No.

おもな内容

1

2014.January

確定申告はお早めに！………………… ２
ご利用ください

納税は便利な口座振替を……………… ２

15
735

平成 26 年

還付申告などのお知らせ

「ふるさと学習」で収穫体験
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身近な活動“ 聞いてみよう体験してみよう”

内容・日時など

今回の講座は、市内で行われている公益的な活動をしている団体と活動したい市民の
出会いの場を提供します。
市民活動に興味はあるけど、
「きっかけがない」
「市内にどんな団体があるのか知りたい」
と考えている人、活動を続けるにあたり「人手がない」
「もっと自分たちの活動を知って
もらいたい」と考えている団体。この機会に参加してみませんか。

▼事前研修（対象②のみ）
活動参加希望者を受け入れるポイントを学びます。
日時…１月 31 日（金）午後１時 30 分～３時 30 分
場所…中央公民館４階大会議室
講師…NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

らって、
活動を知っても
い！
仲間を募集した

マッチング

何か人の役
に立つ活動
を
していきた
いな…

■対象・定員
①…これから活動したいと考えている市民（定員 30 人）
②…市内で活動していて PR したいと考えている団体（
「環境」
「子育て」
「福祉」
「まちづくり」
などの分野で計８団体程度） ※申込み多数の場合は選考になります。
■申込期限 ①…２月７日（金） ②…１月 20 日（月）
■申込方法 電話、はがき（①②の各期限日の消印有効）
・FAX、電子メールにて申込み
※はがき・FAX、電子メールについては、送った旨を連絡してください。
■その他 広報とみさと１月１日号掲載の「協働のまちづくり講座に参加する団体を募集」の
記事の内容と当記事に変更があります。詳しくは市民活動推進課まで問い合わせてください。
問 ・申込先 市民活動推進課市民協働推進班
（93）１１１７ ＦＡⅩ（93）９９５４ 〒２８６ー０２９２（住所不要）
kyod o@ci ty.to m i sato. l g . j p

▼見学・体験（対象①と②）
個別に見学や体験をします。次の期間のうち受入
団体が指定する日時・場所で行います。
期間…２月 13 日（木）～３月 23 日（日）
▼体験のまとめ（対象①のみ）
参加した人同士で見学や体験したことの情報交換
を行い、次のステップの方向性をまとめます。
日時…３月 27 日（木）午後１時 30 分～３時 30 分
場所…中央公民館４階大会議室
※①②共に、全３日間参加できる人・団体に限ります。

とみさと市民活動
フェスタ開催

10 22

▼マッチング講座（対象①と②）
団体活動の PR と活動参加希望者の出会いの場で
す。気になる団体に個別で質問できます。
日時…２月 12 日（水）午後１時 30 分～４時
場所…中央公民館４階大会議室

市内で社会貢献活動を行っ
ている団体について「見て・
聞いて・体験して・交流でき
る」イベントを開催します。
子どもから大人まで楽しめ
るイベントいっぱいです！

■日時 ２月 日（土）
午前 時～午後２時
■場所 中央公民館
■内容
▼発表
団体の日ごろの活動内容、取
り組みの成果などを発表します。
▼展示
団体の取り組みがわかる写
真やパネル展示、刊行物の配
布などを行います。
▼体験
団体の日ごろの活動を体験
することができます。
○スポーツ吹き矢 ○昔遊び
○読み聞かせ ○リトミック
○ハロウィンパーティ
○マジック教室 ○子ども工作
▼その他
○おもちゃクリニック
○スタンプラリー
○無料配布
（豚汁、
綿あめなど）
○ボランティア相談
○とみさと色の木
詳しい内容は、広報とみさ
と２月１日号に掲載します。

市民活動推進課市民協働推進班

（ ）１１１７

問
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▼ご注意ください
まちづくりふれあいミー
ティングは、苦情や陳情を受
け付ける場ではありません。
また、より多くの皆さんの
意見を聞くため、個人的な課
題についてのお話はご遠慮く
ださい。ご理解・ご協力をお
願いします。

第１回の参加者からは、こんな
意見がありました
○富里の史跡などを知る場を
もっと設けてはどうか。
○旧岩崎邸を対外的にもっと
ＰＲしてはどうか。
○市役所通りを街路樹が並ぶ

