おもな内容

6
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①５㎞スタート地点

93
（富里中学校）

9：15 ～ 11：23

市役所

救護所

（福祉センター入口）

団地

問

⑪５㎞・10 ㎞合流
9：25 ～ 11：38

22

9：20 ～ 10：42
⑤ＪＡ集出荷場Ｔ字路

⑨金堀入口Ｔ字路
10：01 ～ 11：26

サルビア

9：47 ～ 10：50

サルビア

⑥二重堀十字路
9：50 ～ 10：58

救護所

⑧浩養小十字路
9：57 ～ 11：15

うかい

⑩工業団地入口
10：03 ～ 11：29

●大会開催に伴う公共施設の休館
各施設の休館日は、次のとおりです。
注意してください。
○中央公民館 ６月 日
（土）
、日
（日）
○社会体育館 ６月 日
（土）
、日
（日）
○市立図書館 ６月 日
（日）

④第二工業団地入口

サルビア

●路線バスの迂回など
大会当日は、路線バスの一部迂回や、
富里市役所発イオン成田ショッピング
センター行きの停留所が変更されます。
詳しくは問い合わせてください。
千葉交通 ㈱ 成田営業所
（ ）０７８３

9：18 ～ 11：32

工業団地

第二工業団地

③人形台十字路

給スイカ所

9：16 ～ 11：43

⑫立沢台団地入口
Ｔ字路
9：30 ～ 11：46

22 21 21

22 22

⑦高松入十字路
9：53 ～ 11：06

浩養小学校

■スタート時間
●５㎞コース
午前 ９時 15 分
● 10 ㎞コース（一般男女）
午前 ９時 40 分
● 10 ㎞コース（40 歳以上男女） 午前 10 時 30 分
●３㎞コース
午前 11 時 20 分

サルビア

10k mコース

５k mコース

３k mコース

給水所

シャワー

30

27

27

楽しく
歩いて
健康づくり

（ ）４１２１

㈱ヘルシーボックス／いしかわ治療院／オオニシスポーツ／
サイクルハウスＫＥＮ／ヘアーサロンアラノ／湯郷ななえ／
㈲海宝モータース／㈱諏訪商店成田営業所／㈱津田商店／
源田酒店／クニシ電器／ひごや／岩出写真スタジオ／美章堂印房／
秋葉自動車整備工場／プレールさなだ／㈲石澤モータース／
㈲アキバ電器／㈲麻野薬局／㈲伊藤自動車／ナナン洋菓子店／
美容室サロン・ド・ピュア／ヘアーメイクＶｉＶｅ／
ビューティーサロンいけだ／理容いとう／
＜順不同＞
ミニストップ富里根木名店／大塚商店

■達成スタンプ・達成証、
プレゼントの応募
平成 年２月 日（金）ま
で に、 １ ２ ０ 万 歩 に 達 し た
記録用紙を持って、保健セン
ターまたは日吉台出張所で申
込んでください。
■その他
１２０万歩達成者と当選者
については、来年度の「広報
とみさと」に氏名を掲載する
予定です。

▼市商工会協力店一覧

健康推進課保健指導班

27

問

93

あなたも参加してみませんか？

27 17

毎年大好評！

20

チャレンジ！

10

富里市すいかまつり

12

15

日（日）開催

27

30

６月

26

93

すいかまつり
■時間 午前９時～午後２時 30 分
■場所 中央公民館前駐車場
すいか共進会
■時間 午前９時～正午
■場所 中央公民館ロビー
■内容 市内生産者が出品した自慢の
すいかを展示します（表彰式はまつり会場内で実施）
問 産業まつり実行委員会事務局（産業経済課農政畜産班内）
（93）４９４３

