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おもな内容
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平成 27 年度市立葉山保育園

非常勤保育士を募集します……… ２
知っていると便利！インターネットサービス

としょかんねっと－増刊号－……… ２
戸籍の届出や証明書の休日交付

15
757

年末年始

富里南小学校で認知症サポーター養成講座を開催 ほか

とみさとプラザ－その２－………… ３

平成 26 年

『無料点検に応じたら、高額な請求が！』の巻

2014.December

はい、こちら消費生活センターです！…… ３

ＮＰＯ法人
市民後見太陽

認知症、高齢、知的・精神・発
達障がいの人が安心して暮らせ
る地域づくりのための活動

絵手紙サークル
つくしんぼ

社会福祉協議会の高齢者向け配
食サービスに絵手紙でメッセー
ジを添える活動

とみさと
トイズクラブ

おもちゃ文化を通しての地域活
性化・市民交流活動

ホタルの発生を指標とした環境
NPO 法人
整備・環境保護啓発などの自然
NPO 富里のホタル
保護活動
協働つなぎ隊

困りごと・今後やりたいことな
どの解決・実行に結びつける活
動

サークルかずん

陶芸を通しての市民交流活動

子育て
サポートの会

発達障がいのある子どもや保護
者、教師などが語り合える居場
所づくり

30

26

30

12
19

問・申込先（協働のまちづくり講座・協働のまちづくり推進委員の募集）
市民活動推進課市民協働推進班
（93）１１１７ FAX（93）９９５４
kyodo@city.tomisato.lg.jp 〒２８６－０２９２（住所不要）

27

22

18

までに、
「審議会等公募委
」に必要事
員申込書（ ※）
項を記入し、
「富里市の協
働のまちづくりを推進する
ために必要だと思うこと」
を題名とする作文（任意様
式で４００字以内）を添え
て次の方法で提出
○市 民 活 動 推 進 課 窓 口 に
直接持参
○電子メール
○郵送（ 日の消印有効）
※申込書は、
市民活動推進課、
日吉台出張所の窓口に備え
付けてあるほか、市ホーム
ページからもダウンロード
できます。
また、窓口以外で提出し
た人は、提出した旨を必ず
電話で連絡してください。
■選考方法 書類選考
■選考結果
応募者全員に個別に通知

平成 25 年に「富
里ご当地グルメ選
手権」で No.1 グラ
ンプリを受賞した
「ぴーなっつプリン」
が発売されました。
富里産のピーナッツペーストと程よい
甘さの黒蜜がマッチした、なめらかで濃
厚なピーナッツプリンです。
■市内の販売先
○市商工会 ○ＪＡ産直センター 1、２号店
○㈱津田商店 ○㈱諏訪商店成田営業所
問 市商工会
（93）０１３６

27

22

共進会で上位入賞した皆さん

■農産物図画コンクール
○特別賞
上野 詩織（七栄小学校）
作品名「富里の名物」

▲

○富里市農業協同組合
代表理事組合長賞
髙橋 真斗（根木名小学校）
緒方 花楓（七栄小学校）
諏訪
寿（浩養小学校）
○金賞
伊藤 ゆめ（富里南小学校）
井手口玲月（富里南小学校）
鈴木 佑理（浩養小学校）
藤代 真歩（富里南中学校）

敬称略

＜
＞

さわやかな秋空の下、秋の恒例イベ
ント「産業まつり」
「リサイクルフェア」
が 11 月 16 日に市役所周辺を会場に開
催されました。
産業まつりは、新鮮野菜などを目当て
に、朝から多くの人で大にぎわい。豚汁
や牛乳、餅の無料配布には昼前から長蛇
▲にんじん詰め放題に挑戦！
の列ができました。
また、乗馬体験コーナーでは、普段触れることのない大きな馬や可愛
いポニーを目の前に、子どもたちは笑顔いっぱいで触れ合っていました。
リサイクルフェアでは、
“マイバッグづくり”を行い、参加した皆さん
は真剣な表情でオリジナルのマイバック作りに励んでいました。
11 月 15 日に行われた共進会では、畜産物と農産物に分かれて計
２３６点が出品され、色沢や形状、市場性の高さなどを総合的に判断し
て審査が行われました。また、
「農作物図画コンクール」には市内小学校
から１０８点の力作が出品され、会場を彩りました。

