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地域の連携を応援！

― その１ ―

協働のまちづくりを推進します
春の全国交通安全運動出動式

問 市民活動推進課市民協働推進班

（93）１１１７

地域フォーラムを一緒に企画・運営しませんか？

地域づくり協議会モデル事業補助金
市では、地域の課題を解決するために、区・自治会が主体となり、小学校
区を一つの単位として、その地域に存在するＰＴＡ・商店会などの地縁によ
る団体、市民活動団体、事業者などと連携して、取り組む仕組みづくりを支
援しています。
例えば、地域フォーラムで浮き彫りになった地域の課題を解決するために、
小学校区でネットワーク組織を立ち上げようといったプロジェクトにも活用
できます。詳しくは問い合わせください。

成人式実行委員募集

平成27 年

市では、
平成 27 年１月に開催する成人式を企画・運営する「成
人式実行委員」を募集します。
新たに成人の仲間入りをする皆さんの手で、懐かしい友だち
や同年代の新しい仲間たちと一緒に企画・運営してみませんか？
■対象 平成６年４月２日～平成７年４月１日に生まれた人
■定員 10 人程度
■応募期限 ５月 27 日（火）
問 生涯学習課社会教育班
（93）７６４１

ゴミゼロ運動
ごみひろい こころもすっきり いいきぶん
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ご存知ですか？

1 10

人権相談

■日時 ５月 25 日（日）午前８時～ 11 時（小雨決行）
※荒天時は、６月１日（日）に順延
問い合わせ先
●環境課リサイクル推進班
（93）４９４６
●クリーンセンター
（93）４５２９
差別、いじめ、嫌がらせな
ど人権に関する悩みの相談
に応じます。費用は無料です。
秘密は守られます。

30
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■日時 毎月第４火曜日
今月は５月 日（火）
午前 時～正午／
午後 時～ 時 分
■場所 福祉センター
２階会議室
■相談員 人権擁護委員
（法務大臣委嘱）

2

24

全国一斉
人権擁護委員の日
特設相談所

1 10

93

全国人権擁護委員連合会は、
人権擁護委員法が施行された
日（昭和 年６月１日）を記
念し、毎年６月１日を『人権
擁護委員の日』と定めました。
市では、この人権擁護委員
の日に、次の通り特設相談所
を設置し、人権相談を実施し
ます。

■日時 ６月２日（月）
午前 時～正午／
午後 時～ 時 分
■場所 市役所分庁舎
１階会議室
■相談員 人権擁護委員
（法務大臣委嘱）

市民課戸籍班
（ ）４０８７

93

問

高齢者福祉課高齢者支援センター
（ ）４９８１

■対象
歳以上の人
※既に介護保険の認定（要支
援・要介護）を受けている人
は除きます。
■基本チェックリストの内容
○日常生活の様子
○運動機能の状態
○口腔や栄養の状態
○物忘れの有無 など
■実施方法
５月下旬～６月上旬に記入
用紙を郵送します。返信用紙
に記入し、返信用封筒で返送
してください。
■その他 このチェックリス
トは簡易的なものですので、
実際の状態とは一致しないこ
とがあります。
問

歳以上の皆さんへお送りします

65

65

介護予防のための基本チェックリスト

人生を自分らしく過ごすた
めには、心とからだの健康寿
命を伸ばすことが大事です。
そのためには、日ごろから心
とからだの機能の維持・向上
のための「介護予防」を行う
ことが重要です。
市では、様々な「介護予防
事業」を行っています。
その一環として、 歳以上
の人へ「基本チェックリスト」
を次のとおり送付します。
このチェックリストで、ご
自身の健康状態を確認でき、
チェックの内容に応じて、介
護予防に関する情報をご案内
しますので、必ず返送してく
ださい。

65

▲とみちゃんも交通安全の呼びかけに奮闘しました

４月６日～ 日の「春の全国
交通安全運動」に合わせて、４
月８日にふれあいプラザさかえ
（栄町）で、
「春の全国交通安全
運動出動式」が開催されました。
出動式では、一日警察署長と
なった栄町立栄中学校の生徒２
人の委嘱式をはじめ、同中学校
の吹奏楽部による演奏が行われ
ました。
また、会場では白バイ、パト
カー、移動交番の展示が行われ
たほかに、富里市のとみちゃん、
成田市のうなりくん、栄町の龍
夢（ドラム）くんとのふれあい
の時間が設けられました。

