パブリックコメントを募集します

おもな内容

さとバスは
京成酒々井駅への
乗り入れを開始します

（ ）１１１８

平成 年度から「さとバス」と「デマンド交通」による
公共交通の実証運行を実施しています。 月１日（水）か
ら、
「さとバス」は京成酒々井駅へ乗り入れを開始すると
ともに、運行方法を見直します。また、デマンド交通は一
部の地域に停留所を増設します。
企画課企画統計班

富里高校

市役所

国道 ４０９号

南七栄ＮＴ

南平台南

新橋公民館

停留所増設

「スーパーナリタヤ」停留所
「二区東」停留所

デマンド交通

参加者大募集！

無料

２０１４とみさとスポーツ健康フェスタ

・申込先 生涯学習課スポーツ振興室
（ ）１５９７

全種目共通事項
■対象
市内在住、在勤、在学の人
■申込み ★印のある種目は
事前申込みが必要、それ以外
は直接会場へ
■申込期限
月３日（金）
■持ち物 室内種目は上履き

ノルディック・ウォーキング
教室 ★

■時間 午前９時～ 時 分
■場所 富里中央公園
イベント広場
※雨天時は社会体育館１階剣
道場で「ストレッチ＆ウォー
キング教室」を開催（上履き
要持参）
■対象 おおむね 歳以上
■定員 先着 人

野球教室★

■時間 午後１時～３時 分
■場所 社会体育館１階柔道場
■対象 中学生以上の女性
■定員 先着 人
■持ち物 バスタオル

リラックス・ヨガ教室★

92

13

プロ野球球団から講師を迎
えます。※雨天中止
■時間 午後０時 分～４時
■場所 富里中央公園野球場
■対象 小学生
■定員 先着１２０人
■持ち物 グローブ

ショートテニス

■時間 午後１時 分～３時 分
■場所 社会体育館
２階アリーナＢ面
■対象 小学生以上

体力測定

○ 歳～ 歳
反復横とび、立ち幅とび、
ｍシャトルラン
○ 歳以上
ｍ障害物歩行、開眼片足
立ち、６分間歩行
■時間 午後 時 分～
３時 分
■場所 社会体育館２階
アリーナＡ面
■定員 先着 人

握力、上体起こし、長座体前屈

文部科学省新体力テストに
沿った項目を測定します。
○共通項目

30

（月・祝）

ニュースポーツ体験

30

■時間・場所
○午前９時～正午
社会体育館１階ロビー
○午後１時 分～３時 分
社会体育館２階アリーナ

血圧・体脂肪の測定コーナー

30

20

10 65 20

10

50

30

30

福祉センター

問

11

40

30

人形台西 市立図書館

50

30 1

50

林田商店前
第一小学校下
麻賀多神社

「バルールド」停留所

「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特
例給付金」の申請受付は、９月 30 日（火）
までです。
支給対象者には、申請書を６月 30 日に発
送しています。必要事項を記入し、同封の返
信用封筒で返送してください。

これまでのさとバスは「ＪＲ 「富里バスターミナル線」の２つ
酒々井駅」までの乗り入れで
の路線で運行を開始します。
し た が、 月 か ら は「 京 成
デマンド交通では、新たに３
酒々井駅」まで乗り入れします。
か所の停留所を増設します。
また、さとバスの運行方法は、
この見直しにより運行時刻
市役所と酒々井駅を往復する
が変わりますので、ご注意く
「酒々井駅線」と、市役所と
ださい。詳しくはパンフレッ
バスターミナルを往復する
トなどでご確認ください。

