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「さとバス」と「デマンド交通」の実証運行を実施中

から！

停留所を増設します！

停留所の増設箇所と対象ルート

発行日●３月 15 日（毎月２回発行）

実証運行は、所定のルートを決められた時刻で循環運行する「さと
バス実証運行」と、事前登録制で予約があったときに運行する「デマ
ンド交通実証運行」があります。ぜひ、利用してみてください。

一部の区間に

（火）

ほか

問 企画課企画統計班

（93）１１１８

③停留所名：南山団地
▼対象ルート ○デマンド交通（高松ルート）
▼停留所位置 南山団地公園入口付近

①停留所名：龍岡クリニック前
▼対象ルート ○さとバス（循環バス）
○デマンド交通（根木名・高松・十倉ルート）
▼停留所位置 病院前歩道（下図参照。●印が停留所置）

④停留所名：黒須医院
▼対象ルート ○デマンド交通（十倉ルート）
▲デマンド交通とは、予約制で乗合運行
▼停留所位置 黒須医院駐車場敷地内
するシステムです。

「龍岡クリニック前」停留所

①デマンド交通は、事前の利用者登録が必要です
「利用者登録申込書」に必要事項を記入し、次の方法で申し込んでください。
①直接持参 市役所本庁舎２階企画課窓口 ② 電話（93）１１１８（企画課直通）
③ＦＡⅩ（93）９９５４ ④電子メール
kika ku @city . to mis a to . l g . jp
②予約受付は利用日の１週間前から
デマンド交通を利用するときは、電話で予約してください。
（92）５７６７（成田タクシー㈱事業所内）
■予約先
※月～金曜日／午前８時～午後５時
予約は、利用日の１週間前から、利用する時間の１時間前まで受け付けが
できます。なお、利用登録から予約できるまでには、２日程度かかります。

龍岡クリニック

停留所の移設

②停留所名：ランドロームフードマーケット
▼対象ルート ○デマンド交通（根木名・高松・十倉ルート）
▼停留所位置 店舗敷地内駐車場（下図参照。●印が停留所）

「ランドロームフードマーケット」停留所

※停留所が移設しますので注意してください
デマンド交通、十倉ルートの「髙根病院」停留所を移設します。
▼停留所位置 髙根病院側駐車場敷地内
（下図参照。●印が停留所の位置）

「髙根病院」停留所
ホクソウ薬局

髙根病院

ランドロームフードマーケット富里店
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1

家族でチャレンジしよう！

＞

93

18

親子
へらぶなつり大会

t
t om i s a

６月 22 日（日）に開催される富里市の一大イベン
ト「富里スイカロードレース大会」
。ボランティアス
タッフとして一緒に大会を盛り上げませんか？
大会当日にお手伝いしてくれる人を募集しています。
詳しくは問い合わせてください。
問 富里スイカロードレース大会実行委員会事務局
（生涯学習課スポーツ振興室内） （93）１１４５

■日時 ４月 日（火・祝）
午前８時～
とみさとのせき
■場所 富里乃堰 根木名
■対象 市内在住、在勤の大人
（高校生以上を含む）と、
小・
中学生の組み合わせ
■定員 先着１００組
■費用 １組２、
０００円
■申込み ４月 日（火）～
日（金）までに中央公民館
に備え付けの申込用紙に必
要事項を記入して申し込む

・申込先
生涯学習課社会教育班
（ ）７６４１
問

献血キャラクター
「けんけつちゃん」

＜

45

身近なボランティア

11

献血に協力を！

献 血、 お 待 ち
し てい ま す !