協働のまちづくり推進計画に基づき、今年度実施する地域フォーラムを市
と共に企画・運営する市民活動団体を募集します。詳しくは問い合わせくだ
さい。
地域フォーラムとは、その地域に住む市民、事業者、行政などが連携して
地域の課題や活性化について、何ができるかを考え、話し合う場です。
これまでに、日吉台小学校区、富里第一小学校区、根木名小学校区、富里
南小学校区で開催しました。
■応募期限 ６月 13 日（金）

交通事故のない社会を目指して

交通安全

2

母子家庭等
自立支援給付金事業

市職員採用試験

※平成 年３月までに卒業す
る見込みの人を含む
※身体障がい者対象…
身体障がい者手帳の交付を
受けている人で、通勤と職務
の遂行に介助者を必要とせず、
活字印刷文による出題に対応
できる人
受験に際して希望のあると
きは、事前に連絡してくださ
い

・申込先
総務課人事給与班
（ ）１１１３

平成 年度富里市職員採用試験（一般行政上級・土木上
級）を実施します。行政の仕事に関心がある皆さんの応募
をお待ちしています。
また、身体障がい者を対象にした職員の募集も行います。

■１次試験
（印旛郡市職員採用共同試験）

▼日程 ７月 日（日）
▼場所 東京学館高等学校
酒々井町伊篠
＜

■２次試験
１次試験合格者のみ実施
■３次試験（予定）
２次試験合格者のみ実施

＞

■申込書
５月 日（水）から総務課
窓口で配布、または市ホーム
ページからダウンロード

■職種
■募集人員
▼一般行政職
▼一般行政職 ５人程度
住民に身近な行政サービス
（身体障がい者 若干名）
として戸籍、税金、福祉業務、
各種事業の調査や企画などの
▼土木 ２人程度
一般行政事務
（身体障がい者 若干名）
▼土木
道路の設備や都市計画など
の土木事業に関する調査、企
画、設計・施工管理などの業
務

■申込方法
６月３日（火）～ 日（金）
までに総務課人事給与班へ提
出（郵送可、 日の消印有効）
※土・日曜日を除く
■合格発表
すべての受験者に結果を通
知

学習ボランティアを
大募集します！

平成版てらこや

富里市きょうざん塾

今年も夏季休業中の５日間、
市内の小学生を対象に、国語
（漢字中心）や算数（計算中心）
の基礎的な学習について、学
習ボランティアと個別指導の
スタイルで学ぶ「富里市きょ
うざん塾」を開催します。
開催にあたり、子どもたち
に教える学習ボランティアを
募集します。
皆さんからのご連絡をお待
ちしています。

■日時
８月４日（月）～８日（金）
午前９時～ 時 分
■対象
歳以上
■募集期間
７月 日（金）まで

■その他
「きょうざん塾」は、江戸
後期～明治初期に昌福寺（中
きょうざん
沢）に「京燦」という僧侶が
おり、書の大家で、寺子屋の
ようなかたちで教えていたこ
とから名付けました。
なお、
「きょうざん塾」は、
市民ボランティア団体「きょ
うざん会」が運営し、市が支
援して開催します。
・申込先
学校教育課指導班
（ ）７６５９

安全対策工事が完了した
日吉台小学校体育館

▼

市ではひとり親家庭の母または父を対象とした自立支援
給付金事業を行っています。
※講座申込前に事前相談が必要になりますので、子育て支
援課まで相談してください。

（ ）４４９７

高等職業訓練
促進給付金など

・申込先
子育て支援課児童家庭班

自立支援教育訓練給付金
（父子家庭も対象）

20

ひとり親家庭の生活の安定
ひとり親家庭の親が、看護
と向上を図るため、就労に結
師や介護福祉士などの資格取
びつく雇用保険制度の指定教
得のため、２年以上、養成機
育訓練講座（※）を受講した
関で修業した人に支給します。
人に支給します。
※指定講座は、厚生労働省の
■対象者 市内在住で、 歳
ホームページで確認できます。 未満の子を養育している、ひ
h ttp :/ / w w w . k y u fu . とり親家庭の母または父で、
javada.or.jp/kensaku/ 次のすべての要件を満たす人
○児童扶養手当の支給を受け
T_M_ k en s a k u
ている人、または同様の所
得水準にある人
○養成機関において 年以上
のカリキュラムを修業し、
対象資格の取得が見込まれ
る人
○仕事または育児と修業の両
立が困難である人