共進会審査の様子

晴天に恵まれ、実りの秋を家族で満喫！

■農産物の部・にんじん
千葉県知事賞
渡邉 恵子（御料）

－その１－

■畜産の部・豚枝肉
名誉賞
佐々木農場（十倉）

イベント

「産業まつり」
「リサイクルフェア」同時開催

協働のまちづくり推進委員を
募集します

が
できました

27

協働によるまちづくりを推進するためには、市民
などと市が対等な立場で目的と情報を共有すること
が大切です。
市では、協働のまちづくり推進委員会を設置し、
協働推進に関する施策等の検証をしていただき、市
民参画のまちづくりを行っています。

ぴーなっつプリン

22

■委員会の主な役割
○条例の適切な運用や見直
しなどの検証・審議
○協働のまちづくりの推進
施策や市民活動の促進施
策、市民の市政参画推進
施策の検証・審議
○協働のまちづくり推進計
画事業の進捗状況の検証
○市民活動支援補助金の審
査に関すること など
■応募資格
市内在住・在勤の 歳以
上（平成８年４月２日以前
に生まれた人）で、年６回
程度の会議に出席できる人
■募集人数 ８人以内
■任期 委嘱日から２年間
■報酬（１回につき）
○委員長 ９、
１００円
○委員
７、
６００円
■申込方法
平成 年１月 日（木）

富里ご当地グルメ選手権
No. １グランプリ受賞

27

午後２時～４時
▼場所
中央公民館４階大会議室
▼内容
○参加者同士の見学や体験
したことの情報交換
○次のステップへの方向性
のまとめ
■講師【１日目・３日目】
ＮＰＯ法人ちば市民活動・
市民事業サポートクラブ
人 ■費用 無料
■定員
■申込み
月 日（金）
までに電話、ＦＡＸまたは
電子メールにて
※ＦＡＸ・電子メールの場合、
次の事項を明記して送信
○協働のまちづくり講座
○氏名○住所○電話番号
送信後、送信した旨を電
話で連絡してください。

きょうざん会

夏休みに市内の小学生を対象に
国語・算数の学習会を開催

2

協働のまちづくり講座（３日間コース）

3

活動内容

市内で活動する公益的な団体と、活動したい市民
の出会いの場です。これから活動を考えている同じ
思いを持った人の交流の場でもあります。
この機会に参加してみませんか。

■スケジュール
【１日目】
創年セミナー合同開催
▼日時
平成 年１月８日（木）
午前９時 分～正午
▼場所
中央公民館４階大会議室
▼内容
○団体の活動内容説明
○気になる団体に直接質問
【 日目】
▼日時
平成 年１月９日（金）～
２月 日（日）のうち１日
▼場所・内容
個別に見学や体験受入団体
の指定する日時と場所で活動
【 日目】
▼日時
平成 年２月 日（木）

団体名

発行日● 12 月 15 日
（毎月２回発行）

生活にプラスα
～身近な活動 聞いてみよう
体験してみよう ～

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

■参加団体

ほか

市の業務案内…………… ２

2

農業委員会委員
選挙人名簿の申請
毎年１月１日は、農業委員会
委員選挙人名簿登載の基準日です。

年末年始特別警戒
防犯パトロールを強化
年末年始は人の動きが慌た
だしく、思いがけない犯罪に
遭いやすい時期です。
市と市防犯指導員連合会で
は、成田警察署と連携しなが
ら防犯を呼びかけます。
なお、青色回転灯を搭載し
た防犯パトロール車両による、
パトロール活動も市内全域で
実施しています。

