平成 26 年

平成

年度から運用を開始

Ｊ アラートを用いて、国からの緊急情報を
時間体制でメール配信します
市では、平成 年度からＪアラート（全国瞬時警報システム）の運用を開始し、国から
の緊急情報を防災行政無線を自動起動させ放送をしています。
これまでの防災行政無線に加え、
４月からはＪアラートからの情報を
「市防災・防犯メール」
」に連携させて自動配信します。緊急情報を確認したら、
あわてずに、
と「緊急速報メール（※）
まずは身の安全を確保し、テレビ・ラジオなどの情報を確認してください。
※「

ドコモ」のエリアメール、
「ＫＤＤＩ」
「ソフトバンクモバイル」の緊急速報メール

メールで自動配信する
Ｊアラートの情報
登録用ＱＲコード

平成 年度
市民活動支援補助金
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市では協働のまちづくりを
目指して、自主的・継続的に
公益的な活動（市民活動）を
行う団体を支援しています。
平成 年度から、
○団体同士が協働で実施する
「コラボ部門」の新設
○「チャレ ンジ部門」の対象
範囲の拡充
が行われ、より活用しやすい
制度にリニューアルされまし
た。
次の通り、平成 年度の募
集を行いますので、補助金の
活用を希望する団体は、お気
軽に問い合わせてください。

○市民活動推進課窓口
○郵送（７日の消印有効）
○電子メール
※申込書は、市民活動推進課、
日吉台出張所窓口に備え付
けてあるほか、市ホームペー
ジからダウンロードできます。
※窓口以外で提出した人は、
提出した旨を必ず電話で連絡
してください。
■選考方法 書類選考
■選考結果 応募者全員に個
別に通知
・申込先
市民活動推進課市民安全班
（ ）１１１４
〒２８６ ０２９２
（住所不要）

市では、
「
（仮称）富里市安全で安心なまちづくり条例」
の策定を進めています。
策定にあたって、条例の基本理念などについて検討す
る委員を募集します。

■対象 次の要件をすべて満
たす人
○市内在住で 歳以上の人
○継続して会議に出席でき
る人（５回程度）
○市の審議会などの公募委員
を２つ以上兼ねていない人
○市の議員または職員でな
い人
■募集人数 ２人以内
■任期 委嘱日から平成 年
３月までを予定
■報償 １回１、
０００円
■申込み ５月７日（水）ま
で に、 申 込 書（ ※ ） に 必 要
事項を記入し、
「地域防犯ま
ちづくり推進のために思うこ
と」をテーマとするレポー
ト（任意様式で４００字以内）
を添えて、次の方法で提出

shiminkatsudou@city.
tomisato.lg.jp

－

■補助対象事業
○市民活動団体
○区・自治会などが行う事業
（キックオフ部門を除く）
■対象事業期間
平成 年３月 日まで
■補助額
部門によって異なるため、
詳しくは市ホームページをご
覧になるか問い合わせてくだ
さい
■申込み
４月 日（水）までに、申
込書（※）を提出
※申込書は、市民活動推進課
窓口に備え付けてあるほか、
市ホームページからダウン
ロードできます。
■審査方法
富里市協働のまちづくり推
進委員会で、書類とプレゼン
テーション（５月 日）で審
査を行います。
・申込先

グリーンカーテン 種を配布します

『（仮称）富里市安全で安心なまちづくり
条例』検討懇話会委員を公募

募 集

市民活動推進課市民協働推進班

（ ）１１１７
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▼市防災・防犯メール
事前の登録が必要です。登
録方法は、
「市防災・防犯メー
ルの登録方法」をご覧ください。
○東海地震注意情報
○東海地震予知情報
○竜巻注意情報
○土砂災害警戒情報
○弾道ミサイル情報
○航空攻撃情報
○ゲリラ・特殊部隊攻撃情報
○大規模テロ情報
○その他国民保護情報
▼緊急速報メール
事前の登録は必要ありま
せん。
○東海地震予知情報
○土砂災害警戒情報
○弾道ミサイル情報
○航空攻撃情報
○ゲリラ・特殊部隊攻撃情報
○大規模テロ情報
※緊急速報メールは、総務省
が配信可能な情報を定めてい
るため、市防災・防犯メール
と緊急速報メールとでは配信
する情報の種類が一致しませ
ん。ご了承ください。

