迷惑がかかるのでやめましょう。

なお、次の行為は野外焼却禁止の例外

とされています。

○震災、風災害その他の災害の予防、

　応急対策または復旧のために必要な

　廃棄物の焼却

○風俗習慣上または宗教上の行事を行

　うために必要な廃棄物の焼却

○農林業を営むためにやむを得ないも

　のとして行われるツル・草などの焼却

○たき火、その他日常生活を営むうえ

　で通常行われる軽微な廃棄物の焼却

狩猟が始まります

県自然保護課　 043（223）2972

狩猟者はマナーを守り、事故がないよ

う安全な狩猟に努めましょう。

野外で活動する人は、目立つ服装をす

るなどの事故防止対策をしましょう。

期 11 月 15 日（金）～

　令和２年２月 15 日（土）まで

お知らせ

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。調査へのご協力をお願いします。

全国家計構造調査
企画課　 （93）1118

今を知り　明日をみつめる　暮らしの統計

この調査は、家計における消費・所得・

資産と負債の実態を総合的に把握し、

世帯の所得分布と消費の水準などを、

全国的と地域別に明らかにすることを

目的としています。調査の対象となっ

た世帯には、調査依頼のため、調査員

が訪問しますのでご協力をお願いします。

対全国から無作為に選定した世帯

女性に対する暴力を
なくす運動
県女性サポートセンター

043（206）8002

11 月 12 日～ 25 日

　「女性に対する暴力をなくす運動」期間

11 月 25 日

　女性に対する暴力撤廃国際日

ストーカー行為、配偶者などからの暴

力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメ

ントなどの女性に対する暴力は、女性

の人権を著しく侵害するものであり、

男女共同参画を形成していくうえで克

服すべき課題です。暴力のない社会づ

くりにご協力をお願いします。

関企画課　 （93）1118

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。　問 秘書広報課秘書広報班　  （93）１１１2

検針にご協力を
上下水道課　 （93）3340

市営水道の検針は、２か月ごとに行い

ます。検針がしやすいよう、次の事項

にご協力をお願いします。

「メーターボックスの中は、いつもき

れいにしておく」　「犬は、メーター

ボックスから離してつなぐ」　「メー

ターボックスの上に、物を置かない

（ボックスのふたが破損する恐れがあ

ります）」　「メーターボックスの上に、

車などを駐車しない」

市営水道に加入しましょう
上下水道課　 （93）3340

現在、市の水道が整備されている地区

で、井戸を利用している人は、市の水

道に加入してください。

市営水道を利用するには

毎月の水道料金がかかるほか、利用開

始前に工事費、加入金、検査などの手

数料がかかります。なお、工事は富里

市指定給水装置工事事業者に依頼して

ください。また、一度に支払いが難し

い場合、加入金は分割できます。対象

要件がありますので、詳しくは問い合

わせください。

※安心して水道水を使っていただく

ため、水質検査の計画と結果を市公式

ホームページで公表しています。

水道料金の支払いは
便利な口座振替で
上下水道課　 （93）3340

一度手続きをすると、支払いの手間が

省けます。

預金通帳と届出印、納入通知書または

使用水量のお知らせ（検針票）を持参

し、取扱金融機関の窓口で申し込んで

ください。

感謝したい人はいませんか？

市民活動感謝状贈呈制度

市民活動推進課　 (93)1117　

この制度は、おおむね 5 年を超えて市

民活動を実践している人や団体、市民

活動を支援した事業者などに感謝の意を表

し、感謝状を贈呈するものです。感謝状の

贈呈にふさわしい取り組みを行っている人や

団体、事業者などがあれば推薦してください。

推薦方法

12 月 13 日（金）までに推薦書と業績・

功績調書を市民活動推進課に持参ま

たは郵送（13 日の消印有効）

※推薦書と業績・功績調書は、市民

活動推進課で配布のほか、市公式ホー

ムページでもダウンロードできます。

生ごみの堆肥化
はじめてみませんか
環境課　   （93）4946

市では、生ごみ堆肥化容器などの購入

費の一部を助成しています。生ごみを

堆肥化することによって、肥料として

花の植栽や家庭菜園などで活用でき、

ごみの減量にもつながります。

対次の全ての要件を満たす人

　●市内に住所を有し、かつ、居住し

　　ている（事業所などの法人を除く）

　●容器などを設置する場所がある

　●容器などを適正に維持管理できる

　●堆肥を自家処理できる

内　額

　●堆肥化容器・コンポスト

　　購入費の 2 分の 1　

　　1 基当たりの限度額　3,000 円

　●電気式生ごみ処理機

　　購入費の２分の１

　　1 基当たりの限度額　25,000 円

持●領収書　●カタログ（コピー可）

　●印鑑　●通帳

　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。

平日利用がリーズナブルに！
　　　詳しくはＷｅｂで検索！

★『ユニバーサル･スタジオ･ジャパン®』まで乗り換えなし!★

　３列シートでゆったり快適に!安心安全のドライバー２人体制!