ち

ま

働
協

魅力ある通りにしてはどうか。

93

市政について、普段考えて
いること、疑問に思っている
ことをぜひ聞かせてください。
皆さんの声をまちづくりに
生かします！

・申込先
秘書広報課秘書広報班
（ ）１１１２
問

２

（日）

テーマは「これからのまちづくり」

市民の皆さんと一体となっ
た協働のまちづくりを推進す
る機会の場として、市民の皆
さんと市長が、日ごろ感じて
いることを直接語り合う、第
回まちづくりふれあいミー
ティングを開催します。
市が抱える課題や皆さんが
描く市の将来像について、市
長と一緒に語ってみませんか。

■日時
２月２日（日）
午後１時 分～３時
■場所
中央公民館４階大会議室
■対象
市内在住、在勤、在学の人
■申込み
不要、直接会場へ
■内容
市長が市の現状や課題など
を説明し、その後、皆さんと
意見交換を行います。
■その他
当日は保育・手話通訳有り
（１月 日（火）までに事前
予約）
30

発行日●１月 15 日（毎月２回発行）
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ほか

とみさとプラザ………………………… ３

2

■準備するもの
○本人の電子証明書
市民課で取得
（電子証明書付き住民基本
台帳カード１、
０００円）
○ＩＣカードリーダライタ
家電量販店などで購入

イオンモール成田で
申告書の作成・相談会

17

還付申告などのお知らせ
はお早めに
自宅からネットで申告
所得税の申告は、インター
ネットを利用して、自宅から
電子申告（ｅ Ｔ
‐ａｘ）をす
ることができます。

⇒

⇒

所得税の還付申告など
成田税務署では１月中
でも還付申告ができます

自書申告相談会
確定申告書を説明に沿って
作成します。作成終了後、そ
の場で提出もできます。
なお、講義形式のため途中
入場はできません。
■日時
○１月 日（火） 日（水）
▼午前の部
午前９時 分～正午
▼午後の部
午後１時～４時
■場所
中央公民館４階大会議室
■対象
○公的年金所得（国民年金・
厚生年金など）のみの人
○公的年金と給与所得の両方
がある人
※不動産や株式などを譲渡し
た人や住宅借入金等特別控除
をする人を除く

■源泉徴収票の再発行
「源泉徴収票」が届かない、
または紛失をしたときは、再
発行できますので、次のとこ
ろに連絡をしてください。
▼幕張年金事務所
０４３（２１２）８６２１
▼ねんきんダイヤル
０５７０（ ）１１６５

ことができない各種控除
『公的年金等の源泉
（医療費控除、社会保険料
徴収票』を送付
控除など）があるとき
○「扶養親族等申告書」を提
平成 年中に厚生年金保険、
出せず、控除が受けられな
国民年金などの老齢年金を受
かったとき
給した人を対象に、日本年金
○年の途中で、扶養親族の人
機構から「平成 年分公的年
数の増加などで、提出済み
金等の源泉徴収票」が１月下
の「扶養親族等申告書」の
旬までに送付されます。
内容に変更が生じたとき
源泉徴収票は、確定申告や
源泉徴収の還付を受けるとき
に必要な書類ですので、必ず
内容を確認してください。
なお、
「障害年金」や「遺族
年金」は非課税のため、受給
者に源泉徴収票は送付されま
せん。

■確定申告が必要な人
○２か所以上から年金を受け
ているとき
○年金以外に所得があるとき
○年金の源泉徴収では受ける

国保年金課
高齢者医療年金班
（ ）４０８５

若草学童クラブの申込みは、４ページの『情報ネット』をご覧ください。

▼こんなメリットが！
①自宅で簡単に申告
申 告 書 が、 国 税 庁 ホ ー ム
ページの「確定申告書等の作
成コーナー」で作成できます。
＞

所得税・贈与税・個人消費
税の申告書作成・相談会を行
います。
■日程 ２月３日（月）～
３月 日（月）
■受付時間
午前９時～午後４時
（土・日曜日、祝日を除く）
※２月 日（日）
、３月２日
（日）は実施します。
■場所
イオンモール成田２階イオン
ホール 成田市ウイング土屋
※午前９時～ 時までは、立
体駐車場３階の連絡通路から
入る２階「Ｃ」入口が専用口
になります。
■その他
市・県民税の申告はできま
せん。市・県民税の申告書の
相談・受付は２月 日（月）
から市役所内で行います。
詳しくは、広報とみさと２
月１日号でお知らせします。