■対象者 市内在住で、 歳
未満の子を養育している、ひ
とり親家庭の母または父で、
次のすべての要件を満たす人
○児童扶養手当の支給を受け
ている人、または同様の所
得水準にある人
○雇用保険法による教育訓練
給付の受給資格のない人
○就業経験や技能、資格の取得
状況と労働市場の状況など
から判断し、教育訓練を受
けることが適職に就くため
に必要であると認められた人
○過去に自立支援教育訓練給
付金を受給したことがない人

■受験資格
○昭和 年４月２日～平成５
年４月１日までに生まれた
人（学歴不問）
○平成 年４月２日以降に生
まれた人で、学校教育法に
基づく大学（短期大学を除
く）を卒業した人

市立図書館ホームページや
検索端末などから、貸出中の
資料や、書棚の資料を予約し
たり、メールで予約資料の受
け取りの連絡をしたりできる
「インターネット予約サービ
ス」を実施しています。
なお、このサービスを利用す
るには登録のほかに、パスワー
ドの申請も必要になります。
詳しくは問い合わせてくだ
さい。

富里第一小学校、日吉台小学校、根木名小学校、七栄小学校、富
里中学校、富里北中学校の図書室などへの空調設備の設置と日吉台
小学校体育館のアリーナ天井や外壁などの安全対策工事が２月に完
了しました。
学校関係者や利用者のみなさん
にご不便をおかけしていました
が、たくさんの人の協力により、
より安全な体育館に生まれ変わり
ました。
教育委員会では、とみさと教育
プランに沿い、安全・安心な教育
環境の整備を今後も進めていきま
す。

4 月 1 日から電話での問い合
わせ時間が変更になりました。
■問い合わせ時間
午前 9 時 30 分～
午後５時 15 分
（図書館開館日）
※ 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 ww. l i b rary .
to mis ato. c h i b a. j p /

よ む よ む

(93) ７６５７

問 教育総務課施設班

知ってると便利な
「インターネットサービス」

電話での問い合わせ
時間のお知らせ

問

市立図書館

（90）４６４６

小・中学校図書室などの空調設備を設置
日吉台小体育館の安全対策工事が完了

としょかんねっと －増刊号－

Toshokan
Net

30

93

■支給期間・支給額
▼高等職業訓練促進給付金
修業期間の全期間
（上限２年）
○市町村民税非課税世帯
月額 万円
○市町村民税課税世帯
月額７万５００円
▼高等職業訓練修了支援給付金
訓練修了後に支給
○市町村民税非課税世帯
５万円
○市町村民税課税世帯
２万５、
０００円

20

11

93

20

11

93

27

問

27

21

18

問

20

26

54

５

2

問

■支給額
受講費用（４、００１円～
万円）の２割相当額
（受講修了後に支給）

10

HP

10

こんにちは！
富里市地区保健推進員です。
地区保健推進員は、市から
委嘱を受け、皆さんの健康づ
くりのサポートをします。
今年度は、各地域での子育
て支援や健康づくり活動を予
定し、 人の地区保健推進員
が、特定健診や保健センター
で実施する教室をお手伝いし
ます。
■富里南小学校区
中本 孝子（立沢台）
須藤富美子（東立沢）
相川 博子（大堀）
鈴木 吟子（高野）
森田 郁子（武州）
吉田幾久子（旭）
柳田 廣子（三区）
伊藤美佐子（三区）
石橋 節子（葉山）
小川 貞子（葉山）

救命のリレーが命を救う

■富里小学校区・七栄小学校区
大竹 ナオ（久能）
原 はるみ（東七栄）
戸塚 住江（人形台西）
岡野 陽子（七栄第２）
荒野 直江（七栄第３）
須合美恵子（七栄第３）
隅田美智子（七栄第４）
髙𣘺 行江（七栄第５）
武田 利江（七栄第６）
■富里第一小学校区
大城 延子（南七栄）
丹 さく子（南平台）
田和 初江（南平台）
内田 秀子（新橋）
相川美佐子（中沢）
相川圭似子（中沢）
岩阪ゆかり（新中沢）
森下てるよ（立沢）
篠原まつ江（立沢）