夜行高速バス

 京都駅まで 7,370 円 

 京田辺まで 7,590 円 

 大阪駅・なんばまで 7,900 円 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ®まで 

片道 ～ご乗車日により運賃は変動します～到着地

市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

パソコン・ケータイからは「発車オーライネット」で予約し、コンビニ等で乗車券を発券できます。

お問い合わせ先お問い合わせ先

千葉交通株式会社
千葉県成田市花崎町750-1　TEL︓0476-24-3331

成田空港 京成成田駅

富里バスターミナルから

富里バスターミナル（ベイシア脇）駐車場有り

～

～

～

8,700 円 

8,910 円 

9,230 円 

7,900 円 ～ 9,230 円 

院
病
赤
日
　
至

山
田
成
　
至

みずほ銀行

りそな銀行

ＪＲ成田駅

中央口 ( 西口 )

中央口 ( 東口 )

京成成田駅

③番バスのりば

ホテルウェルコ成田
( Hotel Welco Narita)

至　国道 51 号
東口

定期券発売所

交番

駅
杜
の
津
公

交番
院
病
赤
日
　
至

山
田
成
　
至

ユアエルム成田
イトーヨーカドー

バスのりば
409

ベイシア富里店

Wonder GOO
富里店

PCDEPOT 富里
インター前店

オートアールズ
富里店

ケーズデンキ
富里インター店

バスのりば

至　成田

キャンペーン割引
大人１，３００円 小児６５０円

７：３０ 着７：３０ 着７：２５ 着７：２５ 着
｢東京ディズニーシー®｣｢東京ディズニーランド®｣

6：20
6：30
6：39

京成成田駅中央口③番線発
公 津 の 杜 駅 発
富 里 バ ス タ ー ミ ナ ル 発

ディズニー・ファストパスディズニー・ファストパス®®取得に大変便利 !!

｢東京ディズニーリゾート®｣線の運賃改定を実施します

｢東京ディズニーリゾート®｣へ

大人 １,５５０ 円、小児 ７８０ 円のところ

成田営業所　04 7 6 - 2 2 - 0 7 8 3
千葉交通㈱営　業　課　04 7 6 - 2 4 - 3 3 3 1

京成成田駅･公津の杜･富里バスターミナル～

開園前に到着 !!

キャンペーン割引キャンペーン割引
IC カード (Suica,PASMO 等 ) もご利用頂けます。

大人１，３００円 小児６５０円大人１，３００円 小児６５０円

2019年10月1日(火)運賃改定2019年10月1日(火)運賃改定
　特許庁の地域ブランドに
認定されました。
　落花生の産地八街市より
心を込めた煎りたての味を
お届けします。

※本紙を持参して３，８００円以上お買い上
げいただいた方は、地方発送料無料です。
（11月30日まで）クール代金は別です。

TEL　043（443）5355
FAX　043（443）7771

㈲高安商店
　　　　　八街市八街は51

八街産落花生
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年末のし尿くみ取り・
浄化槽清掃業務
環境課　   （93）4945

