No.

おもな内容

10

少人数

豊かな自然

少規模特認校

地域のぬくもり

浩養小学校………… ２

にっこり笑って、ホッと一息「笑って学ぶ女と男」

平成 26 年度男女共同参画講演会…… ２
退職後第２の人生を楽しむために 50 代からできること

15
753

協働のまちづくり講座……………… ２
お知らせします

源泉徴収義務者の皆さんへ………… ２
第 18 回「ポイ捨て “ ナイナイ ” キャンペーン」 ほか

平成 26 年

2014.October

とみさとプラザ……………………… ３

日

程

費

10 月 29 日（水）～ 11 月４日（火）正午までは、
中央公民館施設の貸出は行いません。
なお、
４日
（火）
午後１時から通常通り利用できます。
用

時

間

プリザーブドフラワー 10 月 31 日（金）
7 00 円（材料費）
午前９時 30 分～午後３時
11 月３日（月・祝）
体験教室
押し花体験教室
3 00 円～ 500 円（材料費）午前10時～午後３時
（なのはな会）
11 月１日（土）
子どもいけ花教室
1 00 円（材料費）
午後１時～４時
ジョイントコンサート
問 新谷
(92) ０３１６
11 月２日（日）

囲碁大会
押し花体験教室
（S e v e n L i g hts）
将棋大会（※）

11 月３日（月・祝）

茶会

場

所

93

１階ロビー

４階大会議室

前売券 1,000 円
当日券 1,500 円

開場：午後１時 30 分
開演：午後２時

無料

午前９時～

5 00 円～ 600 円（材料費）

午前10時～午後３時
１階ロビー
午前10時～午後３時 30 分 ４階大会議室

1 ,000 円（昼食代など）

午前９時～

２階和室

1 00 円（茶菓子代）

午前10時～午後３時

２階茶室

1

31

11
３

日（月・祝）

容

期間中の中央公民館の利用

47

月

内

講堂

（ ）７６４

行事の部

場所 ３階創作室 ４階音楽室
４階大会議室
○書 道
○児童・生徒作品展
○写 真
（図画、書写）
内容 ○陶 芸
○絵 画
○ユネスコパネル展
など
○標語 など

問

日（金）～

○手工芸

所

生涯学習課文化資源活用室

○プリザーブドフラワー
○生け花
内容 ○押し花
○和紙ちぎり絵

場

○太極拳
○詩吟
○三味線
○舞踊

月

２階研修室 ２階児童室

容

10

回富里市文化祭

１階ロビー

内
○フラダンス
○民謡
○篠笛
○コーラス
○シャンソン

第

場所

11 月１日（土）午前 10 時 ～

発行日● 10 月 15 日
（毎月２回発行）

市文化祭を中央公民館で開催します。
市内で活動しているサークルを中心に、「展示」
「発表」
「行事」の各部門で活動の成果を発表します。
家族や友達とお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

10 月 31 日（金）～ 11 月３日（月・祝）
午前９時～午後５時（３日は午後４時 30 分まで）

発表の部

展示の部

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

講堂
２階和室

○各種教室は正午～午後１時まで昼休みになります。
※将棋大会は 10 月 24 日（金）までに電話で申込み。当日申込みの場合は、
午前９時 40 分まで（時間厳守）

20

26

秋の行政相談週間

10

土砂災害に備えて

93

19

か所あります

（ ）１１１４

■土砂災害危険箇所を
ご存知ですか？
市内には、県が指定した土
砂災害の恐れのある土砂災害
危険箇所が か所あります。
危険箇所の情報は、市民活
動推進課窓口または県ホーム
ページで確認できます。
●千葉県ホームページ

30

19

月 日（月）～ 日（日）
は「秋の行政相談週間」です。
行政相談とは、国道の建設
や管理、年金や医療保険など
の国の仕事や、特殊法人の仕
事について、
○苦情を申し出たが、説明や
措置などに納得がいかない
○苦情や困っていることを、
どこに相談したら良いか分
からない
○このようにしてほしい
などの相談を、国から委嘱
された行政相談委員が直接聴
いて、その解決を図る制度です。
相談は無料で、秘密は固く
守られます。
なお、相談の申し出は、口
頭、電話、手紙などでも受け
付けています。