将来の人材育成のために

学習用教材を寄贈

４月２日、学習用教材の寄贈式が市長室
で行われました。
将来を担う有望な人材育成援助の一環と
して、 藤本武弘育英会から市内中学校に、
楽器などの学習用教材が寄贈されました。
寄贈された教材は、早速授業で使われる
など、各中学校で有効に活用されています。 ▲相川市長に目録を手渡す

藤本理事（右）

印旛市郡小児初期急病診療所

＞

看護師と小児科医が、電話で相談に応じ
ます。
○毎日 午後７時～ 10 時

15

はい、こちら

消 費 生 活 セ ン タ ー です！

実在する大企業の株や社債などが販売されているか
のように装い、お金を支払わせようとする買え買え詐
欺の手口に関する相談が寄せられています。

●「大企業の名前を悪用！
買え買え詐欺に注意！」の巻

消費生活
相談コラム

◆事 例◆
銀行を名乗る男性から「あなたは大企業 社の
株を買えるリストに載っている。購入しないか。
」と電
話があったが、よく意味がわからず断った。
翌日、今度は 社の社員という男性が「自分で自社
の株を買うとインサイダー取引になるのであなたの名
前で買わせてほしい。後日倍にして返す。
」
と言ってきた。
社は有名な会社だから間違いはないだろうし、お
金ももらえるならと思い、指示されたとおりに口座開
設料３００万円を 銀行に郵送した。
その後も「保証金」などの名目で合計約１、
５００万
円支払った。あまりに高額になったので不安になり、
電話をしてみたがつながらない。

B

B
＞

＜

■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

（ ）５３４８

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。

◆アドバイス◆
○大手企業の名前を出すことにより、消費者を信用さ
せようとしますが、名前を使われた企業が、社債な
どの勧誘を個人向けに行っているという事実はほと
んどありません。
○購入をもちかける業者が、大手銀行や証券会社の名
を語っているケースもあります。
○いったんお金を支払ってしまうと取り戻すのは極め
て困難です。うまい話には耳を貸さず、きっぱり断
りましょう。

A

22
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♯８０００
ダイヤル回線からは…
０４３（２４２）９９３９

A

ー

■日時 ５月 日（木）
午後１時 分～４時
■対象
ぜん息、食物アレルギー、
アトピー性疾患などで治療中
の子どもの保護者
■場所 印旛保健所
佐倉市鏑木仲田町
■内容
小児科アレルギー専門医に
よる時間予約の個別相談
■定員 先着６人
■申込み ５月 日（月）ま
でに電話で予約
・申込先
印旛保健所地域保健課
０４３（４８３）１１３４

こども急病電話相談

■日吉台小学校区
三橋 重美（日吉倉）
井上 清子（日吉台１丁目）
中村 君枝（日吉台２丁目）
飯泉 早苗（日吉台３丁目）
中村壽美子（日吉台３丁目）
堀内美知子（日吉台５丁目）
国井貴美子（日吉台６丁目）
■浩養小学校区・洗心小学校区
佐々木佳代（金堀）
塩野谷邦恵（実の口）
芹川 照代（二区）
平山江美子（二区）
西垣 保子（四区）
■根木名小学校区
成毛 惠子（根木名）
岩﨑 早苗（旭ヶ丘）
山口美智子（大和ＮＴ）
二上 正栄（大和ＮＴ）
敬称略

＜

教 育

93

－増刊号－

44

救急協力者に感謝状を贈呈

▲左から渡辺さん、藤﨑さん、大橋さん

118

10

健康づくりを
応援します！

― その２ ―

ア子
レど
ルも
ギぜ
ん
相息
談・
問

○月～土曜日
午後７時～翌朝午前６時
○日曜日・祝日（年末年始含む）
午前９時～午後５時／
午後７時～翌朝午前６時

夜間や休日の急な発熱やけがなどを診察
し、応急処置をします。
【内科・小児科】
診療日…毎日
午後７時～ 11 時
日曜日・祝日
午前 10 時～午後５時
【外科・歯科】
診療日…日曜日・祝日
午前 10 時～午後５時
■電話で症状を知らせてください。症状に
よっては、他の医療機関を紹介します。