し尿くみ取り・

浄化槽清掃の休業期間

　12 月 28 日（土）～

　令和２年１月５日（日）

　※年始は１月６日（月）から平常

　通り開始

年内のくみ取りを希望する人は、12

月 13 日（金）までに該当する地区の

許可業者に申し込んでください。

早めの申し込みにご協力をお願いします。

㈲下総衛生

　 （93）1101

　対日吉台、日吉倉、久能、大和、七栄、

　　根木名、十倉（大堀）、御料（葉山）

大成企業㈱

　 （93）3379

　対新橋、中沢、新中沢、高松、立沢、

　　立沢新田、高野、十倉（大堀を除く）、

　　御料（葉山を除く）、美沢

千葉県最低賃金
時間額９２３円に改正
千葉労働局　 043（221）2328

10 月 1 日から県内事業場で働く全て

の労働者（パート、アルバイトなどを

含む）と使用者に適用される千葉県最

低賃金が、従来の 895 円から 28 円引

き上げられ、923 円に改正されました。

特例や助成金、労務管理などの無料相談

問千葉働き方改革推進支援センター　   

　（フリーダイヤル 0120（17）4864）

農業者年金に加入しませんか

農業委員会事務局　 （93）6494

農業者年金は、農業者がより豊かな老

後を過ごすことができるよう、国民年

金に上乗せして、自分で積み立てた保

険料と運用益を含めて、将来年金とし

て受給する制度です。

いつでも加入でき、脱退や再加入もで

きます。

農業者年金の特徴

●積立方式・確定拠出型のため、加入

　者・受給者数に左右されない、少子

　高齢時代に強い制度です。

●認定農業者で青色申告をしているな

　ど、40 歳未満で一定の要件を満た

　すときは、国から月額最高 1 万円の

　保険料補助があります。

●保険料全額が所得税の社会保険料控

　除の対象になります。

対象  年間 60 日以上農業に従事する    

   20～59歳の国民年金第１号被保険者

　※保険料納付免除者を除く

保険料  月額 20,000 円～ 67,000 円

　※ 1,000 円単位で選択でき、途中

　増減も可能です。

受給　65 歳から生涯受給できます。

　加入者や受給者が、80 歳になる前    

　に亡くなったときは、80 歳までに

　受け取ると仮定した現在価値相当額

　を死亡一時金として遺族が受け取れ

　ます。

防災行政無線を用いた
全国一斉の緊急地震速報訓練
防災課　 （93）1114

日 11 月５日（火）10：00 頃

内（放送内容）緊急地震速報チャイム  

　音→緊急地震速報→「大地震です。

　これは訓練放送です。」

※他の地域でも、同時刻に同様の訓練

が実施されます。

里親制度説明会

子ども家庭サポートセンターちば

（オレンジの会）

0470（28）4288

里親制度の普及啓発や里親委託の推進

のため、説明会を開催します。

日 11 月 30 日（土）13：00 ～ 15：00

場千葉市生涯学習センター

　＜千葉市中央区弁天 3-7-7 ＞

内里親制度の説明（個別対応可）

　現役里親の体験談

申氏名、参加人数を連絡。当日の参加も可。

犯罪被害者週間

千葉県民のつどい

申込 千葉犯罪被害者支援センター

  043（225）5451

FAX 043（225）5453

 ch ibacvs@or ion .ocn .ne . jp

犯罪被害者の実情や被害者支援の重要

性について考えるため、講演などを開

催します。

日 11 月 24 日（日）13：00 ～

　受付 12：00 ～

場千葉市生涯学習センター

　＜千葉市中央区弁天 3-7-7 ＞

内第 1 部　講演「あすを生きる」　

　加藤裕司さん（犯罪被害者遺族）

　第２部　被害者支援音楽会　

　千葉市立新宿中学校音楽部

申 11 月 20 日（水）までに、氏名、年齢、  

　電話番号、人数と共に下記のいずれ

　かで申込み

　○電話　○ FAX　○電子メール

　※事前申込者優先

令和２年度
八街駅前自転車駐車場
利用登録申請受付開始

八街市都市整備課

043（443）1432

〒289 － 1192（住所不要）

HP https://www.city.yachimata.lg.jp

自転車駐車場の利用登録申請の１次受

付を開始します。許容台数を超過した

ときは抽選になり、空きがある場合は

継続して受付を行います。

■受付期間　

　11月８日（金）～11月29日（金）まで

■利用期間　

　令和２年 4 月１日～令和３年３月 31 日

■申請方法　

　利用登録申請書（※）に必要事項を記

入し、郵送（29日消印有効）または持参

※八街市役所都市整備課、八街市役

所受付、ＪＲ八街駅自由通路、八街市

ホームページに設置・掲載しています。

プレミアム付商品券購入引換券の申請が

まだの人は期間内に申請してください

問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

申 請 期 間　11 月 29 日（金）まで

申請対象者　

　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除く）で、市から申請書が送付されている人

　※ 2019 年度の住民税が課税されていない人は、申請が必要です。 

購入引換券申請方法　（申請書に必要事項を記入し申請）

●同封の返信用封筒を使用し、送付にて申請

●引換券申請窓口で申請（すこやかセンター２階第３会議室）

●日吉台出張所で申請（出張所は取次業務のみ）

小学生職場体験学習

「ゆめ・仕事ぴったり体験」写真展を開催

富里の未来を担う子どもたちの働く姿を見てみませんか？

市内を中心とした約１００か所の事業所の協力を得て行われた、職場体験学習

の様子を写真展示します。

■日程・場所

　▼ 11 月 19 日（火）～ 28 日（木）

　　市立図書館１階　※月曜日休館日

　▼ 11 月 29 日（金）～ 12 月８日（日）

　　北部コミュニティセンターロビー　

　▼ 12 月 10 日（火）～ 19 日（木）

　　中央公民館ロビー　※月曜日休館日

　平成 30 年度は、人が犬にかまれる事故が県内で１４０件発生しました。次の

ことに注意し、動物による事故などを防止しましょう。

■犬の放し飼いは禁止

　犬を運動させるときは、犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。万

が一、犬が人に怪我をさせてしまったときは、飼い主が保健所に届け出てくだ

さい。

■犬の登録と狂犬病予防注射

　飼い主の義務として法律で定められています。

■動物には迷子札などをつける

　迷子札やマイクロチップをつけ、首輪などに連絡先の電話番号などを記入し

ましょう。

■猫は屋内で飼う

　糞尿や鳴き声などの被害を防止でき、感染症や交通事故から猫を守ることが

できます。

■一部のサル、ヘビなどの特定動物を飼うとき

　あらかじめ保健所長の許可が必要です。逃げ出さないよう、十分注意し、逃

げてしまったときは、直ちに保健所・警察へ通報してください。

■動物が飼えなくなったとき

　新しい飼い主を探してください。保健所や動物愛護センターでは飼い主探し

の手伝いをしています。

11 月は動物による危害防止対策強化月間

問い合わせ先

●印旛健康福祉センター成田支所　 （26）7231　

●県動物愛護センター　 （93）5711

問学校教育課　 （93）7659

忘れていませんか？
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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。
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文化祭「とみよう祭」
県立富里特別支援学校　鈴木