市民課市民班

平成 年度市立葉山保育園
非常勤保育士を募集します
（ ）１２１５

31

～勤務条件や手続きなど、お気軽にお問合せください～
・申込先 葉山保育園

■職種 保育士
■登録資格
保育士・幼稚園教諭の資格
を有する人（保育士資格のみ
も可）
■職務内容
園児の保育（時間外・土曜保育）

12

60

（93）４０８７
（93）４０８６
問 市民課戸籍班

■戸籍の届出
12 月 27 日（土）～１月４日（日）の受付は
夜間受付で行います。

保健センター

ＪＡ富里市

富里市役所

■一部証明書の休日交付
中央公民館
日時…12 月 28 日（日）
午前８時 30 分～
午後５時 15 分
取り扱う証明…
★夜間受付
○住民票の写し
（本人確認のために運転免許証が必要）
○印鑑証明書（印鑑登録証が必要）
※住民票の写しは本人と世帯員以外の人には
交付できません。

月 日 12/26 27
28
29
30
31 １/ １ ２ ３ ４ ５
６
（金）（土）（日）（月） （火） （水）（木・祝）（金）
（土）
（日）（月）（火）
業務
本庁舎一般業務
〇
×
〇
×
住民票などの証明
× 休日交付
〇
〇
戸籍（出生・婚姻・死亡など）の届出受付のみ
戸籍の届出など
保健センター
〇
×
〇
福祉センター
〇
×
〇
水道事業所
〇
×
〇
図書館
〇
×
〇
社会体育館
〇
×
〇
中央公民館
〇
×
〇
中部ふれあいセンター
〇
×
〇
北部コミュニティセンター
〇
×
〇
クリーンセンター
〇
△
×
△
×
〇
北部地区
ごみ収集
〇
×
〇
×
〇
可燃のみ
さとバス（循環バス）
・
〇
×
〇
デマンド交通
※〇は通常業務、△は午前８時 30 分 ~ 正午のみ業務、× は業務を行いません。

■募集人数 若干名
■募集期間

（ ）１１１４

■年末年始のごみ収集
年末は 12 月 29 日（月）まで（北部地区 A・B の可燃ごみのみ 12
月 30 日（火）まで）
、年始の開始は１月５日（月）からです。
○ごみ収集の休みの期間中は、収集開始日までごみを家庭で清潔に保
管し、集積場所には出さないでください。
○衣類、ダンボール、新聞紙、雑誌などの資源物は自治会などの資源回
収運動を利用するか、クリーンセンターに直接搬入してください。

■クリーンセンターへの直接搬入
年末は 12 月 29 日（月）の正午までです。
○車番登録をしていない車両での搬入は、市内で発生したごみである
ことの確認をするため、免許証などの提示をお願いしています。
○可燃ごみ（草、葉を含む）は、中身の確認できる袋に入れて搬入し
てください。
※成田富里いずみ清掃工場に直接搬入することはできません。

戸籍の届出や証明書の休日交付

年末年始の市の業務案内

月 日（月）～

一人ひとりが防犯対策の見直
しを
犯罪から身を守るためには、
一人ひとりが防犯対策を見直
すことが大切です。
■万全な鍵で侵入盗を撃退
侵入に 分以上かかるよう
な防犯対策で、約 割の侵入
犯が侵入をあきらめると言わ
れています。
空き巣の最も多い手口は、
ガラス破りによる窓からの侵
入です。防犯対策として「窓
の補助錠」やガラスを割れに
くくする「防犯フィルム」の
取り付けが効果的です。
■近所同士で「声かけ」を
空き巣などの防犯対策とし
て、近所の人による声かけも
効果があります。日頃から近
所での声かけを実践しましょ
う。
■振り込め詐欺に注意
振り込め詐欺の被害が増加
しています。不審な電話など
があったら、すぐに成田警察
署に相談しましょう。
市防犯指導員
連合会事務局

