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教室・講座
シニア従業員の
お仕事説明会ｉｎ富里
申込 商工観光課　 （93）4942

市と「高齢者見守りネットワーク事業」
の協定を締結しているセブン - イレブ
ン・ジャパンが、高齢者の雇用を推進
するため、仕事説明会を開催します。
日８月25日（火）
　10：00～11：30
　受付 9：40 ～
場市役所分庁舎 2 階大会議室
対おおむね 60 歳以上　
定 15 人程度

女性のための
再就職支援セミナー
申込 商工観光課　 （93）4942

日 9月14日（月）
　10：00～12：00
場成田市中央公民館
内女性を取り巻く環境、自己分析と適
　職理解、資格と職業訓練など
対就職を考えている女性
定 30 人
他託児あり
　※ 8 月 28 日（金）までに要予約

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 11 月 4 日（水）
　○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 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 24（月）～ 28 日（金） 
　 8：30 ～ 17：15

募　集

令和2年度事業
市民活動支援補助金
市民活動推進課　 （93）1117

令和２年度を対象事業期間として、補
助金を活用する団体を募集します。
対市内を活動の拠点とし、自ら課題を
　見つけ、自主的に取り組む公益的な
　活動団体
申８月 31日（月）まで
選公開プレゼンテーション（９月頃を予定）
　※詳細は後日通知。
他支援補助金が予算額に達した時点で、
　応募は終了となります。

富里市職員（一般行政初級・
土木初級・消防）募集
総務課　 （93）1113
〒 286-0292（住所不要）

令和２年度第 2 回富里市職員採用試験
を実施します。
職種・採用予定者数・受験資格
○一般行政初級（５名程度）、
　土木初級（２名程度） 
　平成 11 年４月２日～
　平成15年４月１日までに生まれた人
○消防（救急救命士を含む。）（５名程度）
　平成４年４月２日～
　平成15年４月１日までに生まれた人
　※救急救命士は、令和 3 年 3 月末
　　日までに、救急救命士の資格取得
　　見込みの人を含む。
※いずれの職種も学歴は問いません。
日  場
　○１次試験　
　　印旛郡市職員採用共同試験
　　９月 20 日（日）　
　　八街市立八街中央中学校
　　＜八街市八街ほ 591 ＞
　○２次試験　１次試験合格者のみ実施
申８月 11 日（火）までに、申込書を
　総務課人事給与班へ原則郵送で提出
　（11 日の消印有効）。
　申込書は、市公式ホームページでダ
　ウンロードできます。
他全ての受験者に、合否結果を通知します。

令和2年度
会計年度任用職員募集
（パートタイム）
葉山こども園　 （93）1215
富里幼稚園　 （93）2387

詳しくは問い合わせてください。
日８：30 ～ 19：00 の指定する時間
　※勤務日時などは相談してください。
場 内 
　葉山こども園
　正看護師（准看護師）、保育教諭
　○園児の保健業務全般
　○園児の保育・教育
　　（産休代替・夕方時間外保育）
　富里幼稚園
　補助教諭
　○幼稚園の補助教諭業務
額○正看護師　
　　時給 1,054 円～ 1,314 円
　○准看護師　
　　時給 1,022 円～ 1,244 円
　○保育教諭・幼稚園補助教諭　
　　時給 1,002 円～ 1,209 円
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）

学童クラブ指導員募集
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
○富里南学童クラブ
　 (92）0092
○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

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…臨時的任用講師
対教員免許を持ち、心身ともに健康で、
　教育に情熱のある人
内常勤（産休・育休などの代替）
　月～金曜日の 8：00 ～ 16：30

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14日（金）13：30～15：30
場中央公民館 1 階ロビー
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

スポーツ
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、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。

【事例１】
突然自宅を訪問してきた業者から、「新型コロナウイルス感染拡大の影響で金
の相場が上がることは間違いない。すぐに金を買う権利を申し込んだほうが
いい」と勧誘された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80歳代　男性）

【事例２】
業者から「新型コロナウイルスの感染を防ぐために、行政からの委託で消毒
に回っている」と電話があった。翌日も同じ業者から電話があり「新型コロ
ナウイルス感染防止の資料を持参したい」と言われた。　　　（80歳代　女性）

新型コロナウイルス　正確な情報をもとに冷静な対応を！

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活
相談コラム

191
アドバイス
○行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりの
　ない送信元からの怪しいメール・ＳＭＳなど、不審に思った場合は反応し
　ないようにしましょう。
○少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、早めに消費
　生活センターに相談してください。

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
他地域や団体などの希望に応じて、消費生活相談員を無料で派遣し、
　トラブルを未然に防止するための講座などを開催しています。

「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　19,300 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

広報とみさと有料広告

問秘書広報課　 （93）1112