血液は人工的につくること
ができないため献血に頼って
います。
尊い命を救うためにも、献
血（２００ｍ または４００
ｍ のどちらかの全血）に
ご協力ください。

10 25

献血ｉｎ市役所

93

■日時 ３月 日（火）
午前 時～ 時 分／
午後 １ 時～ ４ 時
■場所 市役所玄関ロビー

ra ce

健康推進課予防班
（ ）４１２１

問

su i ka ro

ad

第 31 回富 里 ス イ カ
ロードレース大会
スタッフ募 集 ！

o

移設します

2

場

所

時

間

根木名公民館

午後０時40分～ 1 時15分

立沢台青年館

午後１時30分～ 2 時15分

桜台集会所

午前 9 時～ 9 時40分

４月７日
緑ヶ丘集会所
（月）

８日（火）

午前11時～11時30分

久能集会所

午前９時55分～10時30分

日吉倉区民館

午前10時45分～11時30分

10日
（木）

午前 9 時45分～10時10分
午前10時25分～10時50分

新中沢みはらし公園

午前11時10分～11時50分

葉山集会所

午後 1 時～ 2 時

南平台自治会館（※）

午前９時～ 10 時

南七栄区民会館

午前10時15 分～11時

中沢集会所

午前11時20分～11時50分

立沢区公民館

午前１時～１時35分

高松入消防庫

午前 9 時～ 9 時25分

三区公民館

午前 9 時40分～10時10分

11日
（金） 両国共同利用施設

武州集会所 武州の郷
（武州青年館）
大堀区公民館
旭ヶ丘公園

午前10時30分～11時30分
午後０時40分～１時25分
午後１時40分～２時15分

30

北部コミュニティセンター
臨時駐車場（※）

93

4 13

（日）

注意！ 一部の会場が変更になります
■新橋・南平台地区
■日吉台地区
『新橋出荷所』と『南平台第三公園』は、 『北部コミュニティセンター』は、
会場を統合し『南平台自治会館』に会場 『北部コミュニティセンター臨時駐車場』
を移転します。
に会場を移転します。

午前 9 時～ 9 時30分

ファミリータウン富里集会所 午前 9 時45分～10時40分

13日
（日） 東七栄集会所

（ ）４９４５

実の口集会所

９日（水） 四区集会所

問

どで診療・相談の上、注射を
受けてください。
○ 日以内に他のワクチン注
射をした
○過去にワクチン注射で具合
が悪くなったことがある
○犬をしっかり押さえられない
○健康状態が悪い・持病がある
○発情中、妊娠中、授乳中
○高齢
■注意事項
○登録と注射済票の交付は、
会場で予防注射を受けた犬
に限ります。
○他市町村から転入してきた
人で、犬の転入手続きが済
んでいない人は、環境課窓
口で手続きを済ませてから
来場してください。
○ふんの後始末や犬の制御は、
飼い主が責任を持って行っ
てください。

日吉倉新田集会所
午後０時40分～ 1 時
七栄コミュニティホール
午後 1 時15分～ 2 時10分
（七栄稲荷神社）
二区農村協同館
午前 9 時～９時30分

91

26

～

大切な愛犬のために

午前10時15分～10時45分

環境課環境衛生班

根木名ニュータウン集会所

4７

（月）

狂犬病集合予防注射

七栄集会所（獅子穴公園隣） 午前 9 時～９時55分

平成 年度の犬の狂犬病集
合予防注射を左表（表１）の
通り実施します。
市に犬の 登録をしている人
には案内はがきを送付しますの
で、最寄りの会場で注射を受け
てください。
※会場で登録と予防注射をあ
わせて行うこともできます。

日 程

▲開会式後の集合写真

■対象 生後 日以上の犬
■持ち物
○案内はがき（裏面の問診票
と署名欄を記入）
○費用（表２参照）
○スコップやビニール袋など、
ふんを持ち帰るための道具
（雨天時犬をふくため）
○タオル
■注射を受ける前に確認を！
次の項目に該当する場合は、
状態の良いときに別の場所で
注射を受けるか、動物病院な

■表１ 平成 26 年度狂犬病集合予防注射日程

豚汁の無料配布

▲取材内容をもとに新聞づくりに
励む若林さん
（左）
と石井くん
（右）

▲

協 働

２月 22 日に、市内で社会貢献活動を行っている
34 団体の取り組みを、市民の皆さんに知ってもらう
イベントを開催しました。
当日は、９団体が日頃の取り組みを「発表」した
ほか、各団体の活動状況写真などの「展示」
、団体の
活動を直接「体験」できるコーナーもあり、各所で
来場者と参加団体との交流が行なわれていました。
また、富里高校の生徒７人がボランティアとして
運営に参加したほか、
富里小学校の若林優香
さん（６年生）と七栄
小学校の石井達也さん
（５年生）が「こども
記者」となり会場内を
取材してまわりました。

協働は手と
手
な
つ いでつくる を
も
の

廃止会場：南平台第三公園

午前10時55分～11時40分

廃止会場：北部コミュニティセンター

午後０時50分～２時20分

※平成 26 年度からの会場（新規）

実施会場：南平台自治会

■表２ 費用（１頭当たり）
消費税率の改定などに伴い注射料金が変わりましたの
で注意してください。
新規登録
更 新
注射料金
２，
９５０円
２，
９５０円
登録手数料
３，
０００円
－
注射済票
５５０円
５５０円
交付手数料
合 計
６，
５００円
３，
５００円