（92）2100

日 11 月９日（土）

 　9：30 ～ 13：45　

　販売・舞台発表は、10：00 ～ 13：00

場県立富里特別支援学校

　＜七栄 483 － 2 ＞

内○小学部のステージ発表

　○中学部・高等部の作業製品販売、

　　各施設の販売活動

持スリッパ、エコバック

文化祭「かよう祭」
県立香取特別支援学校　

0478（72）2911

日 11 月９日（土）

　 10：00 ～ 13：20

場県立香取特別支援学校

　＜神崎町大貫 383-13 ＞

内小学部発表、中・高等部作業製品の

　販売、児童生徒の作品展示、遊びコー

　ナー、模擬店　など

持スリッパ

椎名豊 Special Trio & 
Big Band コンサート
ハイノーツ・ジャズ・オーケストラ

 hn jo .nrt@gmai l .com

富里高校の OB 主体で結成したハイ

ノーツ・ジャズ・オーケストラが世界

的に有名なジャズピアニストの椎名

豊さん率いるトリオと富里高校ジャズ

オーケストラ部を招き、ジョイントコ

ンサートを開催します。

日 12 月１日（日）

　開場 13：00　

　開演 13：30 ～

場中央公民館講堂

出●椎名豊（ピアノ）

　●レジナルド・ヴィール（ベース）

　●アリ・ジャクソン（ドラム）

　● High Notes Jazz Orchestra

　●富里高校ジャズオーケストラ部

費●前売り 3,500 円 

    ●当日 4,000 円

申チケット予約サイト

  http ://www7a.b ig lobe .ne . jp/

  ~h igh-notes/

他 未就学児は入場不可

防火ポスター展
消防本部予防課　 （92）1313

市内小学生から出展された防火ポス

ターの入選作品を展示します。

日 11 月８日（金）～ 17 日（日）　

　 9：30 ～ 18：00

場市立図書館 1 階

スポーツ

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

ボッチャとは、東京パラリンピックの正

式種目で、誰でも楽しめるボール競技で

す。ボッチャは、楽しみながら、参加者

同士がすぐに仲良くなれるのが魅力です。

日 11 月９日（土）、30 日（土）

　13：00 ～ 15：00

場とみさと市民活動サポートセンター

第 73 回秋季
バドミントン大会

申込  渋谷　 090（7806）8479

FAX （93）7207

〒 286 － 0211　御料 910 － 86

日 12 月１日（日）集合  8：30　　

場社会体育館２階アリーナ

内男・女ダブルス、３部制

対市内在住または在勤で中学生以上

費１人 1,000 円

　※当日集金

申 11 月 22 日（金）までに氏名、住所、 

 　電話番号、希望部門（男・女、１～

　３部）を記入して郵送またはＦＡＸ。

　郵送またはＦＡＸ後、電話で連絡し

　てください。

ニュースポーツで楽しく
汗を流しましょう
生涯学習課（社会体育館内）

（92）1597

日 12 月３日（火）

　 19：00 ～ 21：00

場社会体育館 2 階アリーナＡ面

内子どもから大人まで楽しめるニュー

　スポーツ（バドポンなど）の体験

講市スポーツ推進委員

対市内在住または在勤の人

　未成年者は必ず保護者同伴

持●運動のできる服装

　●室内履き　

　●汗拭き用タオル

　※飲み物は用意します。

ふくし

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 11 月２日（土） 

　13：30 ～ 16：00

場佐倉市中央公民館

　＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞

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 11 月 11 日（日）

場福祉センター

内旭市散策

対 18 歳以上で、精神科などに定期的

に通院している人

　に通院している人
令和元年度富里
障がい者フェスティバル

社会福祉課

(93)4192　 FAX (93)2215

12 月３日～ 9 日の「障害者週間」に

あたり、障がいのある人に対する理解

を深めてもらうために開催します。

日 12 月７日（土）9：00 ～

場福祉センター集会室

内バンドの生演奏による芸能発表など

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 11 月 6 日（水）、20 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日 11 月 13 日（水）、27 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 11月12日（火）14：00～15：30

　内美しい音楽を聴きながら秋のひと

　　ときを過ごしましょう

　
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 11月 19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 11月 22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

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 11 月 11・18・25 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

小物づくり「季節の小物づくり」

　日 11 月 14 日（木）10：30 ～ 12：00

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日 11月20日（水）14：00～15：00

　内○情報交換

　　○ミニレクリエーション

　　○お茶飲み会
医療講演会
成田富里徳洲会病院　地域連携室　

070（3176）9118

日 11 月 26 日（火）16：00 ～

場成田富里徳洲会病院

　２階多目的ホール１

内ホントに怖い心臓弁膜症

　～大動脈弁狭窄症について～

講嶋田直洋さん（成田富里徳洲会病院

　心臓血管外科医）

～ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心～

この時期はストーブなどの暖房器具を使用することが多くなりますので、暖房

器具の取り扱いには十分注意し、火災を起こさないように気を付けましょう。

また、就寝前の火の元の点検をお願いします。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

■３つの習慣

○寝たばこは絶対やめる

○ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する

○ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す

■４つの対策

○逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する

○寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する

○火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器などを設置する

○お年寄りや身体の不自由な人を守るため、日頃から隣近所の協力体制をつくる

住宅用火災警報器の設置は義務です

寝室、寝室がある階の階段に煙感知器を設置しましょう。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感

知しなくなることがあります。定期的に点検し、10 年を目安に交換しましょう。

悪質な訪問販売にご注意ください

住宅用火災警報器の設置が義務化されたことで、悪質な訪問販売・点検が発生

しています。

消防職員が販売、特定の業者にあっせんや販売・点検を依頼することはありま

せん。

11 月 9 日～ 15 日　秋の火災予防運動

問  消防本部予防課　 （92）1313
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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 11 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。

11月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日 11 月 11 日（月）

※８日（金）までに入金確認をお願いします。

ほっかほかクラブ
「自由に遊ぶ集い」

日吉台地区社会福祉協議会　高徳

（93）2755　

日 11月25日（月）10：00～12：00

場北部コミュニティセンター 2 階和室

対 3 歳までの子どもと保護者

費 1 家族 100 円

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

（９・13・14・15・16・19・
28・30日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00 ～ 15：30

（５・15・19 日を除く）

双子または
三つ子

13 日（水）
9：00 ～ 11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 11 日（月）～ 16 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