31

とみさと健康 ウォーキングキャンペーン

皆さんが楽しく運動に取組
めるように、１２０万歩健康
ウォーキング事業を実施して
います。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
達成証を交付します。
また、富里市商工会とＪＡ
富里市の協力によるプレゼン
トのキャンペーンも実施しま
す。１２０万歩を完歩した人
で応募された中から、抽選で
合計 人に富里産新鮮野菜を
プレゼントします。
■対象 市内在住、在勤で、
歳以上の人
■期間 ６月 日（火）～
平成 年２月 日
（金）
平成 年度第１回
■参加方法
まちづくり
①記録用紙を受け取る
ふれあいミーティング
②日々の歩数を記録する
③１２０万歩に達したら、達
市が抱える課題や皆さんが
成スタンプの押印と達成証を
描く市の将来像について、市
受け取る（プレゼントを希望
長と一緒に語ってみませんか。 する人は、応募してください。
）
■日時 ７月 日（土）
■記録用紙の配布場所
午後１時 分～
次の場所で配布しているほ
３時 分
か、市ホームページからもダ
■場所 中央公民館
ウンロードできます。
４階大会議室
▼市内公共施設
■対象 市内在住、在勤、
○市役所本庁舎正面玄関ホール
在学の人
○保健センター
■テーマ
○日吉台出張所
みんなで創る これからの富里
○中部ふれあいセンター
○市立図書館
○福祉センター
▼市商工会協力店
一覧のとおり
▼ＪＡ富里市産直センター
１号店、２号店
■申込み 不要、直接会場へ
■その他 保育サービス・手
話通訳有り（６月 日（金）
までに事前予約）
秘書広報課秘書広報班
（ ）１１１２
問

回富里スイカロードレース大会

②３㎞・10 ㎞スタート地点

⑬富里中学校表門
9：31 ～ 11：50

22

交通規制にご協力ください

（富里中学校裏門）

6
22（日）

第

６月 日（日）
、富里中学
校をメイン会場に富里スイカ
ロードレース大会が開催され
ます。
午前９時～正午までコース
となる道路では交通規制が行
われます。皆さんには大変ご
迷惑をお掛けしますが、警察
官や大会役員の指示に従うな
ど、ご協力をお願いします。
富里スイカロードレース大会
実行委員会事務局
（社会体育館内）
（ ）１１４５
問

選手通過予定時刻

2

協働のまちづくり講座

小学校４・５・６年対象

７月は
「社会を明るくする運動」の

差し押さえ物件を
インターネットで公売

26

強調月間です

はい、こちら

消 費 生 活 セ ン タ ー です！

29

子育て支援課
児童家庭班
（93）４４９７

10

ボランティア体験

問 ・提出先

26

●『商品価格の表示についてご注意ください！』の巻

４月から消費税率が５パーセントから８パーセント
に引き上げられ、２か月が過ぎました。今回は、商品
価格の表示方法についてお知らせします。

◆総額表示義務◆
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事
業者は、値札やチラシなどで取引価格を表示するとき
に、消費税額（地方消費税額含む）を含んだ価格を表
示しなければなりません。
しかし、平成 年４月と平成 年 月の消費税率の
引上げに伴う総額表示義務の特例として、平成 年３
月 日までは、値札や店内の掲示などで税抜価格を表
示し、表示価格が税込み価格と誤認されないための措
置を行えば、税込価格の表示を要しないとされました
（免税事業者や事業者間の取引を除く）
。
※消費者の利便性に配慮する観点から、税込価格を表
示しない事業者はできるだけ速やかに税込価格を表示
するように努めなければならないと規定されています。
また、消費税は、最終的に消費者が負担するものです。
事業者が、
「消費税還元セール」
「消費税はいただきま
せん」などのように、消費者が消費税を負担しないと
誤認する恐れのある表示は禁止されています。

27

＜

・相談先

消費生活センター

（ ）５３４８

消費生活センターでは、皆さんから消費生活全般に
関する苦情や問い合わせに専門の相談員が応じます。
■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

消費税の総額表示などに関する相談は…
▼消費税価格転嫁等総合相談センター
０５７０（２００）１２３
午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）

