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月 日～ 日

▲

「ゆめ・仕事ぴったり体験」写真展を開催
問学校教育課指導班

（93）７６５９

12

25

法務大臣より人権擁護委員を委嘱

飯塚徳政さん、森田惠子さんが就任
平成 26 年 10 月１日付けで、
飯塚徳政さん
（七
栄）
、森田惠子さん（七栄）が人権擁護委員に
委嘱されました。任期は３年です。
市では、現在５人の人権擁護委員が、人権に
関する問題を解決するため、市民の相談に応じ
ています。相談は無料で、相談内容についての ▲委嘱された飯塚徳政さん
秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

今月の人権相談 11 月 25 日（火）
■日時 毎月第 4 火曜日
午前 10 時～正午／午後 1 時～ 2 時 30 分
■場所 福祉センター２階会議室
問 市民課戸籍班
（93）４０８７

▲委嘱された森田惠子さん

教育委員会委員長

■

11

16

15

イベント

11

16

30

23

問

93
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16

30

第 回
リサイクルフェア

30

11

22

■日時
月 日（日）
午前９時～
午後２時 分
■場所 富里中央公園
イベント広場
■内容
リサイクルマーケット、
スタンプラリー、資源物の
回収、花苗の販売、カレー
の販売、犬の飼い方・しつ
け方など
環境課リサイクル推進班
（ ）４９４６

問

第 回
コミセンまつり

93

■日時
月 日（日・祝）
午前９時 分～午後４時
■場所
北部コミュニティセンター
■内容 施設利用サークル
団体の展示・発表、豚汁な
ど の 模 擬 店、 フ リ ー マ ー
ケットなど
北部コミュニティセンター

11

（ ）３７５５

（ ）３３６３

12

問

93

第 回
中部ふれあいセンター
まつり

■日時
月７日（日）
午前 時～午後４時
■場所
中部ふれあいセンター
■内容 施設利用サークル
団体の展示・発表、餅・豚
汁のチャリティ販売、イル
ミネーションの点灯式
中部ふれあいセンター

問

産業まつり

日程・場所
〇 11 月 18 日（火）～ 22 日（土）
中央公民館１階ロビー
〇 11 月 29 日（土）～ 12 月５日（金）
市立図書館１階
〇 12 月 ９ 日（火）～ 15 日（月）
北部コミュニティセンター１階ロビー

平成 26 年 10 月１日付けで、
武井勝彦さん（十
倉）が教育委員会委員長に再任されました。平
成 25 年 10 月から務められ、今回で２期目にな
▲再任した武井勝彦さん
ります。今後も教育行政での活躍が期待されます。
■日時・内容
〇 月 日（土）
農産物共進会
〇 月 日（日）
午前９時～午後２時 分
共進会などの表彰式・展示、
各種出店、催し物
※一般公開は 日のみ
■場所
中央公民館ロビー・
前駐車場
産業まつり
実行委員会事務局
（産業経済課農政畜産班内）
（ ）４９４３

富里の未来を担う子どもたちの職場体験学習の様子を見てみませんか。
市内を中心とした約１００か所の事業所の協力を得て行われた、職場体験
学習の様子を写真展示します。

10

25

11

武井勝彦さんが再任

小学生職場体験学習

91

24

11

「女性に対する
暴力をなくす運動」期間

10 月４日、中央公民館を会場に、富里ユネスコ協会が主催する「絵で
伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展の表彰式が開催されました。
絵画展には、市内の小学生から１０６点の応募があり、選考の結果、次
の皆さんが受賞されました。また、９月 25 日～ 10 月４日には絵画展が開
催され、多くの皆さんが、富里を大切に思う気持ちが伝わってくる作品を
鑑賞しました。
■最優秀賞
鈴木 直人 （日吉台小６年）
■優秀賞
浅見 拓也 （富里小３年）
諏訪
寿 （浩養小５年）
岩田 皐央 （日吉台小６年）
■入選
松本 千奈 （富里小１年）
本間 陽歩 （富里小２年）
大塚 塁斗 （富里小２年）
遠藤 由衣乃（富里小３年）
▲最優秀賞 鈴木さんの作品「ふるさと学習」
大田 那奈 （富里小４年）
野路 実来 （富里小６年）
齋藤 穂乃海（富里第一小４年）
三浦 舞香 （富里南小１年）
伊藤 ゆめ （富里南小２年）
根本 好美 （富里南小４年）
佐々木 藍 （日吉台小３年）
廣瀨 悠樹 （根木名小１年）
秋山 月乃 （根木名小５年）
吉川 桃代 （七栄小６年）
＜敬称略＞