（93）４４９７

消費税改正について、成田税務署からのお知らせ

■保育開始 各学童クラブとも４月１日（火）から
■必要書類 ○放課後児童クラブ入所申請書
○就労証明書（児童の保護者、同居する祖父母など）
■その他 入所の決定は、３月中旬に個別に通知します。また、申
し込み人数や在籍人数により、受け入れできない場合があります。

４月１日から消費税（地方消費税を含む。
）の税率が８％に引き上げられます。
また、価格の表示について、誤認防止措置を講じているときに限り、税込価格
を表示（総額表示）することを要しないとする特例が設けられました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、成田税務署まで問い合わ
せてください。
H P h ttp:/ / w w w .n ta .g o.jp / s hiraberu / ip p anjo ho / p amp h/ s ho hi/
k a i s ei / 201304.h tm
問 成田税務署
（28）５１５１
＜

問い合わせ先
●各学童クラブ保育室 ●子育て支援課保育班

https://www.nta.go.jp/
②添付書類の提出を省略
医療費の領収書や源泉徴収
票などの提出・提示を省略で
きます。
（申告期限から５年
間の書類提出、または提示を
求められることがあります。
）
③還付金がスピーディー
書面申告に比べ、還付金が
早く受け取れます。
給与所得者や年金所得者が
次のいずれかに該当するとき
は、確定申告をすると源泉徴
収された所得税が還付される
ことがあります。
①マイホームをローンなどで
取得した人（住宅借入金等
特別控除）
②多額の医療費を支払った人
（医療費控除）
③年末調整で控除の手続きを
忘れた人、または控除に漏
れがある人
④生活に通常必要な資産が災
害、盗難などにより損失し
てしまった人（雑損控除）

浩養すいかキッズクラブ

20 人
程度

05

（92）００９２ 各学童クラブ
保育室、
２月３日（月）
根木名学童クラブ
（91）１２８８ 子育て支援課 ～ 21 日
（金）
窓口
富里第一学童クラブ
（91）１５９７

29

■持ち物
○印鑑
○国民健康保険税、介護保険
料の領収書
○平成 年分の源泉徴収票
○生命保険、地震保険料の控
除証明書
○医療費の領収書、保険金な
どで補てんされる金額がわ
かる書類（医療費控除をす
る人）
○還付金の振込先がわかるもの

富里南学童クラブ

10 人
程度

93

（91）２５０１

30

問い合わせ先
●成田税務署
（電話を自動音声で受け付
け、用件に応じて担当者が
応対します）
（ ）５１５１
●市課税課市民税班
（ ）０４４３

日吉台学童クラブ

25

公設学童クラブへ入所を希望する児童の
申請を受け付けます。
■対象
○４月から小学校に入学する新１年生
○就労で、日中保護者などが自宅にいない児童、またはこれに準ず
る家庭の児童
■受付日程など

問

受入れ人数

受付期間

資料配布・
提出場所

学童クラブ名

25

公設学童クラブ
入所申請受付開始

17

10

公的年金などの収入金額が
４００万円以下で、公的年金
など以外の所得金額が 万円
以下で所得税の確定申告書の
提出を要しない場合であって
も、市・県民税の申告は必要
になる場合があります。
市・ 県 民 税 の 申 告 を し な
かった場合、年金から引かれ
ている社会保険料など以外の
控除内容が市ではわからない
ため、市・県民税が高くなる
可能性があります。
このため、生命保険料や医
療費などの支払・扶養控除な
どを追加することで、市・県
民税額が減額される場合があ
ります。
20

28

25

28

93

（93）０４３４
納税課管理班

▼利用するには
■利用時間
１月 日（火）
午前８時 分～３月 日
（月）まで、 時間利用でき
ます。

問 ・申込先

17

23

確
定
申
告

市では、市税の口座振替を推進
しています。
一度申込手続きをすると、納め
忘れの心配や納付に出向く必要も
なく、翌年以降も自動継続されます。
なお、申込みの受付は、開始希
望期の納期限の２か月前までです。
【例】平成 26 年度固定資産税第１
期（納期限５月１日）から希望する
とき ⇒ ２月 28 日（金）までに申
し込みください。