スポーツ

■緊急速報メールの利用方法
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26
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市民活動推進課市民安全班
（ ）１１１４

18

26

31
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アサガオやゴーヤなどの
つる性の植物で作る「グリー
ンカーテン」は、夏の暑い
日差しを避け、建物や室内
の温度上昇を抑え、エアコ
ンなどによる電気使用量の
節減になります。
グリーンカーテンで、楽しみながら簡単にできる
地球温暖化対策を始めてみませんか？
■配布物 アサガオの種、ゴーヤの種
（先着順で１人２袋まで）
■配布期間 ４月 15 日（火）から
（無くなり次第終了）
■配布場所 環境課窓口（市役所分庁舎２階）
、
日吉台出張所
問 環境課環境保全班
（93）４９４５

問

緊急速報メールは、各携帯電話会社のネットワー
クを介して、配信エリアに存在する携帯電話とスマー
トフォンに一斉配信するサービスです。サービスの
利用における事前の登録は必要ありません。
また、一部機種では「緊急速報メール」の受信に
対応していないものがあります。詳しくは各携帯電
話会社へ問い合わせてください。
２月 16 日、市営野球場で総合型地域スポーツク
ラブ“富里南桜クラブ”が主催する小学生を対象
にした野球教室が開催されました。
当日は、44 人の小学生が参加し「富里市役所野
球部」が講師として、野球少年たちを個別指導。
少年たちは、冬の寒さにも負けず、真剣な眼差
しで指導・アドバイスを受けていました。

市防災・防犯メールは登録制のメール配信サービ
スです。受信するためには、事前の登録が必要です。
▲
携帯電話などのモバイル端末
やパソコンから、次のアドレス
に送信し、返信されるメールの
内容に沿って操作してください。

“富里南桜クラブ”
プレイベントを開催
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30

93

24

新 規
問

■市防災・防犯メールの登録方法
総合型地域スポーツクラブ

国からの緊急情報を入手するために
― その１ ―
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問

毎年恒例の富里スイカロードレース大会に、大会Ｔ
シャツを着てスタッフとして参加してみませんか？
ボランティアスタッフとして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。sui ka ro
o
■開催日 ６月 22 日（日）
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

15
741

富里スイカロードレース大会
ボランティアスタッフ募集！

31th

2

問

６月30日（月） ①

②

９月１日（月） ②

④

10月31日（金） ③

⑤

12月１日（月）

※表内の円数字は市税の各期別

２月２日（月） ④

コンビニで納付

注意！
○ペイジーやクレジットカー
ドを利用して納付したとき
は、納付書に領収印が押さ
れません。
○納税証明書が至急で必要な
ときは、クレジット以外の
納付方法を利用してください。

納税に困ったら
必ず相談を！

納付が困難な若年者のために

国民年金保険料の
納付猶予制度があります

歳未満で、就職が困難あ
るいは失業などで収入が少
なく国民年金保険料の納付が
困難な人のために、申請によ
り保険料の納付が猶予される
「若年者納付猶予制度」があ
ります。
この制度は、保険料免除制
度と異なり、世帯主の所得に
関係なく、保険料の納付が猶
予される制度です。

【お詫びと訂正】４月１日号の２ページに掲載しました「平成 26 年度富里市の予算」の歳出グラフに記載した内容に誤りがありました。訂正し、お詫び申し上げます。
〔誤〕教育費７億８，３００万９千円 ⇒ 〔正〕教育費 27 億８，３００万９千円

ペイジーで納付

▲ V IS A マーク

30

歳未満の被保険者で、
■対象
次のいずれかに該当する人
○被保険者と被保険者の配偶
者のそれぞれの前年所得が、
一定額以下のとき
○失業、倒産、事業の廃止に
あったことが確認できるとき
○障害者または寡婦であって、
前年所得が１２５万円以下のとき
○生活保護法による生活扶助
以外の扶助を受けているとき
※申請するときに必要な持ち
物など、詳しくは問い合わせ
てください。
なお、猶予期間中は、老齢
基礎年金の額には反映されま
せんが、制度を利用後 年以
内であれば、さかのぼって保
険料を納めること（追納）も
できます。
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