月 日

彰

地域の文化や身近な自然環境を未来へ！

93

女性に対する暴力撤廃国際日

表

「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展・表彰式

○売買春・人身取引 ○ストーカー行為
○配偶者などからの暴力 ○性犯罪
○セクシュアル・ハラスメント
などの女性に対する暴
力は、女性の人権を著し
く 侵 害 す る も の で あ り、
男女共同参画を形成して
女性に対する
いくうえで克服すべき課
暴力根絶の
題です。暴力のない社会
シンボルマーク
づくりにご協力ください。
問い合わせ先
● 県女性サポートセンター【３６５日・ 時間相談可】
０４３（２０６）８００２
●企画課企画統計班
（ ）１１１８

― その１ ―

発行日● 11 月 15 日（毎月２回発行）
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2

・申込先
総務課人事給与班
（ ）１１１３

老齢年金受給者が
税控除を受けるときは

2

11

5

26

子育て支援課保育班

問

（ ）４４９７

93

年度

時間 場所

平成
27

保育園入園児を募集

■受付日程

土木上級・任期付短時間勤務職員

4

93

31

問

管理計画の作成などを行います
■募集人数
▼一般行政職 ８人程度
▼保育士
３人程度
▼保健師
２人程度
▼管理栄養士 １人
■給与 採用時の給料は、平
成 年４月１日現在は次の通
りです。
（行政職給料表適用）
▼大学卒 １４４、
６４０円
▼短大卒 １２８、
４８０円
▼高校卒 １１６、
９６０円
※上位の学歴、一定の職歴な
どに応じて所定の金額を加算。
※通勤、時間外勤務、期末勤
勉などの手当を支給要件に応

4

■第２次面接試験
（第１次試験合格者のみ）
▼日程
月 日（日）
※詳しくは合格者に通知します。
共通事項
▼申込書は総務課窓口で配布
しているほか、市ホームペー
ジでダウンロードできます。
▼合格発表は、合否にかかわ
らず受験者に通知します。ま
た、 合 格 者 の 受 験 番 号 を 市
ホームページに掲載します。

4

よ む よ む

葉山保育園（公立）

12月 ９ 日（火）

日吉倉７７６－１
（91）６１５１

12月 ８ 日
（月）

御料１１６
（93）１０４８

青空保育園（私立）

11

コミセン祭り開催のため、11 月 22 日（土）
【準
備】
、23 日（日・祝）
【当日】は、ブックポスト
を含めた図書の貸出・返却は午後５時までになり
ます。
ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお
願いします。
※市立図書館と浩養小市民図書室のブックポスト
は、利用できます。

こひつじ保育園（私立）

26

11

富里保育園（私立）

30

12月 ４ 日（木）

七栄２９９－４
（93）０１５５

２ 日（火）

御料１００９－32
（93）１２１５

受付日

入園
年齢

保育園名
（所在地・電話）

12月 １ 日（月）

11 月 22 日（土）と 23（日・祝）は、
北部コミュニティセンターでの
図書の貸出・返却にご注意を

12

保存期限が過ぎた雑誌をリサイクルとして無料
で譲ります。気に入った雑誌を自由に持ち帰りく
ださい。
■実施期間 11 月 29 日（土）～ 12 月５日（金）
午前９時 30 分～午後５時
■場所 図書館２階研修会議室２
■対象雑誌 平成 22 年４月号～平成 23 年３月号
■その他 先着順で、１日につき１人 10 冊まで
持ち帰れます。なお、予約や電話での申し込みは
できません。