28

～富里市行政相談所～

10

市内で開催されている行政
相談は、
「人権相談」と「心
配ごと相談」と合同で、次の
通り開催しています。

■日時
毎月第４火曜日
午前 時～午後２時 分
（ 月は 日（火）に開催）
■場所
福祉センター２階会議室
※日時・場所は都合により変
更する場合がありますので、
「広報とみさと」などで確認
してください。

問い合わせ先
●千葉行政評価事務所
０５７０（０９０）１１０
●秘書広報課秘書広報班
（ ）１１１２

10

HP

市内に土砂災害危険箇所は

10

問

市民活動推進課市民安全班

26

http://www.pref.chiba.
lg . jp/ k an ky o u- ken do/
ken do z u ku r i/s a ig ai/
s abo u / ind ex. html
自宅が危険箇所に近いとき
は、警戒情報に注意し、市か
らの避難勧告や自主避難に備
えて準備しましょう。
なお、土砂災害警戒情報が
発表されたときは、防災行政
無線及び防災・防犯メールで
周知します。
市内の避難場所など、市の
取組みについて詳しくは、市
ホームページで確認してくだ
さい。

市内 10 か所に防災行政無線を新たに
設置し、運用を開始しました。これで市
内の防災行政無線は 59 基となりました。
防災行政無線は、自然災害や危機事象
が発生したときに、市民に必要な情報の
伝達を迅速かつ的確に行い、地域住民の
生命と財産の保全を図ることを目的とす
る防災施設です。
■新たな防災無線設置場所
○五斗蒔公園 ○ハニワ台第１公園
○葉山集会所 ○獅子穴第３公園
○南七栄入口 ○葉山台第２公園
○太陽の丘第５公園 ○宮内児童遊園
○立沢ニュータウン公園 ○中木戸公園
問 市民活動推進課市民安全班
（93）１１１４

93

広島市で、平成 年８月の
豪雨による大規模な土砂災害
が発生し、死者・行方不明者
人を超える人命が失われる
甚大な被害を受けました。
自然災害は、人の力で防ぐ
こ と は で き ま せ ん が、 日 頃
からの備えや速やかな避難に
よって被害を減らすことが可
能です。特に、９月から 月
にかけては、台風や秋の長雨
による風水害や土砂災害の発
生に注意が必要です。
日頃から自宅周辺の危険性
を把握し、いざという時の避
難行動を確認しましょう。
■土砂災害の予兆・前兆現象
長雨や大雨、または地震が
発生したとき、こんな前ぶれ
を確認したら、早めに安全な
場所へ避難しましょう。
○がけから水が吹き出す
○がけからの水が濁る
○がけに亀裂が入る
○小石がパラパラと落ちてくる
○がけから音がする
70

新 た に 防 災 行政 無 線 を
設置しました

2

小規模特認校

30

平成 年度富里市男女共同参画講演会

平成 年度第 回
協働のまちづくり講座

問

にっこり笑って、ホッと一息

源泉徴収義務者の皆さんへ
お知らせします

年末調整などの説明会

■対象 源泉徴収義務者
■申込み 不要、直接会場へ

給与支払報告書などは
電子申告などでの提出が
義務化されています

平 成 年 月 か ら、 国 税
の法定調書の提出について、
前々年に提出すべきであった
法定調書が千枚を超える場合、
国税電子申告・納税（ｅ Ｔ
ａｘ）もしくは光ディスクな
どを利用した電子提出が義務
付けられていますが、それと
併せて、
「給与所得の源泉徴
収票」が千枚を超えている場
合、各自治体に提出する「給
与支払報告書（個人住民税）
」
についても、地方税電子申告・
納税（ｅＬＴＡＸ）もしくは
光ディスクなどを利用した電子
提出が義務付けられています。
提出方法など詳しくは、問
い合わせてください。