保護司は、地域で更生保護活動を担う民間のボランティアです。
刑務所や少年院から出て「保護観察」を受けることになった人な
どを指導、援助するほか、安全・安心な地域社会作りに関わる活動
をしています。千葉県内では、１，
３０１人が活躍しています（平
成 25 年 12 月末現在）
。
保護司やその任務などに関心のある人は、ぜひ問い合わせください。
問 千葉保護観察所企画調整課
０４３（２０４）７７９１

問

92
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24 13

4

28

1 61
4
2

富里市社会福祉協議会の
職員を募集

保護司

実施会場：北部コミュニティセンター
臨時駐車場

■募集人員 １人
■応募資格 昭和 年 月
日～平成 年 月 日までに
生まれた人で大学卒業程度の
学力を有する人または、社会
福祉士の資格を有する人
※勤務日は５月からです。
■応募方法 ３月 日（金）
までに採用試験申込書（※）
を 直 接 持 参 し て く だ さ い。
（土・日曜日、祝日を除く）
■試験日程
○１次 ４月 日（日）
○２次 ４月 日（木）
（１次試験合格者のみ実施）
※申込書は富里市社会福祉協
議会で配布しています。
・申込先
富里市社会福祉協議会
（ ）２４５１

立ち直りを支える地域のチカラ

廃止会場：新橋出荷所

6

はい、こちら

消 費 生 活 セ ン タ ー です！

◆事例１◆
自宅に投資組合からもうかるので投資するよう勧誘
の電話がかかってきた。
「金融庁に届出を出しているか
ら悪質業者ではない」というが、信用できるか。
◆事例２◆
業者から「出資しないか」と電話があり、その後訪
問を受けた。仕組みはわからなかったが、利率が ～
％との説明を受け、家族に内緒で自分の小遣いから
万円出資した。後日、約款を読んだところかなりリ
スクが高いことがわかった。リスクがあることがわかっ
ていたら出資していなかった。国の機関で認められて
いた業者であると言っているが本当か。

近年、ファンドへの出資に関するトラブルが増加して
います。
「プロ向けファンド」を、高齢者を中心とする
投資経験の乏しい者に販売し、多くの消費者トラブルが
生じるものもあります。
「プロ向けファンド」とは、プロ投資家向け販売・運
用が行われるハイリスクで複雑な商品です。

●「届出業者だから安心？
プロ向けファンドのトラブル」の巻

116

ご存知ですか？

30

富里南学童クラブ
（富里南小学校敷地内）
（ ）００９２
（月～金曜日、
午後 時～ 時）
※富里南小学校では、問い合
わせに対応できません。
3

リサイクルの大切さを学びました

6

午前 時～午後 時 分の
うち 時間程度
（労働時間などにつきましては、
相談に応じます）

富里南学童クラブ
指導員を募集
臨時指導員を募集します。
申込方法など詳しくは、問い
合わせてください。
■対象 年齢不問（学生歓迎）
■賃金 時給８５０円
（高校生は８００円）
■勤務時間
○月～金曜日のうち、 ～
日程度
午後 時 分～ 時 分
○春・夏・冬休み期間のうち
週３日程度

5 8

92

国民年金保険料の
時効と割引
■納め忘れはありませんか？
納付の時効は２年間です
国民年金保険料は、納付期
限から２年間を経過すると納
付ができなくなります。
また、保険料を納付期限ま
でに納付していないと、老齢
基礎年金だけでなく、事故な
どで障害が残ったときに給付
される障害基礎年金、生計を
維持している人が亡くなった
ときに給付される遺族基礎年
金を受け取れなくなることが
あります。
保険料は、日本年金機構か
ら送付される「納付書」で、
金融機関や郵便局、コンビニ
エンスストアで支払うことが
できますので、必ず納期限内
に納付をしてください。
5

向台幼稚園で環境学習出前講座
２月 日、向台幼稚園
で全園児を対象に環境学
習出前講座「きちんと分
けてリサイクル」が行わ
れました。
この出前講座は、市環
境美化推進協議会による
環境学習の一環で、ごみ
処理やリサイクルを学ぶ
ことで、環境問題につい
て考えてもらうことを目
的としています。

子供たちは、マイバッグ
づくりやごみの分別・資源
化についての学習を通して、
リサイクルの大切さを学び
ました。

問

4 月 1 日から電話での問い合わせは、
図書館開館日の 9 時 30 分～午後５時
15 分までとなります。なお、開館日
については「広報とみさと」の１日号、
または、図書館ホームページから確認
できます。
HP h ttps : //w w w. l i b ra ry .
to mis ato . chi b a. j p /