7

年末はクリーンセンターが混雑します。混雑時を避けて
早めに搬入することや、ごみの減量にご協力をお願いします。

（93）４５２９

問クリーンセンター

クリーンセンターからのお知らせ

5

（市民活動推進課市民安全班内）

93

■勤務条件
▼勤務場所
市立葉山保育園
▼勤務時間
保育所の開所時間（最長で
午前７時～午後７時）の範囲
で、１週間あたり 時間まで
のシフト勤務
※時間外勤務あり
▼賃金
時給１、
０６０円
※交通費は市の規則に基づき
別途支給
▼保険適用
雇用保険・労災保険は、規
定に基づき適用
▼休暇など
年次有給休暇・特別休暇を
市の規則に基づき付与

農業委員会委員選挙人名簿
は、
『農業委員会等に関する
法律』の規定で、選挙権のあ
る人の申請に基づき、その選
挙資格を調査し調製します。
申請が必要な人には 月中
に申請書を発送しますので、
忘れずに提出してください。
なお、この申請書の提出が
ないと、選挙人名簿に登録さ
れず、委員の選挙やリコール
ができませんので注意してく
ださい。
■選挙権のある人（登録要件）
○平成 年１月１日現在で、
市内に住所を有する人
○平成 年３月 日現在で、
歳以上の人
○次の①～③のいずれかに該
当する人
①
アール以上の農地で耕
作の業務を営む人
② ①の配偶者または同居の
親族で年間おおむね 日以上
耕作に従事している人
③
アール以上の農地を耕
作している農地法第２条第３
項の規定に該当する農業生産
法人の組合員、社員または株
主で年間おおむね 日以上耕
作に従事している人
■提出方法 同封の返信用封
筒（切手不要）で郵送
■提出期限
平成 年１月 日（土）
（ 日の消印有効）
問い合わせ先
●農業委員会事務局
（ ）６４９４
●選挙管理委員会
（ ）１１１３
問

27

27

27

93

60

10

10

93

29

問

平成 年１月 日（金）
■任用期間 １年間以内
※１年間を限度として任用期
間を更新する場合があります。
■提出書類
○履歴書（市販のものに必要
事項を記入し、写真を貼付）
○保育士・幼稚園教諭資格の
写し（両資格取得見込み、
保育士資格のみも可 )

知っていると便利！
イ ンターネットサービス

20

10

27

よ む よ む

93

市立図書館のホームページから、現在借りている図書
の予約や貸出延長ができます。
貸出延長の手続きは、借りている図書 1 冊に対して 1
回のみ行うことができます。利用には、図書館の利用券
カード番号とパスワードが必要です。パスワードはホー
ムページから登録できます。
■対象 利用カードをお持ちの市内在住、在勤、在学の人
※貸出期限の過ぎた資料や予約の入っている資料、他館
から借り受けた資料、視聴覚資料は延長できません。

15

－増刊号－

30

（90）４６４６
市立図書館
問 ・申込先

10

12

としょかんねっと

27

Toshokan
Net

3

広報とみさと

2014.12.15

しゃちほこ

元学校薬剤師の小川進さんが晴れて受賞

11 月４日、ホテルポートプラザちばで平成 26 年
度千葉県教育功労者表彰式が開催されました。
この席上で元学校薬剤師の小川進さん ( 十倉 ) が、
保健教育の進展に寄与した功績により、千葉県教育
功労者として表彰されました。

かみかみ歯ッピー教室

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

歯科診療の在宅訪問
市では、訪問による歯科診療や歯
科保健指導などを行っています。
対象…市内在住の原則として 65 歳
以上の人で、寝たきりまたはこれに
準ずる状態のため通院による診療が
困難で、在宅の受診が可能な人
※施設入居者は受診できません
問 ・申込先
健康推進課保健指導班

70

125

はい、こちら

93

50

消費生活
相談コラム

消 費 生 活 セ ン タ ー です！

10

●『無料点検に応じたら、高額な請求が！』の巻

問

10・11 か月児を対象にした歯磨
き教室を開催します。
当日は離乳食の相談などもできま
す。ぜひ、ご参加ください。
日時…平成 27 年１月 16 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 26 年２・３月生まれの
幼児と保護者
※対象者には通知します。
費用…無料
持ち物…母子健康手帳
定員…各回 10 組程度
申込み…事前に電話で予約
問 ・申込先
健康推進課保健指導班