問い合わせ先
●成田税務署法人課税第２部門
（ ）５１５１
（音声案内「２番（税務署）
」
を選択）
●課税課市民税班
（ ）０４４３

1

浩養小学校で
学びませんか
50

ＦＡＸ

笑って学ぶ女と男

●源泉徴収義務者とは
会社や個人が、人を雇って
給与を支払う場合には、その
支払の都度、支払金額に応じ
た所得税を差し引き国に納め
なければなりません。
この所得税を差し引いて、
国に納める義務のある者を源
泉徴収義務者といいます。

93

「平成 年分の年末調整の
しかた並びに法定調書及び
給与支払報告書の提出につい
て」の説明会を開催します。
■日時
月 日（火）
午後１時 分～
■場所 中央公民館
４階大会議室

26

退職後第２の人生を
楽しむために
代からできること

31

○退職者や翌年５月 日まで
平成 年度から個人住民税の
に退職予定
給与天引きを徹底します
○毎月の給与が少なく、個人
源泉徴収義務者は毎月従業
住民税を特別徴収しきれない
○給与が毎月支払われていない
員に支払う給与から個人住民
など
税を天引きし、従業員に代わ
詳しくは市ホームページで
り市町村に納入すること（特
確認できます。
別徴収）が法律と条例で義務
付けられています。
http : //www. city .
平成 年度から県と県内市
to mis a to. l g . jp/
町村では、アルバイト、パー
0 0 000 0 604 0 .html
問い合わせ先
ト、役員などを含む全ての従
●県税務課
業員の個人住民税について特
０４３（２２３）３０９８
別徴収の適正化を徹底します。
●県市町村課
一定の例外を除き全事業主が
０４３（２２３）２１３３
対象になります。対応できる
●課税課市民税班
よう準備をお願いします。
（ ）０４４３

28

28

●特別徴収の例外
次に該当している場合は特
別徴収の対象ではありません。
■事業主
○常時２人以下の家事使用人
のみに対して給与などの支
払いをする
○総受給者数（他市町村を含
む全従業員などのうち、上
記の従業員などの要件に該
当する者を除く人数）２人
以下の事業所
■従業員など
○４月１日現在で給与の支払
を受けていない

－

（ ）１１１８

う だ ん じ

■講師 桂右團治さん
（落語家）

兵庫県神戸市出身
早稲田大学法学部卒業
現在、慶應義塾大学文学部第
三類通信教育課程に在籍
昭和 年、 代目桂文治に入
門。小文となる
平成３年、二ツ目に昇進
平成 年、
（社）落語芸術協
会初女性真打に昇進。右團治
となる

1 4

kyodo@city.tomisato.lg.jp

25

93

26

93 93

・申込先
企画課企画統計班

30

11

2

2 30

30

14

28

93

■日時 10 月 19 日（日）
午前 10 時～ 11 時 30 分
■場所 市立図書館２階ＡＶホール
■講師 林田利之さん（市生涯学習課
文化資源活用室室長）
■費用 無料
■定員 先着 80 人
※定員になり次第受付を終了します。
■申込み 10 月 18 日（土）までに
電話または図書館相談カウ
ンターで直接申し込み

10

問

男性ばかりの落語界の中で、
落語芸術協会で初の女性真打
ちとして 年以上にわたり活
躍されている桂右團治さんを
講師に迎え、誰もが一人ひと
りの個性を認め合える男女共
同参画社会について、これま
での経験をもとに、落語を交
えながら楽しく学ぶ講演会を
開催します。
■日時
月 日（土）
午後２時～４時
（予定）
開場 午後１時 分
■場所 市立図書館
２階ＡＶホール
■費用 無料
■定員 先着 人
■申込み 事前に電話または
市役所企画課窓口で申込み
■その他 託児有り（ 月７
日（金）までに事前予約）
63