◆アドバイス◆
買い物をするときは、総額表示なのか、税抜表示な
のかをきちんと確認してから購入しましょう。

26

地域で行われている社会貢献活動への関心を高めるた
めに、市民活動団体の取組みや福祉施設での作業を体験
する講座を開催します。
環境団体の活動体験をするＡコースと高齢者福祉施設
での作業体験をするＢコースの参加者を募集します。

この運動は、犯罪や非行の
防止と罪を犯した人の更生に
ついて理解を深め、犯罪や非
行のない明るい社会を築くこ
とを目的に全国規模で実施す
る運動です。
市内では、保護司会、更生
保護女性会、ＢＢＳ会などの
市内各団体の協賛で７月１日
（火）に市内で啓発活動を実
施します。
また、この啓発活動の一環
として、富里北中学校吹奏楽
部の生徒による健全育成演奏
会を開催します。
■日時 ７月１日（火）
午後４時～４時 分
■場所 新木戸大銀杏公園

納税課納税班
（ ）３８９５
（インターネット公売専用）

31

・申込先
市民活動推進課市民協働推進班
（ ）１１１７
（ ）９９５４
■申込み ７月 日（火）ま
でに申込用紙を市民活動推進
課または日吉台出張所へ提出
（ＦＡＸ可。ただし送信した
旨を電話連絡ください）
※申込用紙は、市民活動推進
課窓口または市ホームページ
からダウンロードできます。

■対象 小学校４・５・６年
■コース・定員（先着順）
Ａコース・ 人
Ｂコース・６人
■費用 無料
■内容 左表のとおり
Ａコース
Ｂコース

子育て掲示
板

26

30

市では次の皆さんが保護司
として、活躍しています。少
年の非行などで悩んでいる人
は、相談してください。

99

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。
中学３年生までの人がいる世帯で
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、 今年の１月２日以降に
富里市へ転入した人は
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。
０歳～中学３年生を対象に、
また、公売の参加・入札は、 子ども医療費助成受給券を交
ヤ フ ー ㈱ の「 官 公 庁 オ ー ク
付しています。
ション」のページで手続きし
８月１日以降に発行する受
てください。
給券の自己負担額は、平成
なお、売却で取得した代金
年度の世帯全員の課税状況に
は、未納税金などに充てられ
よって決まります。
ます。
平成 年１月２日以降に、
市では、全国どこからでも
富里市に転入した人は、平成
時間参加できるインター
年１月１日時点に住民登録
ネット公売に多くの人に参加
をしていた市区町村で、平成
してもらい、滞納額の縮減を
年度の市区町村民税額を証
目指します。
明できる書類（課税額、所得
額、控除額、扶養人数の記載
■公売物件 不動産 土地
のあるもの）を取得し、提出
○富里市十倉字山室入外
してください。
８６８番１００
■提出期限 ７月４日（金）
山林（宅地）１０３㎡
○富里市十倉字山室入外
児童手当の現況届は
８６８番
６月 日（月）までに
山林（公衆用道路） ㎡
■公売参加申込期間
児童手当を受けている人は、
７月７日（月）午後１時～
すでに送付されている「現況
日（火）午後 時
届」を提出してください。
■入札期間
現況届は、６月１日を基準
７月 日（火）午後１時～
日として児童手当を引き続き
８月５日（火）午後１時
受けられる資格があるか確認
■ヤ フ ー ㈱
するためのものです。
官公庁オークションページ
現況届の提出がないと、手
当が受けられなくなりますの
ht t p : / / k o u bai.
auctions.yahoo.co.jp/ で、忘れずに提出してください。
なお、平成 年２～５月分
の児童手当は、６月 日（火）
に指定口座に振り込みました
ので、確認してください。
26

26

10

93

【１日目 ７月 日（水）
】
午前９時～午後０時 分
▼ボランティア学習
①高齢者・障がい者疑似体験
②絵手紙作り、手話ダンス
●協力団体 絵手紙サークルつ
くしんぼ、タンポポ２
【２日目 ８月１日（金）
】
午前９時～午後３時