◆事例◆
「無料で配水管の点検をする。
」と業者が訪ねてきた。
無料ならと思い、見てもらったところ、排水管の一部
が割れている写真を見せられ、工事契約を結んだ。工
事当日、開始後しばらくして、
「水漏れして隣の家ま
で水が流れている。先に別の工事をしないと大変だ。
」
と言われた。工事費が合計で 万円と高額になり困っ
ていると、
「特別に 万円にする。
」と値引きを示され、
隣の家に迷惑が掛かるのは困ると思い、契約してしまった。

◆アドバイス・注意点◆
「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に消費
者の不安をあおり、契約を結ばせる手口です。一度
契約すると、次々と別の契約を迫られるケースもあ
ります。安易に業者を家に入れないようにしましょう。
特別に値引きするなどと言われても、その場で契約し
てはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。
必要のない場合は、きっぱり断ることが大切です。
契約後や工事完了後でも、クーリング・オフや契約取
消しができる場合があります。消費生活センターに相
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

▲
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♯８０００
ダイヤル回線からは…
０４３（２４２）９９３９

成田税務署関係６団体
「消費税・地方消費税の完納」を宣言

月 日、千葉県税理士会成田支部、成田税務署管内納
税貯蓄組合連合会、
（一財）成田青色申告会、
（一財）法人
成田法人会、成田間税会、成田酒類業懇話会の６団体で構
成する成田税務署団体長会による「消費税・地方消費税完
納宣言式」が開催されました。
この宣言式は、滞納増加の未然防止を図るため、適正申
告と期限内完納を地域全体で推進していくために開催した
ものです。今後も「消費税・地方消費税完納推進」に向け
て取組んでいきます。
● 国税庁ホームページ
http :/ / www.nta.go.jp
成田税務署
（ ）５１５１
11

０４３（４８５）３３５５

こども急病電話相談

第 回富里市近隣親善ソフトバレーボール大会

教 育

安心して暮らせる地域づくり

富里南小学校で

ロールプレイの様子

【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
防災行政無線の放送
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。
※ 12 月 29 日（月）～平成 27 年１月３
日（土）も日曜日・祝日と同様に診療
を行います。

13

千葉県教育功労者表彰

（佐倉市江原台・佐倉市健康管理センター内）

○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

スポーツ

▲鯱の皆さん

印旛市郡小児初期急病診療所

【一般急病診療】
成田市急病診療所（成田市赤坂）
(27）１１１６

HP

祉

11

【小児初期急病診療（15 歳まで）】

保険証をお持ちください

28

福

31

－増刊号－

ドクターガイド

問

認知症サポーター養成講座

月５日、富里南小学校で市主催の認知
症サポーター養成講座が開催されました。
講座では、講師の説明や劇を通し、認
知症についての理解を深めました。また、
グループでロールプレイを行い、認知症
の人の不安な気持ちや、思いやりをもっ
て行動することの大切さを学びました。
11

13

フリーの部で富里市の鯱が優勝

第 72 回富里市卓球大会が、11 月９日に社会体育館を会場に開催さ
れました。この大会は、市体育協会卓球専門部が主催で開催され、男・
女シングルス、ミックスダブルスの３種目で 96 人が出場しました。
各コートでは、普段の練習の成果を発揮し、熱戦が繰りひろげられま
した。主な結果は次のとおりです。
■男子シングルス
■女子シングルス
優 勝 村山 真実（ＨＨＣ）
優 勝 陳ヶ尾真子（ＨＨＣ）
準優勝 陳ヶ尾芳江（ＨＨＣ）
準優勝 石川ひとみ（無所属）
３ 位 髙橋 佑典（無所属）
３ 位 海保由美子（南）
立花 文人（無所属）
堀部 警子（南）
■ミックスダブルス
優 勝 清水 健造（カトレア）
・萩原 一喜（ＳＭＩＬＥ）
準優勝 池田 健一（日吉台） ・大久保康平（富中）
３ 位 佐川 大介（カトレア）
・岩間 考能（南）
浅野 裕紀（無所属） ・石井喜代子（南）