30

■その他
クレジットカード
○納付金額に応じて手数料が
で納付
かかります。
インターネットに接続でき
○納期限が過ぎてしまったと
るパソコンや携帯電話から次
きは納付できません。
公金支
の 方 法 で「 Y aho o!
○平成 年４月１日以降に発
払い」へアクセスし、必要情
行した納付書が対象となり
報を入力することで、自宅や
ます。
外出先からいつでも納付でき
ます。
金融機関窓口で納付
■アクセス方法
○ホームページから
○表２の金融機関窓口や、市
会計課、日吉台出張所で納
http://koukin.yahoo.co.jp/
○ＱＲコードを読取
付できます。
○ゆうちょ銀行や郵便局では、
納期限が過ぎてしまったと
きは、納付できません。

▲ JCB マーク
▲ MASTER マーク

25

病気や失業など、特別な事
情で期限までに納付できない
ときは、
必ず相談してください。
相談がないまま放置すると、
納期内に納付した人との公
平性確保のため、本来納める
税額に加え、延滞金の納付や、
差し押さえなどの滞納処分を
受けることになります。
市税を滞納すると、納税者
が不利益になるだけでなく、
滞納整理の費用もかかります。
この費用も、皆さんからの
税金が使われています。
市税を有効に活用するため
にも、納期内納付にご協力く
ださい。

93

HP

■利用できるクレジットカード
次のいずれかのマークがク
レジットカードに表記されて
いるものに限ります。

▲アメリカン・
▲ダイナース
エキスプレスマーク クラブマーク

※各金融機関で操作方法などが異なる場合があります。
詳しくは各金融機関に問い合わせてください。

コンビニエンスストア（一
部を除く）で、市税の納付が
できます。手数料もかかりま
せん。
※現金での納付に限ります。
また、納付できるコンビニエ
ンスストアは、納税通知書に
記載しています。
■使用できない納付書
○一枚の納付書が 万円を超
えるもの
○納期限が過ぎている納付書
○バーコード表示のない納 付書
■安心して『コンビニ納税』
するために！
○コンビニで納付したときは、
『領収書』と『レシート』を
必ず受け取ってください。
○領収書は、皆さんの納税や
支払いを法律的に証明する
大切な書類です。
○受け取った領収書の日付、
チェーン名、店名が判別で
きることを確認し、不明な
ときは店員へ申し出てください。
○レシートは領収書として法
的効力は持ちませんが、収
納事故防止に重要な役割を
果たします。
表２ 市税が納付できる金融機関のペイジー対応状況

▲ペイジーマーク

http://www.pay-easy.jp/
■注意事項
○利用するには通信費が必要
です。

臨時休止
Pay-e asy

メンテナンスのため、次の
期間は、ゆうちょダイレクト
（パソコン・モバイル）から
が休止になり
の P a y -ea s y
ます。
■期間 ５月４日（日・祝）～
６日（火・祝）の終日

10

HP
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⑦

平成 27 年

93

⑥

④
12月25日（木）

③

③
９月30日（火）

①

②
７月31日（木）

2

納め忘れのない便利な口座振替を推進しています

⑧

３月２日（月）

市税の納期内納付に
ご協力を！

全期
６月２日（月）

軽自動車税

４月30日（水）

30

ATM パソコン モバイル
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○
×
○
○
×
○
○
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○

金融機関
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京 U F J 銀行
埼玉りそな銀行
りそな銀行
常陽銀行
千葉興業銀行
京葉銀行
千葉信用金庫
中央労働金庫
佐原信用金庫
銚子信用金庫
銚子商工信用組合
富里市農業協同組合
千葉銀行
ゆうちょ銀行