26

そ
の
他

Toshokan としょかんねっと
－増刊号－
Net

64

ねんきんダイヤル
０５７０（ ）１１６５

27

27

（90）４６４６

市立図書館

問

25

11

05

11

30

27

25

12

12

12

確
定
申
告
が
必
要
な
と
き

問

60

60

21

7

60

60

25

12

12

30

21

27

1

※誕生日の翌日から起算して 56 日を過ぎた乳児

富里市の職員を募集します

1 54

市では、市役所で勤務する土木上級と任期付短時間勤務職員を募集します。
国民年金や厚生年金などで
平成 年４月から保育園や幼稚園の入園には従来の手続きに加え、利用のための認定（支
老齢を支給事由とする年金
給認定）が新たに必要になります。詳しくは広報とみさと平成 年 月１日号４ページに掲
じて支給。
は、所得税法上「雑所得」と
載しています。書類の提出には、必ず児童同伴で来庁してください。
土木上級
任期付短時間勤務職員
■受験資格
して区分され、支払年金額が
なお、保育園は、保護者の就労などで家庭で保育できない児童を保育する児童福祉施設で
■任期付短時間勤務職員とは
▼一般行政職 平成９年４月
１５８万円（ 歳以下の人は
す。幼稚園と間違えないよう、お願いします。
定年まで働く職員とは異な
１日までに生まれた人
１０８万円）以上の人は、支
り、採用時に任期を定めて短 （学歴不問）
払われる年金から所得税が源
入園申請の受付
（提出場所）市役所分庁舎大会議室
時間の勤務をする職員です
▼保育士 保育士と幼稚園教諭
市内各保育園の受付日は下表のと
泉徴収されます。
（待 合 室 ）市役所分庁舎２階会議室
■任期 １年ごとを基本とし、 の資格を併せて有する人（※）
おりです。
そのため、配偶者控除や扶
午前９時～ 時 分 ／ 午後１時～４時
最長３年間まで更新
▼保健師 保健師の資格を有
都合の悪いときは、 月１日（月）
養控除などを受けるには、日
■勤務時間 週 時間以内
する人（※）
～ 日（金）に事前に電話で予約のう
本年金機構に『公的年金等の
■休暇 年次休暇、特別休暇
▼管理栄養士 管理栄養士の
受給者の扶養親族等申告書』 え、子育て支援課へ申請書類を提出し
（結婚・忌引きなど）
資格を有する人（※）
を提出しなければなりません。 てください。
■職種
※平成 年春季までに資格取
※申込書は、市内各保育園、子育て支
対象者には、 月上旬まで
▼一般行政職 住民に身近な
得見込みを含む。年齢の上限
援課、日吉台出張所で配布のほか、市
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
申
告
書
行政サービスとして戸籍、税
なし。国籍不問。
ホームページからもダウンロードで
（はがき形式）が送付されて
産休明け～（※）
金、年金や福祉業務、各種事業
■申込み 申込書を 月 日
いますので、 月１日（月） きます。
の調査や企画などの一般行政 （火）～ 日（火）までに総
までに必要事項を記入し、郵
事務を行います
市外の保育園への入園を希望する
務課人事給与班へ提出（郵送
送してください。
▼保育士 保育園などに勤務
ときは、市区町村によって提出期限が
可、 日の消印有効）
し、園児の保育を行います
異なりますので、早めに問い合わせて
■第１次筆記試験
▼保健師 保健センターなどに
次の項目に該当するときは、 ください。
▼日時
月７日（日）
勤務し、住民の健康診断や福祉
確定申告が必要です。
なお、年度途中で家庭で保育ができ
午前９時 分～正午
と健康づくりの推進を行います
○２か所以上から年金を受け
なくなったときは、入園できる場合が
▼場所 中央公民館
▼管理栄養士 保健センターな
ている
ありますので、相談してください。
▼内容（試験項目は共通）
どで献立作成、栄養指導、栄養
○年金以外に収入がある
○教養試験
分
公務員として必要な一般的な
○年金の源泉徴収では受けら
知識・知能の択一式の筆記試験
れない各種控除（医療費控除、
○作文試験
分
社会保険料控除など）がある
文書による表現力、構成力など
○扶養親族等申告書が未提出
のため、控除が受けられな
かった
○年の途中に扶養親族数の増
加などにより、
提出済の「扶
養親族等申告書」の内容に
変更が生じた
※確定申告に必要な年金の
源泉徴収票は、平成 年１月
下旬に送付予定です。