ヤックス富里インター店前

10

ユニカールとフリーブロー
を体験できます。
■時間 午前９時～ 時 分
■場所 社会体育館
１階柔道場
■対象 小学生以上

64

30

吉川医院前
国道２９６号

ＪＲ酒々井駅

臨時福祉給付金
子育て世帯臨時特例給付金

93

10

１
さとバス路線概要図

大溜橋

30

30

東
関
自 東
動
車
道

京成酒々井駅

■停留所名 スーパーナリタヤ
（位置は店舗敷地内駐車場）
■対象ルート 全て（根木名・高松・十倉）

（火）
まで

10

発行日● 9 月 15 日（毎月２回発行）
発行●富里市 編集●富里市総務部秘書広報課 〒 286-0292 千葉県富里市七栄 652 番地 1 ＴＥＬ● 0476（93）1111（代） Ｆ
ＡＸ● 0476（93）9954
●富里市ホームページアドレス http://www.city.tomisato.lg.jp/ ●電子メールアドレス info@city.tomisato.lg.jp

スポーツを
楽しむ絶好の
機会です

11

七栄小学校
伊篠新田

■停留所名 バルールド
（位置は公園前歩道）
二区東（位置は県道沿い）
■対象ルート 十倉ルート

30
９

さとバスとデマンド交通の詳しいルートや時刻表を示したパンフレットは、企画課窓口と
さとバス車両内で配布しています。また、市ホームページでも確認できます。

申請期限が迫っています

問
【ご注意】
紙面の都合上、停留
所の記載は一部のみ
となります。ご了承
ください。

富里バスターミナル

カラーコンタクトレンズの使用は慎重に！…… ３
2014.September

25

富里バスターミナル）
富里バスターミナル線（市役所

はい、こちら消費生活センターです！
平成 26 年

（水）
から

京成酒々井駅）
酒々井駅線（市役所

きずな富一通学合宿………………… ３
No.

子ども・子育て支援新制度…………… ２

( 仮称 ) 富里市犯罪のないまちづくり推進条例…… ２
平和施設見学会………………………… ３

9

10
2 つの路線で往復運行を開始します

参加者募集

みんなでつくるまちづくり

15
751

平成 27 年４月から

問 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

問い合わせ専用ダイヤル
（93）１１８８

2

10

子どもが満３歳未満で 保育所、認定こども園、
保育を希望する場合
地域型保育

秋の全国交通安全運動

平成 年４月に、小学校へ
入学する児童（平成 年４月
２日～平成 年４月１日生ま
れの人）を対象に、各小学校
で内科・歯科などの健康診断
を行います。
診断対象の児童には、
「健
康診断票」などを送付してい
ます。健康診断の日時、場所、
注意事項などを確認してから
受診してください。

入学前に必ず受診を

20

差し押さえ物件を
インターネットで公売

９月 日（日）～ 日（火）
は、秋の全国交通安全運動です。
運転する機会の多くなる秋
の行楽シーズンに向け、市民
一人ひとりが交通ルールを守
り、正しい交通マナーを実践
しましょう。
■スローガン
～身につけた？
ルールとマナーと 反射材～
■重点目標
○ 子どもと高齢者の交通事故防止
○夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗車中の交通事故防止
○全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正し
い着用の徹底
○飲酒運転の根絶
■３・ライト運動実施中
①ライト（前照灯）
早めにライトの点灯を
②ライト・アップ（目立つ）
歩行者・自転車は、反射材
やライトの利用を
③ライト（右） 運転者は道路
の右側にも注意を払い、横
断者との衝突を防ぎましょう
千葉県生活安全課
０４３（２２３）２２６３

21

パブリックコメントを募集します

11

平成 年４月から

３号認定

仮(称）
富里市犯罪のないまちづくり推進条例
（素案）

26

h t t p : / / k o u b a i . auctions.
yahoo.co.jp/
納税課納税班
（ ）３８９５
（インターネット公売専用）

※次のようなときは、学校教
育課へ連絡をしてください。
○ 診断日までに通知書が届かない
○記載事項に誤りがある
○健康上の理由などで受診で
きない
学校教育課指導班
（ ）７６５９