固定資産税
都市計画税

月 日

市・県民税
税 目

①

ペ イ ジ ー（ P a y -ea s）
y
とは、ＡＴＭ（現金自動預払
機）などを利用して、市税な
どが納付できるサービスです。
ペイジーに対応している金
融機関は表 の通りです。
①ＡＴＭ
市税は、市民の皆さんが健康で安全、快適な暮らしが
ペイジーに対応している金
できるよう、福祉や教育の充実、都市基盤の整備、消防・
融機関のＡＴＭで納付できま
救急活動をするために欠くことのできない貴重な財源で
す。対応して
す。
いるＡＴＭ
今年度の市税の納期限は、表１の通りです。必ず期限
に は『 ペ イ
までに納付をお願いします。
ジーマーク』
が表示され
納税課管理班
（ ）０４３４
て
います。
金融機関ごとに操作方法な
市税の納付方法は次の通り
どが異なる場合がありますの
内の金融機関にも備え付けて
です。
で、詳しくは各金融機関へ問
あ
り
ま
す
。
い合わせてください。
申込書に必要事項を記入・
■注意事項
押印し、納税課または、表２
口座振替で納付
○納付手数料はかかりません
の金融機関の窓口に提出して
一度申込手続きをすると、 ください。
が、ＡＴＭの時間外利用手
納付に出かける必要もなく、
数料など、一部のサービス
市・県民税と固定資産税に
翌年以降も自動継続されます。 つ い て は、 口 座 振 替 に よ る
に対して手数料などが必要
口座振替を利用するために
な場合があります。
一括納付もできます。ただし、
は、事前に申込手続きが必要
今
申
し
込
む
と
平
成
年
度
か
ら
②
インターネット・
です。
の開始となります。
モバイルバンキング
パソコンや携帯電話でも納
口座振替申込書は、納税通
詳しくは問い合わせてくだ
付できます。
知書に同封してあるほか、市
さい。
ペイジーに対応している金
融機関と契約が必要です。
国民健康保険税
詳しくはペイジーのホーム
ページをご覧ください。

平成 26 年度市税の納期期限
表１

3

広報とみさと

2014.4.15

― その２ ―

－増刊号－

日本脳炎予防接種

10 ～ 11 か月児を対象にした歯
磨き教室を開催します。
当日は、離乳食などの相談もでき
ます。ぜひ参加してください。
日時…５月 16 日（金）
①午前 ９ 時 20 分～
②午前 10時 10 分～
③午前 11時～
場所…保健センター
対象…平成 25 年６・７月生まれの
幼児と保護者
（対象者には通知します）
費用…無料
持ち物…母子健康手帳
定員…各時間先着 10 組
問 ・申込先 健康推進課保健指導班

自衛隊

かみかみ歯ッピー教室

目指すは未来を守る自衛官

自衛隊入隊者激励会

４月から自衛隊に入隊する若者の
激励会が２月 28 日に行われ、富里市
自衛隊協力会会長でもある相川市長
や前田本部長（自衛隊千葉地方協力 ▲＜前列左から＞
石田礼門さん（七栄）
本部）をはじめとした自衛隊や協力
岡村直記さん（七栄）
会の皆さんから入隊者へ激励の言葉
登坂 守さん（七栄）
山崎綾太さん（新橋）
が送られました。
当日は、市から入隊を予定している５人のうち４人が参加。入隊予
定者の皆さんからは「国民の皆様の期待を背負い、頑張ります。
」と
自衛官となって活躍する決意が述べられました。

回富里市駅伝大会

大会結果をお知らせします

第

３月 日号の広報とみ ■中学生男子の部
さとで掲載しました「第 優 勝 ミラクルスーパーデラックス
回富里市駅伝大会」の 準優勝 岩苦露祭
大会結果をお知らせしま 第３位 ウルトラスーパーデラックス
す。招待チームを除く主
な結果は次の通りです。 ■中学生女子の部

準優勝 チームりつ

優 勝 チームあゆ

■小学生男子の部

第３位 チームそら

■一般男子の部

優 勝 ラディソンエンゼルス

準優勝 日吉台小Ａ

第３位 富南ダンクＡ

準優勝 富里福葉苑Ａ

優 勝 チームすがの

■小学生女子の部

第３位 ミラクル富里 ２０１４
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対象…市内在住の平成 27 年３月 31 日
現在で 40 歳以上の人
検査内容…胃バリウム検査
検診受付時間…午前９時～ 11 時
費用…１，
２００円（生活保護受給者は
受給券をお持ちください）
申込み…電話または健康推進課窓口で
予約（土・日曜日、祝日を除く）