■職種 土木上級
道路設備や都市計画などの
土木事業の調査、企画設計・
施工管理などの業務を行いま
す
■募集人数 １人程度
■受験資格
○昭和 年 月 日～平成 年
月 日までに生まれた人
※学歴不問
○平成５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
※平成 年３月までの卒業見
込を含む
■申込み 申込書を 月 日
（火）～ 日（火）までに総
務課人事給与班へ提出（郵送
可、 日の消印有効）
■第１次筆記試験
▼日時
月 日（日）
午前９時 分～正午
▼場所 中央公民館
▼内容
○教養試験
分
公務員として必要な一般的な
知識・知能の択一式の筆記
試験
○論文試験
分
職務の遂行に必要な専門的
知識・能力についての論述
試験
■第２次面接試験
（第 次試験合格者のみ）
▼日程
月 日（日）
※詳しくは合格者に通知しま
す。
4

25

雑誌リサイクルのお知らせ

2014.11.15
広報とみさと

3

スポーツの秋を満喫！

■ニュースポーツ体験
ユニカール、フリーブロー、
室内ペタンクが行われ、 人
が参加しました。
■血圧・体脂肪測定
人が日頃の健康管理の目
安になる数値や健康状態を確
認しました。

２０１４とみさとスポーツ健康フェスタ

スポーツ

月 日の体育の日に、社会体
育館などを会場に、
「２０１４と
みさとスポーツ健康フェスタ」が
開催されました。
当日実施した種目は次のとおり
です。
■ノルディック・ウォーキング教室
本のポールを使い歩行運動
を補助し、運動効果をより増強さ
せるフィットネスエクササイズ、
ノルディック・ウォーキング教室
が開催され、 人が参加しました。
34

当日は、台風の影響で午後
の部（野球教室、リラックス・
ヨガ教室、体力・運動能力測定、
ニュースポーツ体験（ショー
トテニス）
）が中止となりま
したが、限られた種目に参加
した１００人余りの人たちは、
元気にスポーツの秋を満喫し
ました。
基礎体力や健康維持のため
に、普段の生活にスポーツを
取り入れましょう。
スポーツ

宝くじの助成金で整備

囲碁の部で伊藤裕通さんが準優勝！
福 祉

はい、こちら

消 費 生 活 セ ン タ ー です！

電話で大手電話会社名をかたり、インターネットに
接続するためのプロバイダ契約の変更を持ち掛け、遠
隔操作で設定変更する勧誘の相談が急増しています。

「今より安くなる？遠隔操作による
プロバイダ変更勧誘にご注意を！」の巻

124

◆事例◆
「今契約しているプロバイダより、必ず安くなるから
乗り換えませんか」と電話で勧誘され、承諾した。
その後、業者の電話による指示に従い、パソコンで
プロバイダのホームページ画面を開くと、遠隔操作で
プロバイダの変更が行われた。変更後、これまで契約
していたプロバイダの料金を確認すると、新しい契約
先のほうが高額になることが分かった。
解約を申し出たが「きちんと説明している。解約には、
違約金１万５千円が必要」と言われた。
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日時…11 月 27 日（木）
午後１時 15 分～４時
場所…印旛保健所＜佐倉市鏑木仲田町＞
対象…ぜん息やアレルギー性疾患で
治療中の子どもの保護者
内容…小児科アレルギー専門医によ
る個別相談
定員…先着６人
申込み…24 日（月）までに電話で予約
問 ・申込先
印旛保健所地域保健課
０４３（４８３）１１３４

10

子どもぜん息・
アレルギー相談

七栄親子祭りで
音響機材を活用

問

31

消費生活
相談コラム

◆アドバイス◆
○契約前に契約内容に関する書面を求め、はっきり理解
できなければ、承諾しないでください。
○知らない間にオプションなどを申し込んだことになって
いるケースもあり、注意が必要です。
○プロバイダなどの契約は、法律上のクーリング・オフ
制度はありません。困ったときは、すぐに消費生活
センターへ相談してください。
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
（ ）５３４８

－増刊号－

市内各小学校のプライドを賭けた熱い戦い！
ニックスの皆さん

▲購入した音響機材

ねんりんピック栃木２０１４
（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、地域コ
ミュニティ組織への助成を実施して
います。
この事業を活用し
て、 七 栄 連 合 区 で は
「七栄親子まつり」に
使用する音響機材を
購入しました。
購入した機材を活
用 し て、 当 日 の イ ベ
ントは盛大に行われ
ました。
今後も地域のイベ
ント活動などへ活用
されていきます。