平成 年度から浩養小学校
を小規模特認校に指定します。
退職後の生活について、考
小規模特認校とは、一定の
えたことはありますか？
条件のもと、市内全域から通
今回の講座では全国各地で
学できる制度です。
Ｎ Ｐ О、 企 業、 行 政 の 中 間
浩養小学校は、緑に囲まれ
支援やコーディネートなどを
た環境で、現在 人の児童が
行っている永沢映さんを講師
通 っ て い ま す。
に迎え、退職後の地域活動へ
今後、小規模校
の参加などの生きがいづくり
の特徴を活かし
のヒントを学びます。
て、きめ細かな
働き盛りの人、すでに退職
指導と一人ひと
していて、自分の特技や趣味
りの子どもの個
を生かしたいと考えている人
性を大切にした
や協働のまちづくりや市民活
教育活動を展開
動に関心のある人の参加を募
していきます。
集します。
４月からの入学を希望する
■日時
月 日（日）
新入学児童は、原則として１
午後 時～ 時
月 日（金）までに申請して
開場 午後 時 分
ください。申請方法など詳し
■場所 中部ふれあいセンター
くは、問い合わせてください。 ■講師 永沢映さん（ＮＰＯ
なお、これまでの洗心小学
法人コミュニティビジネスサ
校の小規模特認校の指定は平
ポートセンター代表理事）
成 年３月 日をもって廃止
■定員 先着 人
になります。
■費用 無料
■申込み
月 日（金）ま
でに、電話、ＦＡＸまたは電
小規模特認校の転入学条件
次のすべての要件を満たす
子メールにて申込み
世帯の児童です。
※ＦＡＸ・電子メールの場合、
○市内に住所を有し、富里市
次を明記して送信。
立小学校に就学している児
○「協働のまちづくり講座」
童または就学予定の児童で
○氏名 ○住所
あること
○年齢 ○電話番号
○原則として通年通学すること
送信後、送信した旨を電話
○保護者の責任と負担で通学
で連絡してください。
すること
・申込先
○浩養小学校の教育活動につ
市民活動推進課
いて理解し協力できること
市
民協働推進班
（ ）１１１７
（ ）９９５４
31

学校教育課学事班
（ ）７６５８

「岩﨑久彌伝」～久彌が愛した末広野～

30

富里歴史講座

11

11

26

よ む よ む

30

27

問

22

70

憲法では男女の平等がうたわれていますが、
長い歴史の中で形成されてきた性的な差別の意
識が残っています。
このため、女性の社会参加が遅れていたり、
女性に対する暴力をはじめとする女性の人権を
侵害するような問題などが多く見られます。
男女共同参画社会とは、このような社会のひ
ずみを直し、その人の意思や能力、努力によっ
て活躍できるよう、だれもが性別に関わらず同
じ条件や機会を持つことができる社会の実現を
目指すものです。
国の男女共同参画社会基本法（平成 11 年制定）
において男女共同参画は、21 世紀の最重要課題
として位置づけられています。

HP

－増刊号－
Toshokan
Net としょかんねっと

11

（90）４６４６

市立図書館

問

27

93

11

男女共同参画社会とは

61

12

26

（土）
20

22
11

3

広報とみさと

2014.10.15

献血 in ベイシア

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
○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

こども急病電話相談
♯８０００
ダイヤル回線からは…
０４３（２４２）９９３９
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

教育委員に佐々木浩二氏が就任
佐々木浩二氏（十倉）が 10 月１日付けで再任さ
れました。佐々木氏は、平成 22 年 10 月から教育
委員会委員を務められ、今回で２期目となります。
今後も佐々木氏の教育行政での活躍が期待され
ます。
問 教育総務課総務班