その他…検査当日は、朝起床してから飲食しないでください。また、
薬の服用が必要な人は、早めに少量の水で済ませてください。
問 健康推進課予防班

消費生活
相談コラム

はい、こちら

117

消 費 生 活 セ ン タ ー です！

●「花粉防御用眼鏡による
子どものけがにご注意を！」の巻

7

花粉防御用眼鏡は、花粉が目に入ることを防ぐため、
フレームの張り出しが通常の眼鏡より顔面に近くなって
います。そのため、子どもが着用時にぶつかったり、転
倒したりすると、顔にけがをするケースが発生しています。

◆事例１◆（ 歳・男）
学校に着用していったが、体育の授業中に他の児童
が走ってきて顔面にぶつかり、眼鏡のふちで左目の上
を６センチくらい切り８針縫った。眼鏡のふちがゴム
で覆われておらず、幅も狭い。

◆事例２◆（７歳・女）
掃除の時間に、雑巾がけをしていてつまずき顔から
落ちて、眉のところを少し切り、目の近くに打撲痕が
でき目が充血した。

10

日程
場所
７月 ８ 日（火）
中部ふれあい
７月 ９ 日（水）
７月 15 日（火） 保健センター
７月 24 日（木） 根木名小学校
７月 28 日（月）
保健センター
７月 29 日（火）
７月 31 日（木）富里第一小学校

◆アドバイス◆
花粉の侵入を防ぐためのフレームの張り出しが、顔
に近いことでぶつかることや、転倒などで目の周り
に衝撃を受けてけがをする恐れがあります。スポー
ツや激しい運動などをするときは、必ず眼鏡を外す
ようにしましょう。
花粉防御用眼鏡を使用したときは、見えにくい部分
が生じ、足元の段差や障害物、左右から接近してく
る他人などに気づきにくくなる可能性があります。
初めて使用するときは、安全な場所で視界に十分慣
れるようにするとともに、使用するときは普段より
周囲に注意を払うことが大切です。

（ ）５３４８

93

消費生活に関することで、
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

・相談先 消費生活センター

問

優 勝 富里小５女

二種混合予防接種は、幼児期の三
種混合の免疫強化のために行うもの
です。小学校６年生は、接種を受け
てください。予診票は、各学校を通
して４月中旬に配付（市外の小学校
へ通う人へは郵送）します。
対象…平成 14 年４月２日～
平成 15 年４月１日生まれの人
問 健康推進課予防班

日程
場所
５月 15 日（木）
５月 23 日（金）
５月 26 日（月） 保健センター
５月 29 日（木）
６月 12 日（木）
６月 16 日（月）
６月 17 日（火） 北部コミュニティ
６月 19 日（木） センター
６月 20 日（金）
６月 24 日（火） 保健センター

■一般女子の部

第１位 富里福葉苑

二種混合予防接種を！

準優勝 富里小６女

第３位 日吉台小Ｃ

日本脳炎は、蚊（主にコガタアカ
イエカ）に刺されることで、日本脳
炎ウイルスが体内に入り、急性脳炎
を引き起こす病気です。症状が出た
人のうち約 17％が死亡に至る病気
といわれていて、幼少児では死亡の
スポーツ
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危険は大きくなっています。
３歳になったら、体調の良いとき
15
に早めに接種してください。
対象年齢になりましたら個別に通知
します。詳しくは問い合わせてください。
在宅訪問歯科診療制度を
接種対象・間隔…
利用しませんか？
○第１期…３歳～７歳６か月未満
初回 ６日～ 28 日間隔で２回
市では、訪問による歯科診療や歯
追加 第１期初回終了後、おおむ
科保健指導などを行っています。
ね１年後に１回
対象…市内在住の原則として 65 歳
○第２期…９歳～ 13 歳未満に１回
以上の人で、寝たきりまたはこれに
（小学４年生時の接種を標準として
準ずる状態のため、通院による診療
います。
）
が困難で在宅の受診が可能な人
※接種が完了していない人には、 （施設入居者は受診できません）
個別に通知します。内容を確認して
費用…無料
から、接種してください。
問 健康推進課保健指導班
※対象年齢で接種することができ
なかった 20 歳未満の人は、国の救
済制度が利用できることがあります。
胃がん検診が特定健康診査のときに受けられるようになりました
問 健康推進課予防班
５月から始まる平成 26 年度特定健康診査時に胃がん検診が受けられるようになりました。今回の検診
（バリウム検査）を受ける人は、ペプシノゲン ( 血液 ) 検査は、受けられませんので注意してください。
小学６年生は
※昨年受診された人には、予約はがきを送付しています。日程の変更がある人は、連絡してください。