93

■停止するサービス
○予約本の受け取り・返却
９月 20 日（土）午前９時～午後１時
○図書検索機の使用
９月 19 日（金）午後～
21 日（日）午前中

子どもが満３歳以上で
保育所、認定こども園
保育を希望する場合

27

日
程
場
所
10月10 日
（金） 根木名小学校
10月17 日
（金） 富里南小学校
10月20 日
（月） 浩養小学校
10月21日
（火） 富里小学校
10月22日
（水） 洗心小学校
10月28日
（火） 日吉台小学校
11月 ４日（火） 富里第一小学校
11月 ７日（金） 七栄小学校

問

北部コミュニティセンターの電気設
備点検に伴い、次のサービスを一時
停止します。ご不便をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

30

サービ ス の
一時停 止 に つ い て

「子ども ・
子育て支援新制度」が
始まります！

10 月 25 日（土）午後 ２ 時～４時

２号認定

子育て支援課子ども子育て政策室
（ ）４４９７

第４回

子ども・子育て支援新制度とは？

10 月 25 日（土）午前 10 時～正午

平成 年８月に成立した
「子ども・子育て関連３法」に
基づき、幼児期の教育や保育、
地域の子育て支援を総合的に
推進するためにつくられました。

10 月 11 日（土）午後 ２ 時～４時

第３回

27

新制度の目的
①質の高い教育・保育の総合
的な提供
幼児期の教育と保育、地域
での子育て支援の一体的提供
に向け、幼稚園と保育所の機
能を併せ持つ「認定こども園」
の制度の改善と普及を図ります。
②保育の量的拡大・確保
認定こども園や保育所などの
整備のほか、地域型保育（少人
数制の保育）による多様な保
育の充実を図ります。
③地域の子育て支援の充実
様々な子育て支援のニーズ
に対応するため、子育て相談
や親子の交流、一時的に子ど
もを預かることのできる場の

第２回

93

－

93

問

問 ■申込み ９月 30 日（火）までに電話または窓口

・申込先
生涯学習課文化資源活用室
（ ）７６４１

よ む よ む

問

－増刊号－
Toshokan
Net としょかんねっと

62

49 08

9 25

27

10

21

（90）４６４６

市立図書館

問

市では、市税滞納者から差
安心して暮らすことのできる犯罪のない地域社会を実現
し押さえた財産をインター
するための基本的な指針となる「
（仮称）富里市犯罪のな
ネット公売します。
いまちづくり推進条例」の策定作業を進めています。
インターネット公売につ
今回、素案を作成したので、市民の皆さんに公表し意見
いての詳しい内容や参加方
を募集します。
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
■その他 提出された意見を
■意見募集期限
ドライン」などで確認してく
考慮し、最終的な意思決定を
月６日（月）まで
（土・日曜日、祝日を除く） 行います。提出された意見と、 ださい。
ま た、 公 売 の 参 加・ 入 札
これに対する市の考え方を公
■閲覧場所
は、ヤフー㈱の「官公庁オー
表します。提出された意見を
○市民活動推進課窓口
クション」のページで手続き
考慮し、素案を修正したとき
○日吉台出張所窓口
も、内容と理由を公表します。 してください。なお、売却で
○市ホームページ内
取得した代金は、未納税金な
なお、意見に対する個別の回
■提出方法 住所・氏名を記入
どに充てられます。
答はできません。
し、次のいずれかの方法で提出
インターネット公売によ
・提出先
○市民活動推進課窓口に持参
り多くの人に参加してもらい、
市民活動推進課市民安全班
○日吉台出張所窓口に持参
滞納額の縮減を目指します。
（ ）１１１４
○郵送（６日消印有効）
〒２８６ ０２９２
（住所不要） ■公売物件
○ＦＡＸ ○電子メール
不動産 マンション
（ ）９９５４
※意見書の様式は問いません。
提出された意見書は返却でき
shiminkatsudou@city. （東和緑野ダイヤモンドマ
ンション ７０１号）
ません。
to
mis
a
to
.
l
g
.
jp
東京都足立区大谷田
国登録有形文化財
３丁目４番地 （住居表示）
東京都足立区大谷田
「旧岩﨑家末廣別邸学びワークショップ」
３丁目 番地１（登記簿）
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根８階建７階部分
・ ㎡
昭和 年９月５日築
■公売参加申込期間
９月 日（木）午後１時～
月 日（木）午後 時
■入札期間
月 日（金）午後１時～
日（金）午後１時
■ヤ フ ー ㈱
官公庁オークションページ
18