（ ）５３４８

お困りのことがありまし
たら、消費生活センターへ
ご相談ください。
■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◆
●プロ向けファンドの業者は、金融庁（財務局）に届
出をするが、信用を保証されているわけではない。
●事例の他にも「必ずもうかる」
「元本保証」などと法
律に反する説明をされたり、１千万円以上支払って
しまったりするケースもある。
●プロ向けファンドでは、被害回復が難しいケースが
多い。取引内容が理解できない場合は、絶対に契約
しない。

10

2

わらべうたや昔話の語りを行います。
■日程 ３月 26 日（水）
■場所 市立図書館２階研修会議室３
■時間・対象
○午前 10 時～正午 小学生～大人
（親子可）
○午後２時～２時30分 ４歳児以上
○午後３時～３時 30 分 ０～３歳児と保護者
■定員 各回 30 人
■申込み 当日、各開催時間の５分前
までに２階ロビーで受付

1

30

一日まるごとおはなし会

電話での問い合わせ時間の
お知らせ

30

（90）４６４６
市立図書館
問

よ む よ む

環 境

マイバックづくりに励む子たち

2 月２日、社会体育館周辺を会場に「第 32 回富里市
駅伝大会」が開催されました。
今年は、小学生から大人までの 38 チームのほか、
招待チームの県立富里高等学校陸上競技部男子駅伝
チームが参加し、順位を競い合いました。

消費生活
相談コラム

・相談先 消費生活センター

10

■国民年金保険料の割引
国民年金保険料は、一括で
前納すると割引があり、口座
振替での一括前納ではさらに
割引額が大きくなります。
また、一括前納だけではな
く、口座振替の『早割』にし
ても割引があります。
口座振替の申し込みは、金
融機関や郵便局の窓口、また
は年金事務所（郵送可）で受
け付けています。
なお、口座振替での一括前
納は実施月が限られています。
問い合わせ先
●幕張年金事務所
０４３（２１２）８６２１
●国保年金課高齢者医療年金班
（ ）４０８５
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情報ネット
軽度・中等度の難聴児の
補聴器購入費の助成

福 祉

くらし

ちょきんじゅく

納税通知書を送付します
固定資産税・都市計画税納税通知
書を４月上旬に発送します。
納期…第１期：４ 月 30 日（水）
第２期：７ 月 31 日（木）
第３期：９ 月 30 日（火）
第４期：12 月 25 日（木）
問 課税課資産税班
（93）０４４４

「コツコツ貯筋塾」
春コースの塾生を募集

市内在住で 65 歳以上の介護を要
しない人を対象に、筋力トレーニン
グマシンを提供します。
■水曜日クラス
日程…４月９日、16 日、23 日、
５月７日、14 日、21 日、28 日
の各水曜日【全７日間】
■金曜日クラス
日程…４月11日、18 日、25 日、
固定資産の価格などの縦覧
５月９日、16 日、23 日、30 日
平成 26 年度固定資産税（土地・
の各金曜日【全７日間】
家屋）の課税の対象となる価格など ※どちらかのクラスを選択
時間…午後２時～４時 費用…無料
を縦覧できます。
日時…４月１日（火）～ 30 日（水） 場所…特別養護老人ホーム九十九荘
定員…各クラス先着 25 人
（土・日曜日、祝日を除く）
午前８時 30 分～午後５時 15 分 申込み…３月 28 日（金）まで
問 特別養護老人ホーム九十九荘
場所…課税課窓口
（91）１２３１
（市役所本庁舎１階）
問 課税課資産税班
（93）０４４４
特別児童扶養手当などの

支給額が変更になりました
「はり、きゅう、マッサージ等
利用券」を交付します

利用券の色を変更
（オレンジ色）

４月から次の手当の支給額が変更
になりました。
４月１日から使える「はり、きゅ 種類・支給額 ( 月額 )…
う、マッサージ等利用券」を３月 ○特別児童扶養手当１級
24 日（月）から交付します。
５０，
０５０円 ⇒ ４９，
９００円
なお、現在
○特別児童扶養手当２級
見本
利用できる利
３３，
３３０円 ⇒ ３３，
２３０円
用券（ピンク
○障害児福祉手当
色）の有効期
１４，
１８０円 ⇒ １４，
１４０円
限は３月 31 日
○特別障害者手当
（月）までです。
２６，
０８０円 ⇒ ２６，
０００円
交付場所…高齢者福祉課窓口
○経過的福祉手当
日吉台出張所
１４，
１８０円 ⇒ １４，
１４０円
（予定） 問 社会福祉課厚生班
（93）４１９２
対象…市内在住の65 歳以上の人
持ち物…印鑑、利用者の年齢・住所
が確認できるもの（健康保
福祉タクシー料金助成券
険証・運転免許証など）
問 高齢者福祉課高齢者支援センター
市指定のタクシ－を利用したとき
（93）４９８１
に、料金の一部助成します。
対象…次の手帳を持っている人
○身体障害者手帳１・２級
（下肢、
体幹、視覚障害は３級も該当）
○療育手帳Ａ、Ａの１、Ａの２、Ａの１、
Ａの２
○精神障害者保健福祉手帳１級
年金相談
助成額…利用料金の２分の１
毎月１回、社会保険労務士による年
（限度額１，
０００円）
金相談を開催しています。
持ち物…各種手帳、印鑑、未使用の
日時…３月 20 日（木）
福祉タクシー助成券
午前 10 時～正午／午後１時～３時
申込み…４月１日（火）から
場所…市役所本庁舎１階第３相談室 ※既存助成券の有効期限は３月 31日
（月）までです。
申込み…不要 費用…無料
問 国保年金課高齢者医療年金班
問 ・申込先 社会福祉課厚生班
（93）４０８５
（93）４１９２
▼