4

情報ネット

福 祉

－増刊号－
Toshokan
Net としょかんねっと
よ む よ む

市立図書館

問

（90）４６４６

デイケアクラブ
社会参加を目的とした集団活動を、
月に１回行っています。
市食品衛生組合
日時…４月 18 日（金）
平成 26 年度検便容器配布
午後１時 30 分～３時
日時…①４月22日
（火）
、
②23日
（水） 場所…福祉センター２階娯楽室
午前９時～午後４時
内容…室内活動 費用…無料
平成 26・27 年度入札参加資格者
場所…①、
②市役所分庁舎１階会議室、
対象…18 歳以上で、精神科などに
名簿の随時・変更申請について
北部コミュニティセンター
定期的に通院している人
問 社会福祉課厚生班
（93）４１９２
①第１会議室
富里市入札参加資格者名簿の随時
②第２会議室
申請と変更申請を希望する人は、共
同受付窓口である「千葉県電子自治 費用…○検便料（ O １５７）
組合員⇒７００円
体共同運営協議会」に送付してくだ
非組合員⇒１，
４１０円
さい。なお、富里市の入札に参加す
るために必要な資格などについては、 ※非組合員は、容器代が別途 50 円
かかります。
市ホームページに掲載中の公告を確
教育相談の変更
○水質検査（10 項目）
認してください。
日時、
会場、
電話番号が変わりました。
組合員⇒６，
３００円
申込先…
日程…毎週火～金曜日
非組合員⇒９，
７２０円
千葉県電子自治体共同運営協議会
問
市食品衛生組合 岩井
午前９時 30 分～午後３時
〒２６０－０８５５
（92）０８２８
場所…市立図書館２階ふれあい教室
千葉市中央区市場町１－１
直通電話・相談先…
千葉県庁南庁舎２階
問 財政課契約管財班
（91）６６００
問 学校教育課指導班
（93）７６５９
（93）１１１６

くらし

４月から
祝日も開館します！
祝日を試行的に開館します。
（１
月１日は除きます）
。開館日につい
ては、
「広報とみさと」１日号、市
立図書館ホームページで確認でき
ます。普段利用できない人も、ご
利用ください。

相 談

イベント

経営所得安定対策
直接支払交付金の申請受付

千葉県動物愛護センターからの
お知らせ

スポーツ

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。

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（保育資格または教
員資格所持者歓迎）
賃金…時給８７０円
（試用期間の 6 か月間は、８００円）
勤務時間…
○月～金曜日のうち１～２日程度
午後１時 30 分～６時 30 分
○春・夏・冬休み期間のうち週３日程度
午前 8 時～午後 6 時 30 分のうち
5 時間程度
（労働時間などにつきましては、
相談に応じます）
問 ・申込先 根木名学童クラブ
（根木名小学校敷地内）
（月～金曜日、午後 3 時～ 6 時）
※根木名小学校では、問い合わせ
に対応できません。
（91）１２８８