24 30

納税は
便利な口座振替を！

14

HP

（94）０５２０

■公売物件 不動産 土地
○富里市十倉字山室入外
８６８番
山林（公衆用道路） ㎡
○富里市十倉字山室入外
８６８番１００
山林（宅地）１０３㎡

24

はい、こちら

消 費 生 活 セ ン タ ー です！

◆事例１◆ ガスコンロの火を消そうとしたとき、肩
から羽織っていたポリエステル製のカーディガンの袖
に火が燃え移った。袖の火はすぐに手で消したが、い
つのまにか後ろまで火が回っていて、背中をやけどし
た。
（ 歳代・女性）
◆事例２◆ 仏壇の電球を替えていた際に、ろうそく
の火が洋服に燃え移った。自分で水をかけ火を消した
が、おなかやももにやけどを負い、入院した。
（ 歳代・
女性）

「ガスコンロ」や「ろうそく」などの火が衣類に着火
してやけどをしたという報告が寄せられています。特に
高齢者は重症になる場合も多く注意が必要です。
ほかにも、たばこやライターの火が服に燃え移った
ケースもあります。

●「服に火が燃え移ってやけど！に
ご注意を」の巻

114

「ふるさと学習」で収穫体験

とみさとの大地を満喫！
11

ご協力をお願いします
「伸び過ぎた樹木の剪定」
13

ブックトリップ事業に賛同いただいた富里ライオ
ンズクラブから、記念品として「しおり」が寄贈さ
れました。この「しおり」は、認定証と共にブック
トラベラー達成者に贈られました。

■公売参加申込期間
月 日（木）午後１時～
日（火）午後 時

▲さといもやにんじんがいっぱい！

▲三橋会長（左）から國本教育長へ
記念品が贈呈されました。

生涯学習

月 日、
、市内の家族 組が
参加して、ふるさと学習（野菜収
穫体験）を開催しました。
当日は、村田秀樹さん（十倉）
の協力のもと、野菜の栽培方法や
出荷方法などを学び、にんじんと
さといもの収穫をしました。
学習の最後には、富里産の野菜
や豚肉をたっぷり使った豚汁を参
加者全員で味わい、とみさとの大
地を満喫しました。

育

ブックトリップの記念品が寄贈

■入札期間
月 日（火）午後１時～
日（火）午後１時

車道や歩道に伸びた枝は、車
の運転や自転車、歩行者の通行
の妨げとなり、思わぬ事故を引
き起こす場合があります。
枝の剪定や垣根の刈り込み
など、所有者は適正な管理を
お願いします。
なお、倒木や道路上に張り出
した枝の落下・落雪により、通
行中の車両などが損傷する事
故が発生した場合には、樹木の
所有者が民法の規定により賠
償責任を問われる場合があり
ますので注意してください。

教

消費生活センター

（ ）５３４８

消費生活センターでは、商品・サービスや契約など
消費生活全般に関する苦情や問い合わせに専門の相談
員が応じます。
相談は無料で、秘密は厳守されます。
■日時 月～金曜日
（祝日、年末年始を除く）
午前 時～正午／
午後１時～４時
■場所 市役所分庁舎２階

◆アドバイス◆
○調理などで火を使う際は、袖やすそが広がっている
衣類やルーズなデザインの服装は避け、火に近づき
過ぎないようにする。
○防炎性能のあるエプロンやアームカバーなどを身に
着けるのも一つの方法です。
○服に火がついてしまったときは、台所のくみ置きな
ど身近な水で消火しましょう。慌てて走り出すと風
にあおられて炎が大きくなるので十分注意する。
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■ヤ フ ー ㈱
官公庁オークションページ
ht t p : / / k o u ba i .
auctions.yahoo.co.jp/

十倉字山室入外

24

楽しみながら本に親しもう

58

11
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納税課納税班
（ ）３８９５
（インターネット公売専用）