（93）７６５９

▲佐々木浩二 委員

消費生活
相談コラム
123

はい、こちら

消 費 生 活 セ ン タ ー です！

●「 ｉＰＳ細胞・ＳＴＡＰ細胞の関連事業をかたった

詐欺的トラブルにご注意を！」の巻

全国でｉＰＳ細胞に関連した事業への投資などをか
たった詐欺的トラブルに関する相談が、高齢者を中心
に多く寄せられています。

93
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印旛市郡小児初期急病診療所

◆事例◆
証券会社を名乗る者から電話があり「ご主人が、ｉ
ＰＳ細胞を手がけているＡ社の株を買う権利に当選し
た」と言われたが、こちらから断って電話を切った。
その後すぐにＡ社から電話があり「１、
０００万円分の
株の購入ありがとうございます」と言われた。驚いて
「買っていません」というと「すでに名義貸しされてい
る。権利証や念書を送るので返送するように」言われ
たので、「買っていない株の権利証はいらない」と断った。
数日後、再びＡ社から電話があり「解約するのに
２５０万円が必要だ。立て替えてくれれば数日後に
返金する」と言われた。返金してくれるならよいと思
い、金融機関からお金をおろし、宅配便で個人あてに
２５０万円を送った。
更に数日後、Ａ社からまた電話があり「名義貸しで
株を購入したことが監査で問題なっている。ご主人の
口座が差し押さえや凍結になる」などと言われた。

10

イベント

（佐倉市江原台・佐倉市健康管理センター内）

◆アドバイス◆
○ｉＰＳ細胞やＳＴＡＰ細胞のほかにも、東京オリン
ピックや企業の個人情報漏えいなど、話題性のある
ニュースや事件に便乗した詐欺には、十分に注意し
てください。
○「代わりに買ってくれたら高値で買い取る」
「立て替
えてくれればあとで返金する」
「名義を貸してくれた
ら謝礼を払う」
「あなたの名前で買った」などと持ち
かけてくる劇場型勧誘（買え買え詐欺）には特に注
意が必要です。相手にせずにすぐに電話を切りましょう。

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

問

また、このキャンペー
ンの初日には、市役所玄
関前で一斉行動出発式が
行われ、市内各小学校区
から関係者が出席し、ご
みのないきれいなまちを
願い、キャンペーンを盛
▲一斉行動出発式。七栄小学校の児童による
り上げました。
『ＮＯポイＳＣＨＯＯＬ宣言』

夏の夕暮れに心染みる唄と音

【一般急病診療】
成田市急病診療所（成田市赤坂）
(27）１１１６

９月７日～ 26 日、第 18 回「ポイ捨て
“ナイナイ”キャンペーン」が実施されま
した。ごみのポイ捨て防止を啓発するた
め、期間中は、市内各所にのぼり旗や横
断幕などを設置し、通行する人にポイ捨
て防止を訴えました。

民謡の夕べを開催

保険証をお持ちください

【小児初期急病診療（15 歳まで）】

ゴミひろい こころもすっきり いいきぶん

中部ふれあいセンターで、８月 日
に中部ふれあいセンター管理運営委員
会主催による「民謡の夕べ」が開催さ
れました。

ドクターガイド

第 18 回「ポイ捨て“ナイナイ”キャンペーン」

当 日 は、 施 設
を利用している
竹謡会の皆さん
が出演。
力強い演奏を
交えた唄と踊り
を 披 露 し、 夏 の
夕べのひととき
を来場者の皆さ
んと楽しみまし
た。

日時…11 月 14 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 12 月・平成 26 年
１月生まれの乳児と保護者
（対象者に通知します）
持ち物…母子健康手帳
費用…無料
定員…各時間 10 組程度
問 ・申込先
健康推進課保健指導班

日時…11 月５日（水）午前 10 時～正午
受付：午前９時 30 分～
場所…印西市文化ホール多目的室
＜印西市大森＞
内容…
○講演「食物アレルギーの最新の診
断と治療～安心して食べるために～」
○交流会
講師…鈴木修一さん（
（独）国立病
院機構下志津病院小児科医師）
対象…食物アレルギーの子どもの保
護者
定員…40 人
申込み…10 月 29 日（水）までに電話
※託児はありません
問 ・申込先 印旛保健所地域保健課
０４３（４８３）１１３４