教室･講座
がいこくじん

にほんごきょうしつ

外国人のための日本語教室
とみさとこくさいこうりゅうきょうかい

に ほ ん ご

富里国際交流協会では、日本語を

まな

がいこくじん

にほんごきょうしつ

学びたい外国人のための日本語教室
かいさい

を開催しています。
たいしょう

げんそく

しない

す

■対象 原則として市内に住んでい
がいこく

ひと

る外国の人
ひよう

むりょう

だい

ひつよう

■費用 無料（テキスト代は必要です）
ばしょ

にちじ

■場所・日時
ほくぶ

北部コミュニティセンター
まいしゅうかようび

ごぜん

じ

しょうご

毎週火曜日 午前 10 時～正午
ちゅうおうこうみんかん

中央公民館

▲

公民館

根木名学童クラブの指導員

▲

水稲と転作作物、畑作の麦、大豆、
県動物愛護センターでは、犬や猫
そばや菜種などに対する交付金の申
第 71 回富里市卓球大会
に関する様々な事業を行っています。
請を受け付けています。
詳しくは問い合わせてください。 日時…５月 11 日（日）
申込み…6 月 30 日（月）まで
問 ・申込先 産業経済課農政畜産班
午前８時 30 分集合
■犬のしつけ方教室（予約制）
場所…社会体育館２階アリーナ
○基礎講座 ※飼い犬の同伴不可
（93）４９４３
日時…５月 11 日
（日）
、
６月８日 ( 日 ) 対象…市内在住、在勤、市内クラブ
午後１時～２時 30 分
所属の中学生以上の人
平成 26 年度業務改善助成金
定員…先着 20 組 費用…無料
種目…○男女シングルス
県内に事業場を置き、事業場内で ○実技講座
○ミックスダブルス
（公財）千葉県動物保護管理協会 費用…１人５００円
最も低い時間給が８００円未満の労
働者を雇用する中小企業主の皆さん が開催します。
（当日受付時徴収・中学生無料）
（日）
、
６月８日 ( 日 ) 申込み…５月２日（金）までに、住
の
「賃金と業務の改善」
を応援します。 日時…５月 11 日
午後２時～４時
■支給要件
所、氏名、連絡先、年齢、性別、ミッ
０００円 クスダブルス参加希望の有無を記入
①事業場内最低賃金を時間給で 40 定員…先着 20 組 費用…３，
■パピークラス（予約制・無料）
円以上引上げる計画を策定
し郵送またはＦＡＸにて
職員から子犬の飼い方・しつけ方 申込先
②労働能率の増進に資する設備・機
器の導入、研修などの業務改善、 を学び模範的な飼い主を目指します。 生涯学習課スポーツ振興室
開始時間など詳しくは問い合わせ
賃金制度の整備、就業規則の作成・
（社会体育館内）
FAX（93）９６４０
てください。
改正などの業務改善計画を策定
日程…４月 26 日
（土）
、
５月 24 日
（土）
、 問 市体育協会卓球専門部 粕谷
③賃金引上げ
０９０（２５３０）５１０１
６月 28 日
（土）
■支給額
（月～金曜日の午後７時～９時まで）
■一般譲渡会（予約不要・無料）
２分の 1（上限額１００万円）
成犬、成猫を譲渡します。
（30 人以下の事業場は４分の３）
問 千葉労働局労働基準部賃金室
日時…４月 24 日
（木）
、
５月 22 日
（木）
、 市バスケットボール大会
０４３（２２１）２３２８
６月 26 日
（木）
第 18 回ペガサスカップ
午後１時 30 分～３時
・８日（日）
■飼い主さがしの会（予約制・無料） 日程…６月７日（土）
犬・猫の欲しい人、あげたい人の 場所…社会体育館２階アリーナ
対象…市内在住、在勤、在学の人
出会いの場です。
で構成されたチーム
日程…５月 11 日
（日）
、
６月８日 ( 日 )
費用…１チーム５，
０００円
時間…▼犬・猫を欲しい人
公民館の使用申請
※募集予定チーム数に達し次第、締
午前９時 30 分～ 11 時
め切ります
公民館棟の８月使用分、講堂棟の
▼犬・猫をあげたい人
問 ・申込先
11 月使用分の使用申請書の受付が
午前 10 時～ 11 時
問 ・申込先 県動物愛護センター
市バスケットボール協会 長谷川
５月１日（木）から始まります。
問 中央公民館
（93）５７１１
tomisatobasket@yahoo.co.jp
（92）１２１１

募 集

まいしゅうきんようび

ご ご

じ

じ

毎週金曜日 午後２時～４時

もうしこ

ちょくせつかいじょう

き

■申込み 直接会場へ来てください。
けんがくじゆう

（見学自由）
もうしこみさき

問 ・申込先

とみさとこくさいこうりゅうきょうかいじむきょく

富 里国際交流協会事務局
きかくかきかくとうけいはんない

（企画課企画統計班内）
（93）１１１８