（93）４９４５

30

15

117

10

58

11

93

【１日目 ７月 日（水）
】
午前９時～午後０時 分
▼ボランティア学習
①高齢者・障がい者疑似体験
②絵手紙作り、ペットボトル花
瓶工作
●協力団体 絵手紙サークルつ
くしんぼ、ＭＯＡイキイキワク
ワク健康生活ネットワーク富里
【２日目 ７月 日（木）
】
午前９時～午後３時

問 環境課環境保全班

22

29

93

問

30

消費生活
相談コラム

問

24

問

93

30

30
＜

FAX

▼作業体験
市内福祉施設でシーツ交換・
手話ダンス披露
●協力施設 九十九荘
▼体験のまとめ（感想の共有）

93

■富里地区担当保護司
○鈴木 昭雄 （大和）
○小川 勇
（七栄）
○園田 長作 （七栄）
○髙木 利子 （七栄）
○寺沢 明雄 （七栄）
○宮本 和子 （七栄）
○大川原きみ子 （中沢）
○杉本 好一 （十倉）
○中川 キヨ子 （十倉）
○堀越 儀一 （十倉）
○増田 功
（十倉）
○石橋 猛朗 （日吉台）
○鈴木 眞理 （日吉台）
敬称略
社会福祉課厚生班
（ ）４１９２
問

14

30

31

環境省では、２００３年か
ら地球温暖化防止のため、ラ
イトアップ施設や家庭で消灯
を呼び掛ける「CO2 削減／
ライトダウンキャンペーン」
を実施しています。
■キャンペーン期間
６月 21 日 ( 土 ) ～
７月７日(月)
■特別実施日
○６月 21日（夏至の日）
○７月 ７日（七夕・クールアースデー）
午後８時～ 10 時までの２
時間、一斉消灯を呼びかけます。

▼作業体験
生ごみ資源化の授業
ＥＭボカシ・発酵液づくり
●協力団体 ＥＭの会
▼体験のまとめ（感想の共有）

CO ２削減／ライトダウン
キャンペーンに参加しよう

3

広報とみさと

2014.6.15

平成

67

11

熱戦が繰り広げられました

66

回富里市卓球大会

33

第

第 回富里市卓球大会が、５月 日、社会体育館を会場に開催
されました。
この大会に、男子シングルスに 人、女子シングルスに 人、
ミックスダブルスに 組・ 人が出場しました。会場では、卓球
の軽快なラリーの音が鳴り響き、選手たちは爽やかな汗を流し、
勝敗を競い合いました。
各部門の上位結果は次のとおりです。
71

スポーツ

71

18

15

23

14

26

Ａクラスでは富里クラブが優勝

平成 26 年度富里市新規就農
者激励会が、
５月 19 日にラディ
ソンホテル成田で開催されま
した。今年度の新規就農者は
22 歳 ～ 35 歳の７人で、激励
会は新規就農者４人を含む関
係者 47 人が出席しました。
当日は、相川市長、秋元孝久
さん（市農業士会長）のあいさ
▲これからの富里の農業を支える新規就農者と つに続き、新規就農者の皆さん
激励を贈る関係者の皆さん
が、これからの抱負を交えなが
ら自己紹介を行いました。新規就農者に出席した農業士の皆さんから激励
の言葉が贈られました。

年度市春季野球大会

業

11

将来の富里を支える農業の担い手が誕生

■男子シングルス
優 勝 陳ヶ尾憲二（ＨＨＣ）
準優勝 川名部秀樹（日吉台卓球）
第３位 立花 文人（個人）
第３位 髙橋 佑典（個人）
■女子シングルス
優 勝 石川ひとみ（個人）
準優勝 陳ヶ尾真子（ＨＨＣ）
第３位 海保由美子（南卓球）
第３位 石井喜代子（南卓球）
■ミックスダブルス
優 勝 陳ヶ尾芳江（ＨＨＣ）
・
強瀬 隆慶（富里中）組
準優勝 佐川 大介（カトレア）
・
小川 保幸（日吉台卓球）組
第３位 及川 直行（個人）
・
磯村 紘二（日吉台卓球）組
第３位 高日 啓二（日吉台卓球）
・
石井喜代子（南卓球）組