時

日

93

※市内には、認定こども園、地域型保育はありません

「子ども・子育て支援新制
三菱財閥三代目総帥である
度」について、市や内閣府の
ホームページで確認できます。 岩﨑久彌氏と末廣農場の歴史
を辿り、
「旧岩﨑家末廣別邸」
■内閣府子ども・子育て支援
をどのように守り伝えていく
新制度施行準備室ウェブサイト
のかを考える「旧岩﨑家末廣
別邸学びワークショップ」を
開催します。
ワークショップは全４回を
予定し、貴重な写真などを参
考に末廣農場の歴史を紐解き、
岩﨑久彌が目指した理想の農
場の姿を考えます。
■対象 市内在住の 歳以上
で全４回参加できる人
■定員 先着 人 ■費用 無料
※各回の会場とテーマは第１
回開催時にお知らせします。

30

24 17

93

10 月 ４日（土）午前 10 時～正午

子どもが満３歳以上で
幼稚園、認定こども園
教育を希望する場合

11

10

HP

問

第１回

１号認定

27

利用先
対 象
支給認定区分

問

充実を図ります。
http://www8.cao.go.jp/
shoushi/shinseido/index.
新制度の手続きについて
html
認定こども園、幼稚園、保
育所などの入園・入所には、
なお、平成 年４月の幼稚
現在の手続きに加え、利用の
園の入園手続きについては
ための認定（支給認定）が新
月１日号、保育所の入所手
たに必要になります。
続きについては 月１日号の
支給認定の申請後、認定結 「広報とみさと」でお知らせ
果に応じて、市から「認定証」 します。
を交付します。認定された区
※一部の私立幼稚園では、新
分により、利用できる施設な
制度に移行せず、従来どおりの
どが決まります。
入園手続きの場合もあります。
10

ＦＡＸ

■第１回テーマ「末廣農場の歴史を学ぼう」
※変更になることがあります。
■場所 中央公民館４階大会議室

93

■認定区分による利用先
HP

24

■費用
ー ー
○一般 １、
０００円
みんなでつくる
○中・高校生 ５００円
○小学生 １００円
富里第一小学校区まちづくり協議会・
費用は、当日に徴収します。 富里第一地区社会福祉協議会共催

きずな富一通学合宿

＜

＞

▼

富里第一小学校区まちづくり協議会
相川 （ ） ３４４

25
○

県内では、輸血用の血液が大変不足しております。医療に必要な血液
は人工的につくることができず献血に頼っています。
患者さんの尊い命を救うためにも、２００ml、４００ml のいずれか
の全血でご協力をお願いします。
日時…９月 26 日（金）午前10 時～11 時 45 分／午後 １ 時～ ４ 時
場所…中央公民館

平成 年度平 和 施 設 見 学 会
過去を知り、平和について考えることを目的に、施設見
学会を開催します。今年度は、東京大空襲に関する資料の
見学や戦災体験講話、また、水爆実験によって被害を受け
た第五福竜丸の見学を行います。
・申込先 秘書広報課秘書広報班
（ ）９９５４
（ ）１１１
東京大空襲・戦災資料センター