葉山こども園との交流

　日６日（水）　※雨天時は７日（木）

　　10：00　葉山キッズ・ランド集合

　　10：15 ～ 11：00　園児との交流

　対 未就園児　持飲み物、帽子

移動支援（現地集合）

●北部コミュニティセンター

　日 15 日（金）10：00 ～ 11：30

　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

●新木戸大銀杏公園

　日 19 日（火）

　　10：00 ～ 11：00　輪投げ遊び

　　11：00 ～ 11：45　ランチタイム

　持飲み物、タオル、帽子

　　ランチタイムに参加する人は、お

　　弁当、おしぼり、レジャーシート

　他荒天時はセンター室開放

●富里市消防署見学

　日 28 日（木）10：00 ～ 11：00

　内消防車両や放水見学

　対０～５歳児と保護者

　申 11 日（月）9：00 ～

　　電話、または直接申し込み

親子おはなし会

　 ● 0 歳、妊婦

　　日 20 日（水）15：10 ～ 15：30

　 ● 0 ～５歳児、妊婦

　　日 21 日（木）11：10 ～ 11：30

コミュニティタイム（サークル支援・多目的室利用）

　日 20・27 日（水） 9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

育児講座「冬の感染症について」

　日 14 日（木）10：00 ～ 11：00

　定 10 組　

　対就学前のお子さんがいる保護者

　　※お子さんは保護者の近くで遊

　　　んでいただきます。

　申電話、または直接申し込み

英語で遊ぼう

日全 8 回、土曜日に実施

　11 月 16・30 日（土）

　12 月 7・21 日（土）

　令和 2 年　1 月 11・25 日（土）

　　　　　　2 月８・22 日（土）

定　対　時　　　各回 20 人

　① 5 ～ 6 歳児（初級）

　　 9：30 ～ 10：00

　② 3 歳児（満 3 歳を迎えた子ども）・

　　 4 歳児

　　10：20 ～ 10：50

　③ 5 ～ 6 歳児（初級～中級）

　　11：10 ～ 11：40

　※①・③は保護者同伴。

　　②は保護者も一緒に参加。

場葉山キッズ・ランド

費ワークブック代 1,000 円

申 11 月５日（火）9：00 ～

　電話または直接申し込み

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・園庭開放

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 19 日（火）～ 22 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

移動支援（現地集合）

　日 １日（金）10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階

　対市内北部地域在住の未就学児

親子コンサート

　日８日（金）　10：00 ～ 11：00

　対 未就学児　定 30 組　申電話

　他 9：50 までに集合してください。

親子お話し会

　日 13 日（水）11：00 ～ 11：30

　対０～５歳児と保護者

ママタイム「木の実の小物作り」

　日 15 日（金）10：00 ～ 11：30

　対 0 ～５歳児

　定 10 人　申１日（金）9：00 ～

　他汚れてもよい服装でお越しください。

みんなで探検隊

「中央公園でワクワクスタンプラリー」

　日 20 日（水）10：00 集合

　　途中参加はできません。集合時間

　　までに受付を済ませてください。

　　雨天時はセンター室開放に変更します。

　対 おおむね１歳以上の子ども

　持タオル、飲み物、帽子、着替え

おおきくなったね

　日 29日（金）午前と午後の「帰りの会」

　内 11 月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。11 月

　　で６か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

子育てサークル「おやこの森」

　日 12・26 日（火）  9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子　申前日まで

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 19 日（火）９：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで

育児講座「ヨガ」

　日 19 日（火）９：30 ～ 11：00

　対 2 歳以上の未就園児

　定 20 組　

　持上履き、飲み物、汗拭きタオル、

　　動きやすい服装、ヨガマットまた

　　はバスタオル（親子で２枚）

　申 13日（水）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 13・27 日（水） 9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組　

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで

給食試食会

（子育てひろば「バンビ」の後）

　日 27 日（水）11：00 ～

　定 5 組　費子ども 1 人 100 円、

　　　　　　保護者１人 200 円

　他アレルギー対応していません。

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 8：00～11：00

　　（28 日（木）を除く）　　

　▼身体測定

　　日５日（火）、７日（木）

　　持飲み物、帽子、タオル、着替え   

       申前日まで

　▼育児講座「お話会」

　　日 21 日（木）10：00 ～ 11：00

      定 10 組　申前日まで

若草児童館
申込 （93）8226

①～③の共通事項

　時 10：15 ～ 11：30

　費年間 500 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

　①赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　　日 13 日（水）

　　内指人形を作って遊ぼう

　　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

　②ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

　　場　日 内

　　 ●若草児童館　

　　　14 日（木）

　　　わくわく体操

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　11 日（月）

　　　七五三の工作

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　８日（金）

　　　しっぽとり遊び

　　対未就学児　

　　内手遊び、体操、紙芝居、

　　　工作など

　③みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　　日１・８・15・22（金）、

　　　11・18（月）

　　対未就学児

　　内おもちゃや絵本などで自由に

　　　遊べます。

おもちゃ貸し出し

　日６・13・20 日（水）

　内児童館の貸し出しおもちゃを 1 週

　　間、1人1点各家庭に貸し出します。

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日１・８・15・22 日（金）

　　16：00 ～ 17：00

　対小学生　

　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。）

　申前日まで

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９日（土）

　　10：15 ～ 12：00

　　中高大学生は 9：30 ～ 12：00

　内みんなで焼き芋を作ろう

　対 　定親子 10 組

　　　 中高大学生 10 人

　費会員 200 円

　　会員外 300 円

　持飲み物、帽子

　申７日（木）まで

じどうかん食堂　

　日 16 日（土）

　　12：00 ～ 14：00

　内あつあつシチュー、ピラフ　ほか

　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 内 30日（土） 

　　　 10：00 ～ 12：00

　　　 キラキランドへようこそ

　対● 0 歳～未就学児

　　●小学生～高校生

　　　※中学生以上は子どものみでの

　　　　参加可能

　持上履き、飲み物

　申初めて参加する人は前日まで
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日吉台幼稚園
申込 　 （93）4408