市春季野球大会が、３月 日～５月３日の間、富里中
央公園野球場・市営野球場を会場に開催されました。
今大会は、Ａクラス チーム、Ｂクラス チーム、Ｃ
クラス チームが参加。各ク
ラ ス で 熱 戦 が 繰 り 広 げ ら れ、
選手たちは日頃の練習の成果
を競い合いました。
各クラスの上位結果は次の
とおりです。
■Ａクラス
優 勝 富里クラブ
準優勝 球遊倶楽部
■Ｂクラス
優 勝 ブルーオーシャンズ
準優勝 シーザース
■Ｃクラス
優 勝 イーグルス
準優勝 富中ユニオンズ

農

平成 26 年度富里市新規就農者激励会

スポーツ

▲優勝カップを手に勝利を喜ぶ富里クラブの皆さん

提出はお済みですか？

介護予防のための基本チェックリスト
65 歳以上の人で、介護保険の認定（要支援・要介護）を受けて
いない人を対象に、介護予防のための「基本チェックリスト（い
きいき生活チェック票）
」を５月下旬に郵送しました。
未提出の人は、早めに提出してください。提出された人には、
８月上旬に個人結果票を郵送しますので、自身の健康増進や介護
予防に役立ててください。
■提出期限
６月 19 日（木）
■提出方法
返信用封筒にチェック票
を入れてポストに投函
問 高齢者福祉課
▲基本チェックリスト

高齢者支援センター
（93）４９８１

＜敬称略、 （ ） 内は所属チーム＞

Toshokan
Net

としょかんねっと
問

市立図書館

かみかみ歯ッピー教室

－増刊号－
よ む よ む

（90）４６４６

－増刊号－

知っていると便利なサービス！
■商用データベース
図書館にある「インターネット
コーナー」に、調査研究のために
インターネットでの情報を閲覧で
きる商用データベース専用席（11
番・12 番席）があります。
▼商用データベース
次の各データを閲覧することが
できます。
○聞蔵Ⅱビジュアル
過去の朝日新聞の記事などの検索
○官報情報検索サービス
昭和 22 年以降の官報の全文の
検索
○ D1 － Law.com
第一法規法情報総合データベース
憲法から告示まで、２万９千件
余りの法令などの検索
○千葉日報縮刷ＣＤ－ＲＯＭ版

▼費用 無料（ただし、プリント
アウトは有料）
▼申込み 図書館５番相談カウン
ターにて
※ 11 番・12 番席では、データベー
ス以外の利用はできません。

こんにちは、
富里市地区保健推進員です！
～地域健康づくりのサポート役～

■富里第一小学校区保健推進員
富里第一小学校区では、ロコモ
ティブシンドローム ( 運動器症候
■インターネットサービス 群 ) や介護予防をテーマに、各地区
で健康講座を開催しています。
また、地区社会福祉協議会主催
市立図書館ホームページや検索
の「子育て交流会」を中沢集会所
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 で実施しています。その中で、私
で予約資料の受け取りの連絡をし たち推進員は子ども向け
たりできる「インターネット予約 のおいしい手作りおやつ
を紹介しています。
サービス」を実施しています。
ぜひ活用してみてください。
▼対象 市内在住、在勤、在学の人
前列左から）田和初江、
▼申込み ホームページまたは図
相川美佐子、丹さく子、
書館５番相談カウンターにてパス
篠原まつ江、大城延子
後列左から）森下てるよ、
ワードの申請書を提出
相川圭似子、岩阪ゆかり
詳しくは問い合わせてください。
【内田秀子】＜敬称略＞

10・11 か月児を対象にした歯
磨き教室です。離乳食の相談も受
け付けています。
■日時 ７月 11 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８・９月生まれ
の幼児と保護者（対象者
にはお知らせします）
■定員 各時間 10 組程度
■持ち物 母子健康手帳
問 ・申込先