■その他
参加の可否については、
月６日（月）までに、電話ま
たはＦＡＸ でお知らせしま
す。

＞

▼

更生保護女性会

献血キャラクター
「けんけつちゃん」

～身近なボランティア～
献血にご協力を！

法務大臣から感謝状を受賞
献血、

東京都立第五福竜丸展示館

協
働

■申込み方法
月３日（金）までに電話
富里第一小学校の４～６年生の 人を対象
または次の事項を記入しＦＡＸ
に、７月 日～ 日の３泊４日で、地域住民
○氏名 ○住所
とのふれあいと子ども達の自主性を育む通学
○年齢 ○電話番号
合宿を実施しました。
※ＦＡＸで申し込んだときは、
子どもたちが親元を離れ、野菜の収穫や
必ず電話で連絡してください。 食事の支度、近隣家庭でのもらい湯、布団
※定員を超えたときは、初め
の支度など、お互い協力して取り組みまし
て参加する人を優先し、過去
た。多くの地域住民がボランティアで関わ
に参加したことのある人は抽
り、地域コミュニティづくりにも効果があ
選で決定します。
りました。
富里第一小学校区まちづくり協議会は、
各種団体の力を持ち寄って活動しています。
これからも皆さんのご協力をお願いします。
20

ま
ち
づ
く
り

お待ち
献血 in
し
います て
!
中央公民館
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はい、こちら

消 費 生 活 セ ン タ ー です！

■ 代・ 代のカラーコンタクト使用者１、
０００人に
実施した使用実態に関するアンケート結果（国民生活
センターホームページ商品テストの結果より）
○購入時に眼科を受診したことがない人が４割以上
○定期検査をまったく受けていない人が３割
○目の調子が悪くなっても、その半数は眼科を受診しない
○誤った使用方法やケア方法をしている人が多数

◆事例◆
中学校３年生の娘が量販店でカラーコンタクトレン
ズをファッション用に購入し、寝るとき以外は１か月
ずっと装着していたようだ。両目に痛みを感じ、目
を開けられなくなったと言うので眼科に連れていくと、
医師から「角膜が傷ついている。失明の可能性もある
ので大きな病院を紹介する。
」と言われた。

瞳の色や大きさを変えられるとして、若い女性に人
気のカラーコンタクトレンズですが、使用によって眼
障害が起こったというケースがあります。

「カラーコンタクトレンズの使用は慎重に！」の巻

●お子さんは大丈夫ですか？

消費生活
相談コラム

◆アドバイス◆
○カラーコンタクトレンズは高度管理医療機器です。リ
スクも十分に理解したうえで、必ず眼科を受診し、眼科
医の処方に従ったレンズを選択するようにしましょう。
○使用していて目に異常を感じた場合には、ただちに
使用をやめて眼科を受診することが重要です。また、
異常がなくても、３か月に１回は定期健診を受けましょう。
○レンズの使用期限を守り、レンズのケアを正しく行
うことも大切です。

＜

消費生活センター

（ ）５３４８

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

・相談先

93

10

市更生保護女性会に法務大臣から感謝状が贈ら
れました。
この感謝状は、法務省が主催する「社会を明る
くする運動」の
実 施 に 当 た り、
功績が認められ
た 個 人・ 団 体 な
どに贈られるも
のです。
永年にわたる
八街少年院の「生
け花」を通じて
の更生保護活動
が 認 め ら れ、 今
回の表彰に至り
ました。

▲左から髙木会長、相川市長、水野さん、西村さん

ＦＡⅩ

ナ
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1

2

コ

13

93
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小学校５・６年生の 30 人が参加し、４人の外国人講師とともに
英語ゲームやグループ対抗レース、フォトフレーム作りなどを楽し
みました。活動中は、各グループに外国人講師がつき、常に英語と
触れ合うことができました。
最初は戸惑ってい
た子どもたちも、英
語が出てこないとき
はボディランゲージ
で伝えるなど、悪戦
苦闘しながらも、英
語にチャレンジした
夏となりました。