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日 26 日（火）10：15 ～ 11：45

　内ボール遊び　対 定未就園児 20 組

　持飲み物、帽子、着替え、タオル

　申前日まで

未就園児園庭解放

（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）

　日 12 日（火）10：15 ～ 11：45

　対 未就園児

　持飲み物、帽子、着替え

ファミリーサポートセンター
会員募集
申込 ファミリーサポートセンター

（92）2452

子育ての援助ができる人（提供会員）

を募集しています。

内保育施設への送迎、

　一時的な預かりなど

対 市内在住で心身ともに健康な人

　※基礎研修あり

仲　間　募　集

富里若駒太鼓

藤崎　 090（4205）4633

日毎週土曜日（金曜日の場合もあり）

    19：00 ～ 21：00

場中央公民館講堂

対市内在住の小学 3 ～ 5 年生

費月会費 2,000 円

育児支援講座
「ラクティナクラブ」

母乳育児サークル　佐藤

（92）8004

小児科医に聞く

「アレルギー・子どもの発達について」

日 11 月 14 日（木） 9：30 ～ 11：30　 

　 ９：15 ～受付

場北部コミュニティセンター

対妊婦、子育て中の親とその家族

講向後利昭さん（八街こどもクリニック院長）

他赤ちゃんと一緒に聞ける育児講座　

　です。授乳スペースあり。

【事例】

銀行の業界団体を名乗る男から、「消費税増税の関係で、高齢者に社会保

険料の一部が戻ることとなった。通帳とキャッシュカードの番号を教え

てほしい。40,000 円戻る」と電話があった。

（80 歳代　男性）

●アドバイス
社会的に話題になっている出来事を悪用し、言葉巧みに近づく詐欺手口

が見られます。今後、消費税率の引き上げに便乗した手口の発生が予想

され、注意が必要です。

金融機関や行政などが、消費税増税を理由に消費者個人に電話をかけて

くることはありません。「お金が戻ってくる」などと言われても信用して

はいけません。

着信番号通知や録音機を活用し、知っている人以外の電話には出ないと

いうこともトラブルを避ける一つの方法です。

不審な電話があったら、すぐに警察や消費生活センターへ相談してくだ

さい。相談は無料で、秘密は厳守されます。

　（国民生活センター「見守り新鮮情報」第 333 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

消費税率引き上げに便乗した詐欺に注意！

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。

消 費 生 活
相談コラム

184

とみリンです

電話待ってるリン♪

　市では、行政の透明性の向上とコミュニケーション型行政の推進に向けた取

り組みとして、『とみさとふれあい講座』を実施しています。

　皆さんが主催する学習会などに市の職員が出向き、暮らしに役立つ情報や、

分かりにくい行政の制度などを説明します。この講座を利用して、日ごろ疑問

に思っていることや知っておきたいことなどを学んでみませんか？

ご注意ください

この講座は、苦情や陳情を受け

付ける場ではありません。主旨

を理解した上で、申し込んでく

ださい。

対象は？

市内に在住、在勤、在学しているおおむね 10 人以上で構成する団体やグループ

が対象です。

利用できる日は？

利用できる日は、平日、土・日曜日、祝日で、9：00 ～ 21：00 までの２時間以

内であれば、利用できます。           

ただし、年末年始（12 月 28 日～１月４日）を除きます。

※都合により希望する開催日時に合わないときは、日時の調整をお願いするこ

ともあります。

開催場所は？

市内のご希望の会場に伺います。なお、会場の確保や参加者への連絡、当日の

進行などは申込者（主催者）側でお願いします。

　