第 回富里市近隣親善ソフ
トバレーボール大会が、 月
２日に社会体育館を会場に開
催されました。
大会には チームが出場し、
白熱した試合が展開されまし
た。出場した選手たちのさわ
やかな汗とともに、会場は熱
気に包まれていました。
主な結果は次のとおりです。

第 72 回富里市卓球大会

■フリーの部
優 勝 鯱（富里市）
準優勝 ＺＥＲＯ（鹿嶋市）

スポーツ

総勢 96 人が大奮闘

■１６０歳以上の部（参加者合計年齢）
優 勝 ＣＨＥＬＣＥＡ（柏市）
準優勝 さくらＳＶＣ（佐倉市）

－その２－

4

情報ネット

スポーツ
第３回ショートテニス大会

くらし
正月用門松カードを配布
市では、緑化推進事業
の一環として、区・自治会
などを通じて各戸に門松
カードを配布しています。
自治会がない地区や、
破損・紛失した人は市役
所総合受付、日吉台出張
所でも配布していますの
で利用してください。
期間…12 月 26 日（金）まで
問 市民活動推進課市民協働推進班
（93）１１１７

受動喫煙防止対策を

子育て
保育園入園申請
平成 27 年４月入園に必要な申込
書などの書類の提出期限は、12 月
26 日（金）です。申込みは、事前
に電話予約をしたうえで、必ず児童
同伴で来庁してください。
入園申込書などの必要書類は、子
育て支援課や日吉台出張所、市内
各保育園で配布しているほかに、市
ホームページからもダウンロードで
きます。
なお、市外の保育園への入園を希
望するときは、市区町村によって提
出期限が異なりますので、早めに問
い合わせてください。また、年度途
中で家庭での保育ができなくなった
ときは、入園できる場合があります
ので相談してください。
問 子育て支援課保育班
（93）４４９７

６月 25 日に、改正「労働安全衛
生法」が公布されました。改正法
では、平成 27 年６月までに、職場
の受動喫煙防止対策（事業者・事業
場の実情に応じた適切な措置）が努
力義務になります。事業者は、まず、
事業場の現状を把握し、実行が可能
な措置のうち、最も効果的なものを
実施するよう努めてください。
受動喫煙防止対策助成金制度
精神保健福祉講演会
中小事業主が職場での受動喫煙防
止対策に取り組むために一定の基準 日時…平成 27 年１月 20 日（火）
午後１時 30 分～３時 30 分
を満たす喫煙室を設置・改修する費
受付 午後１時～
用（上限２００万円）について助成
します。詳しくは千葉労働局ホーム 場所…中央公民館４階大会議室
ページを確認するか問い合わせてく テーマ…
「大人の発達障害の理解と支援」
ださい。
HP 千葉労働局ホームページ
～社会で生きづらい理由は何か、
どうしたら上手に生きていけるのか～
http://chi b a-r oudouk y ok u.
講師…太田晴久さん
jsi te.mhlw.go. j p /
問 千葉労働局健康安全課
（昭和大学付属烏山病院医師）
申込み…不要 費用…無料
０４３（２２１）４３１２
定員…先着１００人
その他…手話通訳有り（平成 27 年
１月 13 日（火）
）までに事前予約）
問 社会福祉課厚生班
（93）４１９２ FAX（93）２２１５

福 祉

総合型地域スポーツクラブ富里南
桜クラブ主催のショートテニス大会
を開催します。
日時…平成 27 年１月 31 日（土）
午前９時～午後３時
場所…社会体育館２階アリーナ
種目…ショートテニス（ダブルス）
部門…小学生、一般の部
費用…１人５００円
申込み…平成 27 年１月 17 日（土）
までに、
「氏名、住所、電話番号、
希望部門」を記入してＦＡＸ
問 ・申込先
富里南桜クラブ 今井
／ FAX（93）４０４４