問

問

Ca mp を実施しました。

■日時
月 日（土）
集合 正午市役所玄関前
帰着 午後５時（予定）
■見学先
○東京大空襲・戦災資料センター
東京都江東区北砂
○東京都立第五福竜丸展示館
東京都江東区夢の島
■対象
市内在住で小学生以上の人
（小学生は保護者同伴）
■定員
人

英会話

８月５日～６日の１泊２日で、佐倉草ぶえの丘を会場に En g l i s h

20

10

18

英語にチャレンジ！

10

彰

表

26

10

30

２０１4 To m isato En g lish Camp

10

問

2014.9.15
広報とみさと

3

4

情報ネット
平成 26 年度
ＣＨＩＢＡ創業セミナー

くらし
空き地の管理は適正に

保険・年金・税
国民年金の種類

空き地の雑草を放置しておくと、
ごみの不法投棄や害虫などの発生原
因になります。所有者は日頃から土
地の適正管理を心掛けてください。
問 環境課環境衛生班
（93）
４９４５

国民年金には次の３つの基礎年金
があります。
■老齢基礎年金
支給…65 歳から
年金額…満額で７７２，
８００円
受給資格要件…納付や免除期間など
の合計年数が 25 年以上
中部ふれあいセンター
■障害基礎年金
臨時休館のお知らせ
加入中に病気やけがなどで一定の
休館日…９月 24 日（水）終日
障害が残ったとき
中部ふれあいセンターでは管理運 年金額…○１級 ９６６，
０００円
営委員会と事務員の全体研修会が行
○２級 ７７２，
８００円
われるため、臨時休館となります。 子の加算額…（※１）
利用者の皆さんにはご不便をお掛 納付要件…（※２）
けしますが、ご理解とご協力をお願 ■遺族基礎年金
死亡した被保険者が生計を維持し
いします。
問 市民活動推進課市民協働推進班
ていた 17 歳以下の子（障害者は 19
（93）１１１７
歳以下）または子のある妻・夫
年金額…７７２，
８００円
オータムジャンボ宝くじ
子の加算額…（※１）
納付要件…（※２）
全国の宝くじ売り場で発売されて ※１…２２２，４００円（１人目・
いるほか、通信販売でも購入できま ２人目）
、
７４，
１００円
（３人目以降）
す。宝くじの収益金は、市町村の明 ※２…初診日（死亡日）前の納付・
るく住みよいまちづくりに使われます。 免除期間が被保険者期間の３分の２
発売単価…1 枚３００円
以上または初診日（死亡日）の属す
発売期間… ９月 19 日（金）～
る月の前々月までの直近の１年間に
10 月 10 日（金）
未納がないこと
問 国保年金課高齢者医療年金班
抽選日…10 月 17 日（金）
（93）４０８５
○１等
３億３千万円
前後賞
各３千万円
○２等
１千万円
問
千葉県市町村振興協会
０４３（３１１）４１６２

教室･講座

福 祉

男性のための料理教室

男性の生活習慣病予防と自立支援
を目的にした教室を開催します。若
い人の参加もお待ちしています。
中途失聴者・難聴者との
日時…① 10 月 31 日（金）
手話学習とミニ懇談会
② 11 月 ６日（木）
日時…① 10 月 ４日（土）
午前９時 30 分～午後１時
※両日の参加も可
② 10 月 19 日（日）
場所…保健センター
いずれも午後１時 30 分～４時
内容…フライパンや電子レンジを
場所…①佐倉中央公民館
使った簡単料理
＜佐倉市鏑木町＞
②印西市中央駅前地域交流館 対象…市内在住の 20 歳以上の男性
費用…５００円 定員…先着各 20 人
＜印西市中央南＞
持ち物…筆記用具、エプロン、三角
費用…無料
（初回のみテキスト代１，
０００円） 巾、手拭き用タオル、布巾２枚
申込み…不要
申込み…10 月 17 日（金）までに電
問 ＮＰＯ千葉県中途失聴者・
話または窓口で予約
※後日、詳細を連絡します。
難聴者協会 印旛香取事務所
問 ・申込先 健康推進課保健指導班
０４３（４９６）２３３１
ＦＡＸ ０４３（４６１）６５３３
（93）４１２１