問い合わせ先
●国道・県道について
成田土木事務所管理用地課
（ ）４８３２
●市道について
市建設課管理班
（ ）５７４７

▲車道や歩道に樹木が張り出し
ていると大変危険です。

▲被災地である宮城県南三
陸町の工場で作られてい
ます。

■日時 ３月９日（日）
午前８時集合～
午後６時帰着（予定）
■対象 市内在住・在勤の 20 歳以上
■定員 40 人（応募多数時抽選）
※１組につき２人まで
■費用 無料
（昼食代などは自己負担）
■申込み １月 29 日（水）まで
に応募者全員の住所（在勤の人は
勤務先名）
、氏名、年齢、電話番
号（２人で申し込む場合は代表者
の番号）を記入し、ＦＡＸまたは
郵送してください。１月 29 日の
消印有効）
※応募は１人（組）１通
■発表 ２月 20 日（木）頃まで
にすべての応募者へ郵送
■その他 現地到着後、指定席へ
案内し、その後集合時間まで自由
行動
問 ・申込先
産業経済課商工観光振興室
（93）４９４２
〒２８６ー０２９２（住所不要）
FAX（93）２１０１

25 13

11 4
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差し押さえ物件を
インターネットで公売
市では、市税滞納者から差
し押さえた財産をインター
ネット公売します。
インターネット公売につい
ての詳しい内容や参加方法は、
市ホームページ内の「富里市
インターネット公売ガイドラ
イン」などで確認してください。
また、公売の参加・入札は、
ヤ フ ー ㈱ の「 官 公 庁 オ ー ク
ション」のページで手続きし
てください。
なお、売却で取得した代金
は、未納税金などに充てられ
ます。
市では、全国どこからでも
時間参加できるインター
ネット公売に多くの人に参加
してもらい、滞納額の縮減を
目指します。
問
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・相談先
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Ｊ Ｒ Ａ 中山競馬場
見学・体験ツアー