イベント

公民館
公民館の使用申請
平成 27 年１月６日（火）から受付
公民館棟の平成 27 年４月使用分、
講堂棟の平成 27 年７月使用分の使
用申請書の受付が平成 27 年１月６
日（火）から始まります。
６日（火）の午前８時 30 分まで
に複数の人が申請に来たときは抽選
を行い、受付順を決め、順番に申請
を受け付けます。
問 中央公民館
（92）１２１１

教室･講座
富里国際交流協会
英語教室の生徒募集

■大人の英語教室
２０１５ ニュー・イヤー・パーティー 日時…毎週月曜日、午前 10 時～正午
■楽しい英会話教室
富里国際交流協会では、ニュー・ 日時…毎週水曜日、午後 7 時～ 8 時 30 分
イヤー・パーティーを開催します。 【共通事項】
みんなで料理を一人一品持ち寄って、 場所…北部コミュニティセンター
対象…一般
楽しく新年を祝いましょう。
募集定員…各若干名
日時…平成 27 年１月 10 日（土）
費用…月額３，
０００円（受講料）
午前 11 時～午後２時
※その他に協会年会費が必要です。
場所…北部コミュニティセンター
（一般２，
０００円）
費用…３００円（６歳以下無料）
問
富里国際交流協会事務局
申込み…不要、直接会場へ
問 富里国際交流協会事務局
（企画課企画統計班内）
（93）１１１８
（企画課企画統計班内）
（93）１１１８

相 談

募 集
登録統計調査員を募集

「こころ」と「いのち」と
「おかね」の無料相談会

平成 27 年 10 月１日に国勢調査
が実施されます。国勢調査をはじめ
千葉司法書士会では、
「おかね」 とした各種統計調査に従事する登録
などの法律上の問題ついて専門家 統計調査員を募集します。
である司法書士と、
「こころ」の専 仕事内容…
門家である臨床心
○調査対象世帯や事業所の訪問
理士・精神保健福
○調査内容の説明
祉士と共同で、１
○調査書の配布・記入の依頼
ペ
イ
ジ
ー
人でも多くの「い
○調査書の回収など
P a y － e a s y の臨時休止
のち」を救うため、
対象…
手話通訳などのサービス
システムのメンテナンスのため、
無料相談会を実施
○市内在住の 20 歳以上の人
ペ
イ
ジ
ー
次の期間は P a y － e asy が休止と ■市役所で手話通訳
します。
○説明会などに参加でき、責任をも
市役所内での手続きや相談などに
なります。一部金融機関の ATM は
なお、紛争の価格が１４０万円以
って調査事務を遂行し、調査時に
利用できます。詳しくは各金融機関 専門の手話通訳者が応じます。
下の民事事件に限ります。
知り得た秘密を保持できる人
場所…社会福祉課窓口
へ問い合わせてください。
日時…12 月 20 日（土）
、
○暴力団員ではない人、暴力団員もし
くは暴力団と関係を有していない人
期間…平成 27 年１月１日（木・祝） ■手話通訳者・要約筆記者を派遣
平成 27 年１月 17 日（土）
、
○警察、税務、選挙活動などに直接
手話通訳が必要な場合に手話通訳
～３日（土）までの終日
３月７日（土）
ペ
イ
ジ
ー
関係のない人
■ P ay － eas y って？
者を派遣しています。また、手話が いずれも午前 10 時～午後４時
ペ
イ
ジ
ー
報酬…２～４万円（各統計調査終了
P a y － easy と は 金 融 機 関 の わからない難聴者・中途失聴者の人 場所…千葉市民会館
後に支給）
AT M やインターネットバンキング、 には、話し言葉を要約し、文字で伝
＜千葉市中央区要町＞
詳しくは問い合わせください。
モバイルバンキングなどを利用して、 える要約筆記奉仕員も派遣しています。 相談方法…面談相談（申込不要）
問 企画課企画統計班
問 千葉司法書士会
市税などが納付できるサービスです。 問 社会福祉課厚生班
問 納税課管理班
（93）４１９２ FAX（93）２２１５
（93）１１１８
０４３（２４６）２６６６
（93）０４３４

保険・年金・税

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。