▲イベント時に有効活用されました

第 27 回全国健康福祉祭とちぎ大会
ねんりんピック栃木 2014 が、10 月 4
日～ 7 日にかけて栃木県で開催されま
した。
市在住の伊藤裕通さん（根木名倶楽
部（シルバークラブ）所属）が、囲碁
の部の千葉県代表として参加し、見事
銀メダル（準優勝）を獲得しました。
▲祭り当日の活用の様子

10 月 13 日、社会体育館を会場に市青少年相談員連絡協議会主催の第 28
回少年少女綱引き・ドッジボール大会が開催されました。
この大会には、市内８小学校区から 22 チーム・２５７人が参加。綱引き・
ドッジボール各部門でチーム一丸となって熱い戦いを繰り広げました。
なお、主な結果は次のとおりです。
■綱引きの部
優 勝 七栄イレブン（七栄小）
準優勝 富里ジャパン（富里小）
第３位 七栄輝き
（七栄小）
■ドッジボールの部
優 勝 根木名ファイターズ （根木名小）
準優勝 浩養ファイターズ （浩養小）
第３位 ドラゴンファイターズ
（富里小）
社会貢献

▲ノルディック・ウォーキング
教室参加者の様子

市秋季野球大会が８月 24 日～９月 28 日に、
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 16 チーム、
Ｂクラス 16 チーム、Ｃクラス８チームが参加。
残暑厳しい中、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
■Ｂクラス
優 勝 七栄レジャース
優 勝 富中ユニオンズ
準優勝 トータス
準優勝 ＪＡ富里市

第 28 回少年少女綱引き・ドッジボール大会
▲

■Ｃクラス
優 勝 ニックス
準優勝 若潮富里
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平成 26 年度市秋季野球大会
スポーツ

▲富中ユニオンズの皆さん
▲七栄レジャースの皆さん

13

Ａクラスでは「七栄レジャース」が優勝！

10

2

－その２－

4

情報ネット
年金相談

くらし
年末年始のし尿くみ取り・
浄化槽清掃の業務
年末年始のし尿くみ取り・浄化槽
清掃業務は、12 月 27 日（土）～１
月４日（日）の間は休みです。
年内のくみ取りを希望する人は、
12 月 12 日（金）までに該当する地
区の清掃業者に申し込んでください。
※早めの申込みにご協力をお願い
します。
※年始は１月５日（月）から平常
通り開始します。
■㈲下総衛生（93）１１０１
対象地区…日吉台、日吉倉、久能、
大和、七栄、根木名、十倉（大堀）
、
御料（葉山）
■大成企業㈱（93）３３７９
対象地区…新橋、中沢、新中沢、高
松、立沢、立沢新田、高野、十倉（大
堀を除く）
、御料（旭・宮内）
、美沢
問 環境課環境衛生班
（93）４９４５

平成 26 年度犯罪被害者週間
「千葉県民のつどい」
犯罪被害者の実情や被害者支援の
重要性について考えるため、基調講
演などを開催します。
日時…12 月７日（日）午後１時～４時
場所…千葉県教育会館大ホール
＜千葉市中央区中央＞
内容…
○基調講演
井上保孝さん、郁美さん
（東名高速酒酔いトラック事故被
害者遺族）
○県警察音楽隊コンサート
費用…無料
千葉犯罪被害者
主催…千葉県・
支援センター
問 県生活安全課
０４３（２２３）２３３３

12 月から年金担保融資の
融資限度額などが引下げ
福祉医療機構では、年金の受
給権を担保とした融資事業を行っ
ています。12 月から年金担保融資
の融資限度額などが次のように変
わります。
■融資限度額
年金支給額の１．
０倍以内⇒
０．
８倍以内
■融資額の上限
２５０万円（臨時生活資金
１００万円）⇒２００万円
（生活必需物品の購入 80 万円）
■１回あたりの返済額の上限額
年金支給額の１／２以下⇒
１／３以下
詳しくは問い合わせてください。
問
福祉医療機構年金貸付課
03（３４３８）０２２４

パートタイム労働法の改正
パートタイム労働法が平成 27
年４月１日から改正されます。主
な改正内容は次のとおりです。
○正社員と差別的取扱いが禁止され
るパート労働者の対象範囲の拡大
○「短時間労働者の待遇の原則」
の新設
○雇い入れ時の事業主による説明
義務の新設
○パート労働者からの相談対応の
ための体制整備義務の新設
○雇い入れ時の文書交付により明
示すべき事項に「相談窓口」を
追加 など
詳しくは問い合わせてください。
問 千葉労働局雇用均等室
０４３（２２１）２３０７