０４３（４８５）３３５５

【一般急病診療】
成田市急病診療所（成田市赤坂）
(27）１１１６

（佐倉市江原台・佐倉市健康管理センター内）
保険証をお持ちください

【小児初期急病診療（15 歳まで）】

ドクターガイド

消 防

４月 日、消防本部で、救急活動
に協力された渡辺金永さん（日吉台）
、
藤﨑安明さん（日吉台）
、大橋美代子
さん（日吉台）に感謝状が贈呈され
ました。
感謝状が贈呈された３名の皆さん
は、大雪が関東地方で記録された２
月９日の早朝、日吉台地区で雪かき
をしていて倒れた男性を発
見し、協力して通報や心臓
マッサージを行い、傷病者
の救命に大きく貢献しまし
た。
感謝状を受け取った皆さ
んは「とにかく必死でした。
本 当 に 助 か っ て よ か っ た。
」
と語られていました。
大橋さんは、以前に当消
防本部で普通救命講習を受
講されており、今回はその
経験が生かされたそうです。
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情報ネット
成年後見人制度の勉強会

公民館

日時…毎月第２金曜日
午後２時～４時
※午後１時 30 分～２時は成年後見
公民館の使用申請
制度の相談会を開催します。
■６月 3 日（火）から受付
場所…福祉センター２階視聴覚室
公民館棟の９月分、講堂棟の 12
対象…認知症、精神障がい、知的障
県収入証紙の販売
がいなどで日常生活に困っている人、 月分の使用申請の受付が６月 3 日
県収入証紙は、市役所でも購入で 成年後見制度に興味のある人
（火）から始まります。
きますので、ご利用ください。
なお、受付時間は午前８時 30 分
内容…成年後見申立手続・費用・
取扱日時…月～金曜日
（祝日を除く）
～午後５時
15 分までです。
実例などを交えた勉強会
空き地の管理は適正に
問 中央公民館
（92）１２１１
午前８時 30 分～午後５時 15 分 費用…初回のみ３，
０００円
空き地の雑草を放置しておくと、 取扱窓口…会計課
（市役所本庁舎１階）
（テキスト代）
ごみの不法投棄や害虫などの発生原 問 会計課会計班
（93）６４９１
１回無料見学可
因になります。所有者は日ごろから
申込方法…電話またはＦＡＸで予約
日吉台学童クラブの指導員
問 ・申込先
土地の適正管理を心掛けてください。 付加保険料で年金額を
じん
問 環境課環境衛生班
労働時間については相談に応じます。
ＮＰＯ法人市民後見太陽 神
増やしませんか？
対象…年齢不問
（93）４９４５
／ FAX（92）５０１０
賃金…時給８７０円
定額の保険料に加え、付加保険料
（試用期間の６か月間は８００円）
の納付で、将来受給する年金額を増
地籍図（公図）の
勤務時間…
やすことができます。
交付方法が変わります
○月～金のうち、１～２日程度
対象…国民年金第１号被保険者
午後２時 30 分～６時 30 分
現在、地籍図（公図）は、製本の ※国民年金基金に加入している人や
○春・夏・冬休み期間のうち週３日程度
コピーを交付していますが、７月 納付免除や納付猶予を受けている人
ほっかほかクラブ
午前８時～午後６時 30 分のうち
１日（火）から電子化に伴い、電子 は除きます。
５時間程度
データからの交付に変更します。な 付加保険料…月額４００円
みんなで楽しく自由に遊びましょう！
問 ・申込先
お、謄写手数料は１枚につき３００ 付加年金額（年額）…
日時…５月 26 日（月）午前 10 時～正午
日吉台学童クラブ（日吉台小学校敷地内）
円です。
場所…北部コミュニティセンター２階
付加保険料納付月数×２００円
問 課税課資産税班
（91）２５０１
※付加年金額は、基礎年金や厚生 対象…３歳までの子どもと保護者
（月～金曜日、午後３時～６時）
（93）０４４４
年金のように、物価の変動による金 費用…１家族１００円
問 日吉台地区社会福祉協議会 石井
※日吉台小学校では問い合わせに
額のスライドはありません。
対応できません。
（92）２０７１
【付加年金額の例】
特別支援教育就学奨励制度
付加保険料を 10 年間納付する