健康推進課保健指導班
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情報ネット
学童クラブの指導員を募集します

年齢は問いません。労働時間などは相談に応じます。各小学校
では問い合わせに対応できませんので注意してください。

くらし

子育て

地籍図（公図）の
交付方法が変わります

ほっかほかクラブ
「パクパク人形を作ろう！」

地籍図（公図）は７月１日（火）
から電子化に伴い、電子データから
Ａ３サイズでの交付になります。
なお、謄写手数料は１枚につき
３００円です。
問 課税課資産税班
（93）０４４４

日時…６月23 日（月）午前 10 時～正午
場所…北部コミュニティセンター２階
対象…３歳までの幼児と保護者
費用…１家族１００円（材料費含む）
持ち物…はさみ、鉛筆、油性ペン
問 日吉台地区社会福祉協議会 石井
（92）２０７１

■根木名学童クラブ
賃金…時給８７０円
（試用期間の 6 か月間は、８５０円）
勤務日…
○月～金曜日のうち、1 ～３日程度
○春・夏・冬休み期間のうち週３日程度
問 根木名学童クラブ
（根木名小学校敷地内）
（91）１２８８
（月～金曜日、午後 3 時～ 6 時）

保険・年金・税

■日吉台学童クラブ
賃金…時給８７０円
（試用期間の 6 か月間は、８００円）
勤務日…
○月～金曜日のうち、1 ～２日程度
○春・夏・冬休み期間のうち週３日程度
問 日吉台学童クラブ
（日吉台小学校敷地内）
（91）２５０１
（月～金曜日、午後 3 時～ 6 時）