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。

日時…10 月４日（土）
午前９時 30 分 ~ 午後４時 30 分
場所…市川駅行政サービスセンター内
I－Li n k ルーム ＜市川市市川南＞
内容…創業前に知っておきたい基礎
知識、創業保証制度、事例発表、融
資制度の活用方法、個別相談会など
対象…創業予定者・創業１年未満の人
定員…先着 50 人 費用…無料
申込み…ホームページから申込み
データを送信またはダウンロードし
た申込書を FAX で送信
問 ・申込先
千葉県産業振興センター総合支援室
０４３（２９９）２９０７
ＦＡＸ０４３（２９９）３４１１
HP h t t p : / / w w w . ccj c-net.
or.jp/~support/

相 談
年金相談
日時…９月 18 日（木）
午前 10 時～正午／午後１時～３時
場所…市役所分庁舎１階会議室
問 国保年金課高齢者医療年金班
（93）４０８５

募 集
軽費老人ホーム「よしきり」
運営事業者を募集

公民館
公民館の使用申請
■ 10 月１日（水）から受付
公民館棟の平成 27 年１月使用分、
講堂棟の平成 27 年４月使用分の使
用申請書の受付が始まります。
受付時間は午前８時 30 分～午後
５時 15 分までです。
問 中央公民館
（92）１２１１

子育て
提出はお済みですか？
児童手当の「現況届」
９月 22 日（月）までに未提出の
場合は、平成 26 年６月以降の手当
を受けられなくなります。
なお、現況届は 6 月１日に郵送し
ていますので確認してください。
問 ・申請先 子育て支援課児童家庭班
（93）４４９７

ほっかほかクラブ
日時…９月 22 日（月）
午前 10 時～正午
場所…北部コミュニティセンター２階
内容…みんなで楽しくリトミック！
講師…宇佐見優子さん
対象…３歳までの子どもと保護者
費用…１家族１００円
持ち物…汗ふきタオル、飲み物、
運動しやすい服装
問 日吉台地区社会福祉協議会 石井
（92）２０７１

軽費老人ホームを運営する事業者
を募集します。詳しくは問い合わせ
てください。
施設…軽費老人ホーム「よしきり」 浩養幼稚園の友だちと
印西市瀬戸１８４４－２
一緒に遊びませんか！
問 印旛郡市広域市町村圏事務組合
日時…10 月３日（金）
０４３（４８５）０３９７
午前 10 時～ 11 時
内容…園開放、お話でてこーい！
対象…未就園児と保護者
費用…１００円（保険代）
持ち物…上履き、水筒
申込み…９月 26 日（金）までに電
秋季市ダブルステニス大会
話で予約
問 ・申込先
日時…10 月 26 日（日）
（94）００５４
浩養幼稚園
集合：午前８時 45 分
予備日：11 月２日（日）
場所…市営テニスコート
対象…市内在住・在勤の中学生以上の人
種目…ダブルス（男女組合せ自由、
ハンディなどあり）
費用…１人１，
０００円
第 30 回記念
定員…先着 16 組程度
“竹謡会”民謡発表会
申込み…10 月 19 日（日）までに電
入場無料です。ぜひ来場ください。
話または電子メールにて
問 ・申込先
日時…９月 28 日（日）
午前 10 時～
市体育協会テニス専門部 平野
場所…中央公民館講堂
０９０（９３６３）０３０７
問 松本
（93）４３６９
h i r a n o k yk k @ ya h o o .co . jp

スポーツ

仲間募集