保険・年金・税

日時…11 月 20 日（木）
午前 10 時～正午／
午後１時～３時
場所…北部コミュニティセンター
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

福 祉

公民館
使用申請のお知らせ
■ 12 月２日（火）から受付
公民館棟の平成 27 年３月使用分、
講堂棟の平成 27 年６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

学んでみませんか？手話学習
■手話学習とミニ懇談会
日時…12 月 ６ 日（土）
午後１時 30 分～４時
場所…佐倉市西部地域福祉センター
＜佐倉市中志津＞
■懇談会
日時…12 月 21 日（日）
午後１時 30 分～４時
場所…プリミエール酒々井
＜酒々井町中央台＞
いずれも申込み不要、費用無料。
ただし、
初回のみテキスト代１，
０００円。
問 ＮＰＯ千葉県中途失聴者・
難聴者協会 印旛香取事務所
０４３（４９６）２３３１
ＦＡＸ ０４３（４６１）６５３３

子育て
ほっかほかクラブ
～みんなで楽しく、自由遊び～
日時…11 月 24 日（月・振休）
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
申込み…不要
問 ・申込先
日吉台地区社会福祉協議会 石井
（92）２０７１

募 集
シルバークラブ
市シルバークラブ連合会では、入
会を募集しています。高齢社会を迎
えた中で、心身の健康保持、生きが
いの確立、明るい地域づくりなどを
推進し、高齢者福祉の増進を図るこ
とを目的として活動しています。
入会を希望する人はご連絡ください。
主な活動内容…リハビリ体操教室、
ヨガ教室、囲碁、将棋、ゲートボー
ル大会、グラウンドゴルフ大会
問 市シルバークラブ連合会事務局
（高齢者福祉課内）
（93）４９８１

仲間募集
“母乳育児サークル”
出産や育児で気になることをママ
同士おしゃべりしませんか？
日時…12 月１日（月）午前 10 時～正午
場所…北部コミュニティセンター
対象…妊婦、母親と子ども
費用…無料 申込み…不要
問 佐藤
（92）８００４

“富里合気道友会”

相 談

小学生から大人まで楽しんでいます。
日時…毎週木・金曜日
青色決算・消費税などの説明会
午後７時～８時 45 分
青色申告決算書の作成方法や消費
平成 26 年度借金やヤミ金融、 場所…社会体育館柔道場
税などについての説明会を開催します。
詳しくはホームページを確認して
家計に関する無料相談会
日程 ･ 場所…
ください。
11 月は「労働保険適用促進
県多重債務問題対策本部と市町村 HP http://tomisatoaiki.web.fc2.com/
○ 12 月２日（火）印旛合同庁舎２
強化期間」です
a ikid o /
階大会議室＜佐倉市鏑木仲田町＞ では、弁護士や司法書士、警察官な
０９０（３０８４）５０８３
労働者を１人でも使用する（農 ○ 12 月３日（水）印西市役所３階 どによる無料相談会を開催します。 問 富澤
日時…12 月５日（金）
林水産業の一部を除く）事業主は、 大会議室＜印西市大森＞
午前 10 時～午後４時
労働保険（労災保険・雇用保険） ○ 12 月４日（木）八街市中央公民
“ペン字 友の会”
館２階小中会議室＜八街市八街ほ＞
（受付は午後３時まで）
に加入することが法律で義務づけ
○ 12 月８日（月）成田市中央公民 場所…印西市役所＜印西市大森＞
ペン字に興味のある人を募集します。
られています。
館講堂＜成田市赤坂＞
日時…毎月第１、３土曜日
定員…先着 20 人
未手続の事業主は、至急加入手
午後１時 30 分～３時
申込方法…電話で予約
続きをしてください。詳しくは問 時間…午後１時 30 分～３時 30 分
問
問
成田税務署個人課税第１部門
・申込先
場所…中央公民館
い合わせてください。
問 千葉労働局労働保険徴収課
（28）５１５１
印西市経済政策課
費用…月会費２，
０００円
問
村田
（94）１５０３
（42）５１１１
（音声案内「２番（税務署）
」を選択）
０４３（２２１）４３１７

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。