相 談

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。

公民館

難聴児の健全な言語と社会性の発
達を支援するために、身体障害者手
帳の交付対象にならない軽度または
公民館の使用申請
中等度の難聴児の保護者に補聴器購
入に要する費用の一部を助成します。 ■４月２日（水）から受付
公民館棟の７月使用分、講堂棟の
対象…市内在住の 18 歳未満の子ど
10 月使用分の使用申請書の受付が
もで、次のいずれかに該当する人の
４月２日（水）から始まります。
保護者
※通常のように月の初日ではあり
〇両耳の聴力レベルが 30 デシベル
ませんので、注意してください。
以上 70 デシベル未満で身体障害
受付時間は、午前８時 30 分～午後
者手帳の交付対象にならない人
※指定医療機関の医師が補聴器装
５時 15 分までです。
問 中央公民館
（92）１２１１
用の必要を認めた場合は 30 デシベ
ル未満でも該当になるときがありま
す。
〇指定医療機関の医師が補聴器の装
用により言語の習得等に一定の効
果が期待できると判断したもの
申請方法など詳しくは、問い合わ
せてください。
大人のための楽しい英会話
問 社会福祉課厚生班
（93）４１９２
富里国際交流協会では、一緒に英
会話を学べる人を募集しています。
日時…毎週水曜日
午後７時～８時 30 分
場所…北部コミュニティセンター
募集人員…若干名
費用…１か月３，
０００円
ほっかほかクラブ
年会費２，
０００円
問
・申込先
～自由に楽しく遊びましょう～
富里国際交流協会事務局
日時…３月 24 日（月）
（企画課企画統計班内）
午前 10 時～正午
（93）１１１８
場所…北部コミュニティセンター
２階和室
対象…３歳までの幼児と保護者
費用…１組１００円
問 ・申込先
日吉台地区社会福祉協議会 石井
（92）２０７１

教室･講座

子育て

仲間募集

フォークダンス“べるの会”

イベント
春の自然観察会
知ってほしい！富里の自然
～谷津の春をつまみ食い～
ホタルの里を歩きながら、春の恵
みを見つけ、てんぷら、おひたし、
竹飯盒の炊飯など、野趣あふれる昼
食に挑んでみませんか？
日時…4 月 12 日（土）
午前 10 時～午後 1 時
受付 午前 9 時 30 分～
※雨天時は 13 日（日）
場所…天神谷津（立沢）
定員…先着 20 人
費用…５００円
( 資料・食材費として）
持ち物…長靴、
帽子、
手袋（軍手など）
申込み…４月５日（土）までに電話
または F A X
問 ・申込先
ＮＰＯ富里のホタル
０９０（３４９９）９１６１
FAX
（92）４６３６

フォークダンスで音楽と運動を一
緒に楽しんでみませんか！ぜひ見学
に来てください。
日時…第１～３水曜日
午前 10 時～正午
場所…北部コミュニティセンター２階
費用…入会金
５００円
月会費 ２，
５００円
問 森岡
（93）４２１３

ママのためのタイ式ヨガ
“ルーシーダットン”
新規発足のため、
メンバーを募集！
無料体験をします。
対象・日時…
〇０歳～１歳くらいの子どもと母親
３月 31 日（月）午前 10 時～ 11 時
〇２歳以上の子どもと母親
３月 31 日（月）
午前 11 時 30 分～午後０時 30 分
※成人対象も実施 ４月４日（金）
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
場所…中部ふれあいセンター小ホール
持ち物…ヨガマットまたはバスタオル、
飲み物、動きやすい服装
問 石川
090（7278）３４０６