講座時間や費用は？

メニューにより異なりますが、短いもので 30 分、最長でも１２０分です。

また、講座の費用は無料です。ただし、実習などで材料が必要な場合は、実費

が必要です。

申込みは？

「とみさとふれあい講座申込書（※）」に必要事項を記入して、講座を開催しよ

うとする日の３週間前までに、ＦＡＸまたは秘書広報課窓口で直接申し込んで

ください。

※申込書は、秘書広報課窓口で配布しているほか、市公式ホームページでダウ

ンロードできます。

もっと知りたい　私たちのまち

とみさとふれあい講座

問秘書広報課　    （93）1112　 FAX （93）9954

講座は 7分類（全 57 講座）から選べます

☆まちづくり

まちの将来像、区画整理、

協働のまちづくり、

公園の利用方法　など

☆税・保険

市税や国民年金、国民健康保険、

後期高齢者医療制度、

介護保険制度　など

☆健康・福祉

子育て、地域福祉計画、

高齢者福祉、生活習慣病、

障がい者福祉サービス　など

☆教育

富里の歴史、文化財、

子どもの教育、本の読み聞かせ、

絵本のお話し　など

☆行政

市役所の仕事や内容、

議会や監査、マイナンバー制度、

教育委員会の役割　など

☆防災

地震や火災などへの備え、

消防団について、応急手当、

消火器の使い方　など

☆くらし・産業

環境問題、ごみ、リサイクル、

消費生活、水道、下水道、

エコ農産物　など
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契約医療機関への予約が必要です。

体調が悪い時は無理せずに、元気に

なってから受けてください。

ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎

　令和元年９月生まれ

ＢＣＧ　令和元年６月生まれ

４種混合　令和元年８月生まれ

ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘

　平成 30 年 10 月生まれ

日本脳炎　平成 28 年 10 月生まれ

11月の個別予防接種

母子保健班

９月６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。

　　石垣　希
ひ か り

莉　　　伊場　玄
げんすけ

介

　　大木　杏
あ ず さ

咲　　　大畑　創
そ う

生

　　大森　絢
けんしん

心    　   久保田侑
ゆ め

芽

　　小林　楓
ふ う な

愛　　　小松﨑佑
ゆ う ま

真

　　近藤　新
あ ら た

汰　　　佐藤      迅
しゅん

　　篠崎　春
しゅんすけ

介　　　鈴木　結
ゆ あ

葵

　　関矢　桜
お う が

雅　　　新田　  海
かい

　　橋本    悠
はる

　　　   羽鳥　友
ゆ い

唯

　　濵畑　心
み な み

海　　　林　虎
こ た ろ う

汰郎

　　平地　優
ゆうせい

誠　　　星　由
ゆ め か

萌佳

　　  堀     桃
も も か

花　　　前田　湊
み な と

人

　　栁槗　冬
ふ ゆ な

奈　

　　KORALE ARACHCHI
                  HIKARU GIHANSA

　　　　　　　＜ 50 音順・敬称略＞

母子保健班

ストップ！ザ・むし歯

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

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
　◆

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。

11月の映画会 ■場所　2 階ＡＶホール

■定員　先着 80 人

日　時 内　容

20 日（水）
14：00 ～

ゆらり　【１１２分】２０１８年公開

出演　岡野真也、内山理名　ほか

時を超えて響き合う、三つの家族のかけがえのない物語

石川県の民宿「赤木箱」を舞台に、宿を営む家族や宿泊客など「伝えら

れなかった想い」を抱える人々 が時を超えて家族の絆を取り戻す姿を笑

いと涙で描いたヒューマン・ファンタジー。

※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。

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。

11月の健康カレンダー
★…保健センター（すこやかセンター内）

◆…北部コミュニティセンター

日（曜日） 行　　　事 場　所 受付時間

１（金） ３歳児健診（平成 28 年５月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

８（金） 乳児健診（令和元年６月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

11（月）
育児相談（要予約） ★ 13：30 ～ 14：30

健康相談（要予約） ★ ９：30 ～ 11：00

12（火） 1歳6か月児健診（平成30年４月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

18（月） 育児相談（要予約） ◆ 13：30 ～ 14：30

25（月） ２歳児歯科健診（平成29年8・9月生まれ） ★ 13：00 ～ 14：00

もぐもぐごっくん離乳食教室
母子保健班

日時…12 月２日（月）

　　　① 10：00 ～　② 11：00 ～

場所…保健センター（すこやかセンター内）

対象…離乳食が２回食になる頃の子ども

　　　 と保護者

内容…離乳食の量の確認・進め方、

　　　個別相談

持ち物…母子健康手帳、オムツなど

定員…各時間 10 組程度

　　　※託児はありません。

申込…電話

かみかみ歯ッピー教室
母子保健班

※対象者には通知します。

日時…11 月 26 日（火）

　　　① 10：00 ～　② 11：00 ～

場所…保健センター（すこやかセンター内）

対象…平成 30 年 12 月・平成 31 年１月

　　　 生まれの子どもと保護者

内容…むし歯予防の話、仕上げ磨き

          の実習

持ち物…母子手帳

定員…各時間 15 組程度

風しんの抗体検査を受けましょう
成人保健班

風しんの流行拡大を防ぐため、対象の

人は、無料で風しんの抗体検査や予防

接種を受けられます。2022 年３月ま

での期間限定です。積極的な受診をお

願いします。

対象者

①昭和 47 年４月２日～昭和 54 年　

　４月１日生まれの男性

②昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 47 年　

　４月 1 日生まれの男性

受診の流れ

　①の対象者は、平成 31 年 4 月下旬

に送付したクーポン券と保険証等を持

参し、医療機関や特定健診で抗体検査

を受けてください。

　検査の結果、抗体価が低いと認めら

れた場合、クーポン券の案内を参考に

予防接種を受けてください。

　②の対象者は、希望する人にクーポ

ン券を送付しています。問い合わせく

ださい。

北部コミュニティセンター

11月23日、24日の貸出し・返却時間の変更
11 月 23 日（土）、24 日（日）は、コミセン祭りの開催に伴い、図書の貸出し・

返却（ブックポストを含む）は 17：00 までとなります。

※通常は 9：30 ～ 20：00

ベビーマッサージ＆ママヨガ教室
母子保健班

日時…11 月 21 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…令和元年５月～７月生まれ

　　　( 初めての参加に限ります )

講師…助産師　戸村恵理さん

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…電話

雑誌リサイクルのお知らせ
保存期限が過ぎた雑誌を無料で皆さんにお譲りします。先着順で、１日に

つき１人 10 冊まで、気に入った雑誌を自由にお持ち帰りください。

■日時　11 月 20 日（水）～ 27 日（水）※休館日を除く

　　　　9：30 ～ 17：00（最終日は 15：00 まで）

■場所　2 階研修会議室 2

■対象雑誌　平成 27 年 4 月号～平成 28 年 3 月号



広報とみさと　2019.11.1　15

11月の富里市

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

10 日（日）

24 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、10 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。

毎週日曜日
（収納強化月間の

ため毎週実施）

 9：00 ～

　16：00

相談対象税目

・市民税・県民税

・固定資産税・都市計画税

・軽自動車税

・国民健康保険税

○交通事故相談（８日（金）までに予約）

時 10：00 ～ 15：00　場市役所分庁舎１階会議室

問 市民活動推進課 　 （93）1117

○法律相談（５日（火）から受付開始）

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

○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

○こころの相談室

時 第 2 金曜日 14：00 ～ 16：00（祝日を除く）

場 福祉センター２階小会議室

問 社会福祉協議会　 （90）0081

　　　　　　 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

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

※ L INE 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。

　　　　　　　　　　　　　