境

食物アレルギー教室

環

現在県内では、輸血用の血液が大
変不足しています。医療に必要な血
液は人工的につくることができない
－増刊号－
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４００ｍ のどち
らかの全血）にご協力ください。
日時…10 月 28 日（火）
かみかみ歯ッピー教室
午前10時～11時 45 分／
10・11 か月児を対象にした歯磨
午後１時～４時
き教室を開催します。
場所…ベイシア富里店駐車場
当日は、離乳食などの相談も受け 協力…富里ライオンズクラブ
問 健康推進課予防班
付けています。

4

情報ネット
年金相談

くらし
過激派アジト発見にご協力を
あなたの周りに、次のような人や
家に心当たりはありませんか？
○部屋への出入りの際、周囲を異常
に気にしている
○近隣の住民と接しないようにしている
○家の中から工具類を使う音がする
○火薬・薬品類の臭いがする
もしも、あなたの周辺で「あれ？
なにか変だぞ」と思ったときは、迷
わず１１０番または成田警察署まで
連絡してください。
問 成田警察署
（27）０１１０

イベント
平成 27 年成人式
成人式で新たな門出を祝い、懐か
しい仲間や恩師との再会など、楽し
いひとときを過ごしませんか？
日時…１月 11 日（日）午前 10 時～
場所…中央公民館講堂
対象…平成６年４月２日～平成７年
４月１日に生まれた人
その他…
○市内に住民票がある人には、年内
に案内状を送付する予定です
また、市内に住民票がない人でも
出席できます
○市外住所に案内状送付を希望する人
は連絡してください
問 生涯学習課社会教育班
（93）７６４１

毎月１回、社会保険労務士による
年金相談を行っています。
日頃、年金に対して感じている不
安や悩みの相談に応じます。
日時…10 月 16 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
申込み…不要 費用…無料
問 国保年金課高齢者医療年金班
（93）４０８５

公民館
使用申請のお知らせ
■ 11 月５日（水）から受付
公民館棟の平成 27 年２月使用分、
講堂棟の平成 27 年５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