市では、小・中学校の特別支援学 と、合計４８，０００円の負担に
印旛沼環境基金助成事業
級などに就学する児童・生徒の保護 な り ま す が、 受 給 す る 年 金 額 は
印旛沼の環境保全のための活動を
者の経済的な負担軽減のために、学 ２４，
０００円（年額）増加します。
している団体などに助成金を交付し
用品費や学校給食費などの一部を援 問い合わせ先
ます。
助しています。詳しくは問い合わせ ●国保年金課高齢者医療年金班
シルバー人材センター会員募集
助成金額…事業費の３分の２以内で
てください。
（93）４０８５
問 学校教育課学事班
シルバー人材センターは、高齢者 １団体 20 万円まで
●幕張年金事務所
（93）７６５８
０４３（２１２）８６２１
の就業を通じて、活力ある地域社会 （小・中学校、高校は 10 万円まで）
申込み…６月６日（金）までに、印
づくりに貢献する団体です。
仲間と一緒に汗をかきながら、仕 旛沼環境基金ホームページまたは窓
口で配布している申請書に必要事項
事をしませんか。
対象…60 歳以上の健康で働く意欲が を記入し、持参または郵送。
問 ・申込先
ある人
（公財）印旛沼環境基金
費用…年会費３，6 ００円
軽自動車税の納税通知書送付
「コツコツ貯筋塾」夏コース塾生募集
問
０４３（４８５）０３９７
（公社）
富里市シルバー人材センター
〒２８５－８５３３
軽自動車税納税通知書を５月 15
市内在住で 65 歳以上の介護を要
（90）１３７５
佐倉市宮小路町 12
日（木）に発送します。納期内納付 しない人を対象に、トレーニングを
HP http: / / www. i-ko u iki. co m/
にご協力ください。
行う機会を提供します。
根木名学童クラブの指導員
imb a n u ma
納期限…６月２日（月）
■水曜日クラス
※障がい者手帳などによる減免の 日程…６月４日、11 日、18 日、25 日
労働時間については相談に応じます。
申請は５月 26 日（月）までです。
７月２日、９ 日、16 日、23 日 対象…年齢不問
必要書類については問い合わせてく
８月６日、20日
（保育士資格・教員資格所持者歓迎）
ださい。
の各水曜日【全 10 日間】
賃金…時給８７０円
問 課税課市民税班
（93）０４４３ ■金曜日クラス
（試用期間の６か月間は８５０円）
日程…６月６日、13 日、20 日、27 日 勤務時間…
“ママのマタニティフラ”
７月４日、11
日、18
日、25
日
○月～金のうち、１～
3
日程度
自動車税などの納付は
ママの安産と産後のケアを応援します。
８月８日、22日
午後１時 30 分～６時 30 分
市役所窓口でも可能です
の各金曜日【全 10 日間】
○春・夏・冬休み期間のうち週３日程度 日時…５月 20 日（火）
午後１時 30 分～２時 30 分
自動車税などの県税は金融機関な 時間…午後２時～４時
午前８時～午後６時 30 分のうち
対象…妊娠 15 週以降の妊婦、
どのほかに、市役所でも納めること 場所…特別養護老人ホーム九十九荘
５時間程度
問
産後３か月以降の母と子ども
ができますので、ご利用ください。 費用…無料 定員…各クラス先着 25 人
・申込先
取扱日時…月～金曜日（祝日を除く） 申込み…５月 30 日（金）までにど
根木名学童クラブ
（根木名小学校敷地内） 場所…中部ふれあいセンター小ホール
費用…１，
０００円
午前８時 30 分～午後５時 15 分 ちらかのクラスを選択して電話予約
（91）１２８８
持ち物…動きやすい服装、タオル、
（市役所本庁舎１階）
、 問 ・申込先
取扱窓口…会計課
（月～金曜日、午後３時～６時）
母子健康手帳、飲み物
日吉台出張所
特別養護老人ホーム九十九荘
※根木名小学校では問い合わせに
問
問 会計課会計班
長谷川
（92）２１３７
（93）６４９１
（91）１２３１
対応できません。

くらし

子育て

募 集

保険・年金・税

教室･講座

ちょきんじゅく

仲間募集

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。