納期内納付にご協力ください

12 月２日　（月）

国民健康保険税　第５期

後期高齢者医療保険料　第５期

 介護保険料　第５期

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

○障がい者相談

中央公民館休館日 中央公民館休館日

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

★文化の日

○市税休日納付相談

中央公民館休館日

★振替休日

中央公民館休館日

○心配ごと相談

中央公民館休館日

（午前のみ）

○こころの相談室

10 11 12 13 14 15 16

○市民課一部

　証明交付

○市税休日納付相談

○法律相談 ※２

中央公民館休館日

○交通事故相談

　※１

○心配ごと相談

17 18 19 20 21 22 23

○市税休日納付相談 中央公民館休館日

○心配ごと相談 ○年金相談

中央公民館休館日

24 25 26 27 28 29 30

○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

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　11 日（月）、18 日（月）、23 日（土・祝）、25 日（月）

　　　　　 文化祭開催に伴う臨時休館日　11 月１日（金）～ 11 月５日（火・午前まで）

●使用申請受付は６日（水）～（受付時間8：30～17：15）

　公民館棟令和２年２月使用分・講堂棟令和２年５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。

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

　敷地内での漏水は（今月の当番）　　　　　㈱中央設備　 （93）2375

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。
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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。

８月 18 日～９月 22 日、富里中央公園野球場を会場に、市秋季野球大会が開催

されました。今大会は、１部７チーム、２部 21 チームが参加。

残暑が続く中、各クラスで熱戦が繰り広げられ、選手たちは日頃の練習の成果

を競い合いました。

各クラスの上位結果は次の通りです。

　■１部　　優　勝　MARINE  END　　準優勝　大日精化

　■２部　　優　勝　ナナパーズ　　　    準優勝　レボリューション

▲優勝した MARINE END の皆さん

ス
ポ
ー
ツ

１部では MARINE END が優勝！

令和元年度市秋季野球大会

表
　
彰

令和元年度印旛郡市社会教育委員連絡協議会表彰

富里ユネスコ協会の林さん・宮田さんが
受賞

８月 17 日、印西市文化ホールで令和元年

度印旛郡市社会教育振興大会が開催され、

富里ユネスコ協会の林喜美子さんと宮田正

一郎さんが、社会教育功労者として表彰さ

れました。

林さんと宮田さんは、富里ユネスコ協会理

事を長年務めるなど持続可能な世界平和構

築を願い、社会教育の振興に大きく貢献し

たことが認められました。

▲写真左）宮田さん、写真右）富里ユネスコ協会髙田会長（林さんの代理で受領）

文
　
化

図書館の仕事をお手伝い！

図書館応援カルトナージュ教室

　８月 18 日、小・中学生を対象とし　

　た「図書館応援カルトナージュ教室」

　を開催しました。

　今回は、本を整理するときに使用す　

　る「背当り」を作製し、図書館の仕　

　事を手伝っていただきました。参加

した皆さんは、思い思いの布を貼り完成させました。

作製した背当りを書架に設置して、本がきれいに並んだことを確認しまし

た。この背当りで、毎朝行っている書架の整理時間が少し短くなりました。

※カルトナージュとは、厚紙で作った箱などに、布を貼って仕上げるフラ

　ンスの伝統工芸

教
　
育國本與一教育長が退任されました

國本與一教育長が、９月 30 日付けで任期満了により退任されました。

國本教育長は平成 24 年 10 月１日に富里市教育委員会教育長に就任し、

２期７年にわたり市の教育行政に精力的に取り組まれました。

退庁時には、多くの職員や教育関係者に、感謝の拍手で見送られました。

文
　
化

地域の文化や身近な自然環境を未来へ

「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」
絵画展・表彰式

10 月 12 日、富里ユネスコ協会主催の「絵で伝えよう！わたしの町のたか

らもの」絵画展の表彰式が開催されました。

この絵画展は、「わたしの町のたからもの」をテーマに、市内の小学生か

ら 94 点の応募があり、選考の結果、次の皆さんが受賞されました。

絵画展の開催期間中は、多くの皆さんが中央公民館に来場し、ふるさとで

ある富里を大切に思う気持ちが伝わってくる作品を鑑賞しました。

最優秀賞　 松田　知賢（浩養小１年）

優  秀  賞 　荒牧　由理（七栄小２年）

　　　　　 斎藤　李音（富里南小６年）

　　　　　 飛田和蒼依（富里小４年）

入　　選    今野　凜々（七栄小４年）、

    　　　　榎本　晃 　 （浩養小５年）、

                  篠原夢衣帆（浩養小３年）、三原　可帆（根木名小２年）

                  市原瑠輝人（富里第一小２年）、秋葉　奏歩（富里第一小３年）

                  原田　未央（富里小１年）、五十嵐　尊（富里小４年）

                  天川　 大（富里小５年）、三浦　芹菜（富里南小４年）

                  小川　杏璃（富里南小６年）、江原　舞 　 （富里南小２年）

                  宜野座慧楽（富里南小１年）、吉田久瑠美（日吉台小６年）

教育長の職務代理について

富里市教育委員会教育長は、10 月 1 日から当分の間不在となるため、教

育長の職務は、富里市教育委員会行政組織規則第 11 条の２の規定により、

教育長職務代理者　森田惠子が行います。

第 49 回千葉日報旗・第 42 回関東学童予選会が４月に開催され、見事準優

勝を果たしました。８月に開催された県大会へ出場し、ベスト８の成績を

収めました。また、７月に開催された第 25 回千葉県少年野球低学年（ロッ

テ旗争奪）予選会では、全 20 チームが熱戦を繰り広げた結果、見事優勝

を果たしました。９月に開催された県大会へ出場し、ベスト３の成績を収

めました。今後の活躍がさらに期待されます。

ス
ポ
ー
ツ

市スポーツ少年団

富里ラディソンエンゼルス大健闘

▲準優勝時の写真 ▲優勝時の写真

▲最優秀賞　松田さんの作品
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