無料調停相談

身の回りの問題について裁判所の
調停委員と弁護士が相談に応じます。
日程・場所…
① 10 月 25 日（土）
○成田市保健福祉館＜成田市赤坂＞
市生涯学習・家庭教育講演会
○四街道市総合福祉センター
『子どもにつけたいマナー教室』
＜四街道市鹿渡＞
日時…11 月 11 日（火）
② 11 月８日（土）
午前 10 時～ 11 時 45 分
○ミレニアムセンター佐倉
場所…中央公民館４階大会議室
＜佐倉市宮前＞
講師…岩下宣子さん
○印西市中央駅前地域交流館
（マナー教室サポート協会理事長）
＜印西市中央南＞
千葉県最低賃金が改正
費用…無料
時間…午前 10 時～午後４時
県内の事業場で働くすべての労働
申込み…10 月 24 日（金）までに電
申込み…不要、直接会場へ
問
佐倉調停協会
（佐倉裁判所内庶務課） 話または○住所○氏名○電話番号を
者とその使用者に適用される千葉県
０４３（４８４）１２１５
最低賃金「地域別最低賃金」が 10
記入し、FA X、電子メールのいず
就職基礎セミナー in 酒々井
月１日から改正されました。
れかの方法にて
富里市、佐倉市、八街市、酒々井
使用者は、この額より低い賃金で
その他…預かり保育あり（要予約）
行政書士による無料相談会
問 ・申込先 生涯学習課社会教育班
労働者を使用することはできません。 町とジョブカフェちばが共催し、面
（93）７６４１
10 月１日の「法の日」にちなんで、
接セミナーを開催します。
時間額…７９８円（21 円引上げ）
問 千葉労働局労働基準部賃金室
FAX（91）１０２０
○相続 ○遺言 ○営業の許認可申請
日時…10 月 16 日（木）
０４３（２２１）２３２８
午後１時 30 分～午後３時 30 分 ○外国人の在留 ○契約書の作成
syakai-edu@city.tomisato.lg.jp
場所…酒々井町中央公民館２階研修室
などの相談会を開催します。
内容…就活の進め方、応募書類・自己
日時…10
月 25 日（土）
10 月は年次有給休暇の取得促進期間
日本語学習支援ボランティア
P R の作成方法、ちょこっと相談など
午後１時 30 分～４時
初級養成講座
来年度の年次休暇の計画的付与に 対象…15 歳～ 39 歳までの就職希望者 場所…中央公民館１階サークル室
日時…10 月 28 日、
ついて、労使で話し合いを始める前 持ち物…筆記用具、雇用保険受給資 申込み…不要、直接会場へ
問 千葉県行政書士会印旛支部 野並
11 月 ４日、11 日、25 日、
の時期である 10 月を年次休暇取得促 格者証（お持ちの人のみ）※服装自由
０９０（７２３８）５７２６
12 月 ２日（火） の計５回
進に係る重点周知期間としています。 費用…無料 定員…20 人
いずれも午後１時 30 分～３時 30 分
○労働者全体の約 3 分の２の労働者は、 申込み…電話または次の事項を記入し、
年次有給休暇の取得にためらいを F AX、電子メールのいずれかの方法にて
場所…北部コミュニティセンター
○氏名○住所○年齢○連絡先
感じています
対象…５回全てに参加できる人
○休暇取得に向けた環境づくりに取 ○ちょこっと相談の有無
費用…５００円（教材費）
※会員以外は、別途２，
０００円（年
○本情報をどこで知ったか
り組みましょう
問 ・申込先 産業経済課商工観光振興室
会費）が必要です。
○年次有給休暇の計画的付与制度を
第 72 回市民卓球大会
（93）４９４２
定員…先着 10 人 申込み…電話にて
活用しましょう
問 県雇用労働課
問 ・申込先 富里国際交流協会事務局
FAX（93）２１０１
日時…11 月９日（日）
０４３（２２３）２７４３
shoukou@city.tomisato.lg.jp
（企画課企画統計班内）
午前８時 30 分集合
（93）１１１８
場所…社会体育館２階アリーナ
対象…市内在住、在勤、または市内
クラブ所属の中学生以上の人
地域防災力向上セミナー
（旭会場）
種目…○男女シングルス
日時…11 月５日（水）午後１時～４時
○ミックスダブルス
費用…１人５００円（中学生無料） 場所…いいおかユートピアセンター
法律相談
ほっかほかクラブ
※当日受付時徴収
＜旭市横根＞
日時…10 月 27 日（月）
相続関係、夫婦関係、金銭貸借な 申込方法…11 月４日（火）までに、 定員…先着３００人
午前 10 時～正午
どについて、
法律相談を毎月３回
（12 ○住所○氏名○連絡先○年齢○性別 申込み…10 月 24 日（金）まで（当
場所…北部コミュニティセンター
月は２回）実施しています。
○ミックスダブルス参加希望の有無 日消印有効）に○住所○氏名○電話
２階和室
●今月の相談（残り２回実施）
を記入し、郵送またはＦＡＸにて
番号を記入し、郵送、FAX または
テーマ…みんなで遊ぼう、バルーンアート 日時…10 月 20 日（月）
、27 日（月） 申込先…生涯学習課スポーツ振興室 電子メールにて
問 ・申込先 県防災政策課
対象…３歳までの子どもと保護者
FAX（93）９６４０
午後１時～４時
０４３（２２３）２１７６
（住所不要）
費用…１家族１００円
〒２８６－０２９２
場所…市役所分庁舎１階会議室
問 市体育協会卓球専門部 粕谷
FAX０４３（２２２）５２０８
申込み…電話で事前に予約
申込み…事前に予約 費用…無料
問 日吉台地区社会福祉協議会 石井
問 ・申込先 社会福祉課課厚生班
bousai-ev@mz.pref.chiba.lg.jp
（月～金曜日の午後７時～９時）
（92）２０７１
（93）４１９２
０９０（２５３０）５１０１
〒２６０－８６６７（住所不要）

教室･講座

スポーツ

子育て

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。