2

3

洗心小学校

消費生活
相談コラム

問
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募 集
介護支援専門員の臨時職員

公民館
公民館の使用申請

３月から地域包括支援センター ■２月４日（火）から受付
（高齢者福祉課内）の職員を募集します。 公民館棟の５月使用分、講堂棟の
職種…介護支援専門員
８月使用分の使用申請書の受付が２
業務内容…介護予防ケアマネジメント 月４日（火）から始まります。
勤務時間…月～金曜日
受付時間は、午前８時 30 分～午後
若草学童クラブ小学生募集
１月 26 日は文化財防火デー
午前８時 30 分～午後５時 15分 ５時 15 分までです。
問 中央公民館
休暇…土・日曜日、祝日、年末年始
（92）１２１１
１月 26 日は、法隆寺金堂壁画が
説明会と面接を行います。
賃金…時給１，
２８０円
焼損した日（昭和 24 年）に当たり、 日時…２月 22 日（土）午前９時～
申込方法…２月７日（金）までに履
この日を「文化財防火デー」と定め 場所…若草児童館
ました。
対象…４月から富里小学校、七栄小 歴書（市販のもの）に写真と介護支
認知症サポーター養成講座
援専門員証の写しを添付して提出
文化財は国民共有の貴重な財産で
学校に入学する新１年生
認知症を理解し、地域のなかで支援
す。文化財に対する愛護意識を高め、 定員…放課後児童クラブ：20 人程度 任用…履歴書に基づく書類選考、面接
問 ・申込先 高齢者福祉課
できる認知症サポーターを養成します。
周辺地域に住む人々の連携、協力で、
一時保育：５人程度
（93）４９８１
日時…１月 30 日（木）午前 10 時～正午
に必要事項を
みんなの財産を守りましょう。
申込み…応募書類
（※）
問 消防本部予防課
場所…北部コミュニティセンター
（92）１３１３ 記入して、２月 10 日（月）午後５
１階研修室
時までに若草児童館へ提出
就職応援ツアー
講師…土屋亮太さん
※応募書類は、２月５日（水）まで
就職するまでの生活就労相談
企業と若者が出会うイベントとし
（千葉県認知症介護指導者）
若草児童館で配布。申込み人数など
求職中の人を対象に開催します。 により入会できない場合があります。 て、ビジネスマナーを学び、社員を 対象…市内在住・在勤・在学の人
問 若草児童館
募集している企業を見学します。
費用…無料 定員…先着 30 人
（93）８２２６
日時…２月６日（木）
日時…２月４日（火）
②午前 10 時 50 分～
申込み…前日までに電話またはＦＡ
（月～金曜日 午後 1 時～ 6 時）
①午前 10 時～
午前 10 時～午後６時（予定） Ｘ。手話通訳や要約筆記を希望する
③午前 11 時 40 分～ ④午後１ 時 30 分～
⑤午後２ 時 20 分～ ⑥午後 ３ 時 10 分～
集合場所…佐倉市立中央公民館
人は、
１月 22 日（水）までに申込み。
ほっかほかクラブ
問 ・申込先
相談時間…45 分 定員…各回１人
＜佐倉市鏑木町＞
在宅介護支援センター龍岡
みんなで楽しく自由に遊べます。 見学先…
場所…市役所本庁舎１階第３相談室
（92）６４７７
日時…１月 27 日（月）午前 10 時～正午 ○古河ユニック㈱＜佐倉市＞
申込み…電話予約 費用…無料
FAX（92）６４７５
その他…雇用保険受給中の就職活動 場所…北部コミュニティセンター
○㈱ハードオフコーポレーション
実績になります（生活相談を除く）
。
２階和室
＜富里市＞
問 ・申込先
対象…０～３歳までの幼児と保護者 対象…就職・転職可能な 15 歳～ 39
産業経済課商工観光振興室
費用…１家族１００円
歳の人
問
（93）４９４２
日吉台地区社会福祉協議会 石井 定員…先着 16 人 費用…無料
（92）２０７１
申込み…電話予約。託児を希望する
人は１月 27 日（月）までに申込み。 やさしいタイのヨガ
北部コミュニティセンター
問 産業経済課商工観光振興室
臨時休館のお知らせ
子育てお母さんの再就職
“ルーシーダットン”
（93）４９４２
支援セミナー
新規発足のため、メンバーを募集
２月 15 日（土）は、全面床清掃
します。無料体験レッスンをします。
応募書類の書き方や面接の受け方
のため、北部コミュニティセンター
日時…１月 25 日（土）
は休館となります。図書の貸出・返 などのセミナーを行います。
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
日時…２月６日（木）
却もできません。
場所…中部ふれあいセンター
午前 10 時～午後０時 30 分
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、
１階小ホール
場所…市役所分庁舎２階大会議室
ご協力をお願いします。
手話講座
問 北部コミュニティセンター
持ち物…ヨガマットまたはバスタオル、
対象…子育て中のお母さん
内容・日程…
飲み物、動きやすい服装
管理運営委員会
定員…先着 20 人 費用…無料
問 石川
(92) ８３４８
○講義 ２月 12 日（水）
（93）３７５５
申込み…電話予約
テーマ 「手話を学ぶにあたり…」
その他…雇用保険受給中の就職活動
聞こえないとはどういうことか、
実績になります。また、
託児もあります。
－増刊号－
問 ・申込先
手話の歴史などについて学びます。
○実技 ２月 19 日（水）
、
26 日（水）
、
産業経済課商工観光振興室
12 日（水）
（93）４９４２
３月 ５ 日（水）、
よ む よ む
問 市立図書館
（90）４
６４６
あいさつや自己紹介、日常生活
精神保健福祉講演会
における基本的な手話を学びます。
～思春期のこころと向き合う～
育児講座 ～ぬりえセラピーで
時間…各日午前 10 時～正午
人間関係を円滑に～
場所…福祉センター
心が大きく成長し不安定な思春期。
図書館を利用していますか
対象…市内在住・在勤で全日程参加
心の病のサインについて学びます。 日時…２月１日（土）
図書館では、適切に個人情報
できる人
午前９時～ 10 時 30 分
日時…２月 13 日（木）午後２時～４時
を管理するため、３年以上図書
受付 午後１時 30 分
申込み…２月５日（水）までに電話
場所…こひつじ保育園ホール
などの貸出をしていない人の利
（カラーセラピスト）
場所…中央公民館４階大会議室
またはＦＡＸ
講師…吉岡希さん
用者登録情報を削除しています。
対象…子育て家庭の保護者
講師…橘川清人さん
定員…先着 15 人
自習室やパソコンのみを利用し
定員…先着５人 費用…無料
（きっかわクリニック院長）
費用…１，
０００円（テキスト代）
問 ・申込先
ている人も対象になります。
持ち物…スリッパ
申込み…不要 費用…無料
なお、再登録には名前と住所
富里市ボランティアセンター
申込み…１月 24 日（金）までに電話
定員…先着１００人
問 社会福祉課厚生班
問 ・申込先 こひつじ保育園
が確認できるものが必要です。
（92）８２２１
詳しくは問い合わせてください。
FAX（92）２４９５
（93）４１９２
（93）１０４８

くらし

子育て

仲間募集

福 祉

教室･講座

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。
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