公民館
公民館の使用申請

国民年金 こんなときには
こんな手続きを

公民館棟の 10 月使用分、講堂棟の
平成 27 年１月使用分の使用申請書の
受付が７月１日（火）から始まります。
問 中央公民館
（92）１２１１

次のようなときには、市役所への
届出が必要です。
浩養幼稚園の友だちと
20 歳になったとき
一緒に遊びませんか！
農業、自営業、学生、勤めていて
～家事場のパパヂカラ～
も厚生年金保険に加入していない人
男性と女性がそれぞれの個性と能 日時…７月７日（月）
午前９時 30 分～ 11 時
が、20 歳になったとき（厚生年金
力を発揮できる「男女共同参画社会」
の実現のため、富里市男女共同参画 内容…七夕誕生会とマジックショー や共済年金に加入している人に扶養
されている配偶者は、勤務先で届出
計画（第２次）を推進し、一人ひと 対象…未就園の子どもと保護者
が必要です）
りが幸せを感じる住みよい地域づく 費用…１００円（保険代）
夏だ！プールだ！水泳だ！
申込み…６月 30 日（月）までに
60 歳未満の人が会社を退職したとき
りに向けて取り組んでいます。
問 企画課企画統計班 （93）１１１８
電話で予約
配偶者の扶養ではなくなったとき 【共通】
問 ・申込先
厚生年金に加入したときは、届け 申込み…７月１日（火）～ 11 日（金）の
（94）００５４
浩養幼稚園
午後３時まで（土・日曜日を除く）
出は不要です。
経済センサス－基礎調査
会社勤めの配偶者が退職したとき 場所…七栄小学校プール
商業統計調査を行います
■水泳教室
海外に転出するとき
日時…７月 22 日（火）～ 26 日（土）
海外から転入してきたとき
対象の事業所には６月中旬以降に
問
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
国保年金課高齢者医療年金班
調査員が「調査員証」を携行して伺
※小雨決行・予備日なし
（93）４０８５
います。ご協力をお願いします。
問 企画課企画統計班 （93）１１１８
対象…市内在住で小学生以上の初心者
面接セミナー in 富里
（小学３年生以下は保護者同伴）
年金相談
面接の実践練習をします。
セミナー
費用…３００円（申込み時に納入）
終了後には、ちょこっと相談や求人 日時…６月 19 日（木）
（公財）日本体育協
講師…林慶篤さん（
情報の閲覧もできます。申込み方法
会公認水泳マスター上級コーチ）ほか
午前 10 時～正午／午後１時～３時
■第 34 回水泳大会
など、
詳しくは問い合わせてください。 場所…市役所分庁舎１階会議室
問
日時…７月 27 日（日）午前８時～正午
日時…７月３日（木）
国保年金課高齢者医療年金班
福祉のしごと
※小雨決行・予備日なし
午後１時
30
分～４時
30
分
（93）４０８５
就職フェア・i n ちば
対象…市内在住または在勤で小学生以上の人
場所…北部コミュニティセンター２階
費用…５００円（申込み時に納入）
社会福祉施設などへの就労をサポートします。 対象…就職を希望する 15 ～ 39 歳までの人
種目…自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、
対象…福祉施設などに就職を希望する人 費用…無料 定員…20 人
バタフライなど
日時…７月 13 日（日）午後１時～４時 持ち物…筆記用具（服装は自由）
問 産業経済課商工観光振興室
問 ・申込先
場所…幕張メッセ国際会議場
（93）４９４２
生涯学習課スポーツ振興室
費用…無料 申込み…不要
２０１４ Tomisato English Camp
問 千葉県福祉人材センター
（社会体育館内）
大学生ボランティア募集
がいこくじん
にほんごきょうしつ
（92）１５９７
０４３（２２２）１２９４
外国人のための日本語教室
子どもたちの English Camp をお手
伝いしてくれる大学生を募集します。 大人のための水泳教室
たいしょう
げんそく しない
す
がいこく ひと
千葉県介護支援専門員
象…原
則、市
内に住
んでいる外
国の人
対
日程…８月５日（火）～６日（水）
実務研修受講試験
ひよう
むりょう
だい ひつよう
日時…７月 23 日（水）～ 24（木）
費用…無料（テキスト代は必要です） の１泊２日（通いでの参加可）
午後１時 30 分～３時 30 分
場所…佐倉草ぶえの丘＜佐倉市飯野＞
日時…10月 26 日（日） 午前 10 時～正午 ば し ょ に ち じ
場所・日時…
ほくぶ
（小雨決行）
対象…大学生で、学校の先生を目指して
対象…医療、保健、福祉分野の有資格
○北部コミュニティセンター
いる人やボランティア活動に興味がある人 場所…七栄小学校プール
者で一定期間以上の実務経験がある人
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
対象…市内在住の 20 歳以上の人
定員…４人程度
申込み…７月 23 日（水）までに簡
ちゅうおうこうみんかん
当日徴収）
申込み…６月 30 日（月）までに、 費用…４００円（保険代込み、
易書留による郵送（23 日消印有効） ○中央公民館
まいしゅうきんようび
ご ご
じ
じ
（公財）
生涯学習課窓口にて応募用紙を提出 講師…夏目幸さん（市水泳協会、
※申込書は高齢者福祉課、市社会福
毎週金曜日 午後２時～４時
もうしこみさき
日本体育協会公認水泳指導員）ほか
その他…ボランティア活動中の傷害
祉協議会で配付しています。
問 ・申込先
問 ・申込先 県社会福祉協議会
とみさとこくさいこうりゅうきょうかいじむきょく
申込み…事前に電話予約または当日
保険の加入と食事の用意あり
富 里国際交流協会事務局
会場にて
※報酬、交通費の支給はありません。
０４３（２０４）１６１０
きかくかきかくとうけいはんない
（企画課企画統計班内）
問 ・申込先 市水泳協会 片岡
問 ・申込先 生涯学習課社会教育班
〒２６０－８５０８
０８０（１３６９）８７０９
（93）７６４１
千葉市中央区千葉港４－３
（93）１１１８
▲

６月 23 日（月）～ 29 日（日）は
『男女共同参画週間』

スポーツ

▲▲
▲▲▲

教室 ･ 講座

福 祉

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。

