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お知らせ

ご存知ですか？労働委員会
個別的労使紛争のあっせん

県労働委員会事務局
043（223）3735

個々の労働者と使用者の間で生じた解
雇・パワハラ・労働条件の不利益変更
などの、労働関係のトラブルについ
て、労働委員会の委員が間に入り、双
方の歩み寄りによる円満な解決を目指
す「個別的労使紛争のあっせん」を行っ
ています。
あっせんは無料で、労働者、使用者ど
ちらからでも申請できます。

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

日 10 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
　…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。
他搬入時はマスクの着用をお願いしま
　す。
　事業ごみやその他のごみは回収でき
　ません。

相　談
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 10 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 ～ 49 歳で就労に悩みを抱えて
　いる人またはその家族

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 (93）5148

専門の相談員が住宅の耐震に関して個
別の相談に応じます。自分の住んでい
る建物が地震に対して安全なのか考え
てみましょう。
日 10 月 12 日（月）
　 9：00 ～ 12：00 ／
　13：00 ～ 17：00
　1 組につき 45 分程度
場北部コミュニティセンター
対市内在住の人　
定 14 組
申 10 月８日（木）までに電話予約
持建築確認申請時の平面図など、住宅
　の間取りがわかるもの　

募　集
会計年度任用職員募集
（パートタイム）

葉山こども園　 （93）1215
向台こども園　 （93）2951
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・向台こども園
　保育教諭、正看護師（准看護師）　
　○園児の保育・教育
　　（産休代替・夕方時間外保育など）
　○園児の保健業務全般
　富里幼稚園
　補助教諭
　○幼稚園の補助教諭業務
額○保育教諭・幼稚園補助教諭　
　　時給 1,002 円～ 1,209 円
　○正看護師　
　　時給 1,054 円～ 1,314 円
　○准看護師　
　　時給 1,022 円～ 1,244 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

令和２年度第１回

保育 de 就職！＠千葉　
保育のしごと就職フェスタ

（社）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
保育のしごと就職フェスタ  千葉

詳細はホームページをご覧ください。
日 10 月 11 日（日）
 　13：00 ～ 16：00
場市川グランドホテル 7 階黄金の間
　＜市川市市川 1-3-18 ＞
他直接会場へお越しください。
　履歴書は不要です。

千葉中途失聴者・難聴者
からのお知らせ

NPO 千葉中途失聴者・難聴者協会
FAX  043（461）6533

日 場 内
　① 10月３日（土）
　　 13：30～16：00
　　 佐倉市中央公民館
　　 ＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞
　　 手話学習会
　② 10月25日（日）
　　  時間は問い合わせてください。
　　 成田山公園
　　＜成田市成田１＞
　　 ウォーキング
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 10 月 15 日（木）
　 13：30 ～ 15：30
場集合　中央公民館ロビー
内トマト収穫体験
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人。

【事例】
大学構内で男性に声を掛けられ、アンケートに答えるアルバイトをした。ア
ルバイト代の２千円は現金でもらったが、「後日、残りの千円を振り込むため
に必要」と言われ、銀行口座番号とキャッシュカードの暗証番号、氏名、電
話番号を伝え、運転免許証も見せた。男性はそれらの情報をアプリに入力し
ていた。
後日、教えてもらっていた男性の電話番号に連絡すると消費者金融につなが
り、30 万円の借金をさせられていたことがわかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大学生　男性）

アンケートに答えるアルバイトをしたら
　　　　　　　　　　　　勝手に借金をさせられていた

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活
相談コラム

192 アドバイス
アルバイトの報酬の支払いのためと言われても、見ず知らずの相手に運転免
許証の写真を撮らせたり、銀行口座やキャッシュカードの暗証番号などを伝
えたりしてはいけません。
不審な勧誘を受けた場合や、身に覚えのない借金に気づいたときには、すぐ
に消費生活センターにご相談ください。

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。

問健康推進課　 （93）4121

楽しく歩いて　コロナに負けないからだづくりを！

チャレンジ！とみさと健康ウォーキング　キャンペーン

日々の歩数を記録して、120 万歩を完歩した人には、達成スタンプの押印
と達成証・記念品を交付します。
また、ＪＡ富里市の協力により、応募された中から、抽選で 10 人に富里
産新鮮野菜をプレゼントします。
対 20 歳以上で市内在住者または在勤者
期令和３年２月 26 日（金）まで
内参加方法　①記録用紙を受け取る　※健康推進課より郵送します。
　　　　　　②日々の歩数を記録する
　　　　　　③ 120 万歩に達したら、記録用紙を健康推進課または
　　　　　　　日吉台出張所に持参し、達成スタンプの押印と達成証を
　　　　　　　受け取る
　　　　　　　※プレゼントを希望する人は、応募してください。　


