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イベント

ジョブカフェちば出張版
「地もっと職場訪問 in 富里」

　職場の雰囲気や先輩社員から直接話

を聞いて、企業や仕事についての理解

を深めてみませんか。

日時…１月 21 日（水）

　　　午前 10 時～午後６時

集合場所…北部コミュニティセンター

見学企業…

○太産工業㈱千葉製作所（富里市）

○㈱ヤマナカゴーキン東京工場（佐倉市）

対象…15 ～ 39 歳ですぐに就職また

は転職可能な人、平成 27 年３月に

卒業見込みの人（高校生を除く）

定員…12 人　費用…無料　

申込み…事前に電話で予約

問・申込先　

　産業経済課商工観光振興室

　 （93）４９４２

県動物愛護センター

　詳しくは問い合わせてください。

■犬のしつけ方教室（予約制）

▼基礎講座

日時…１月 10 日（土）、２月７日（土）、

　　　３月　８　日　（日）

　　　午後１時～２時 30 分

定員…各先着 30 組　

費用…無料

▼実技講座

　 千葉県動物保護管理協会が開

催します。

日時…１月 10 日（土）、２月７日（土）、

　　　３月　８　日　（日）

　　　午後２時～４時

定員…各先着 30 組　

費用…３，０００円

■パピークラス（予約制）

　職員から子犬の飼い方・しつけ方

を学び模範的な飼い主を目指します。

　開始時間など詳しくは問い合わせ

てください。

日程…１月 24 日（土）、２月 28 日（土）、

　　　３月 28 日（土）

費用…無料

■飼い主さがしの会（予約制）

　犬・猫の欲しい人、あげたい人の

出会いの場です。

日程…１月 10 日（土）、２月７日（土）、

　　　３月　８日（日）

時間…○犬・猫が欲しい人

　　　　午前９時 30 分～ 10 時

　　　○犬・猫をあげたい人

　　　　午前 10 時～ 11 時

費用…無料

■一般譲渡会（予約不要）

　愛護センターの成犬、成猫を譲渡

します。

日程…１月 22 日（木）、２月 26 日（木）、

　　　３月 26 日（木）　

受付時間…午後１時～１時 30 分

費用…無料

問・申込先　県動物愛護センター

　 （93）５７１１

スポーツ

学校体育施設の定期利用

　スポーツを目的に、市内の小・中

学校の体育館や校庭を定期利用する

には「利用団体登録届」が必要です。

届け出用紙は生涯学習課スポーツ振

興室に備えつけてあります。

■提出期限　

　１月 23 日（金）

■登録期間　

　４月１日～

　平成 28 年３月 31 日

問・登録先　

　生涯学習課スポーツ振興室

　 （92）１５９７

市民スキー教室参加者募集

日程…２月 20 日（金）～ 22 日（日）

集合場所・時間…中央公民館前

　　　　　　　　午後７時 30 分

場所…舞子スノーリゾート

　　　＜新潟県南魚沼市＞

宿泊先…芳川旅館

　　　　＜南魚沼市姥島新田＞

定員…先着 40 人

※ 30 人に満たないときは中止

対象…小学５年生以上の市内在住、

　　　在勤者（小学生は保護者同伴）

内容…グループに分かれ、２時間

　　　1 単位の講習を２、３単位

　　　実施

費用…２５，０００円（宿泊・バス・

　　　リフト券・保険代を含む）

申込み…１月30日（金）までに参加

費を添えて社会体育館窓口で申込む

その他…スキー用品のレンタル有

問・申込先　

　生涯学習課スポーツ振興室

　 （92）１５９７

第 33 回富里市駅伝大会

日時…２月１日（日）

　　　午前８時受付

場所…社会体育館

種目・１チーム人数…

①小学生男子・４人

②小学生女子・４人

③中学生男子・５人

④中学生女子・４人

⑤一般男子（16 歳以上）・５人

⑥一般女子（16 歳以上）・４人

距離（全長）…①②④⑥⇒７. ０㎞

　　　　　　　③⑤⇒ 10 ．５㎞

費用…１チームにつき

①②④⇒２，５００円、

③⑥⇒３，０００円、

⑤⇒３，５００円

対象…市内在住、在勤の人

申込み…１月 16 日（金）までに、　

　　　　費用を添えて社会体育館窓

　　　　  口で申込む

問・申込先

　市陸上競技協会事務局　古城

　 ０９０（８３１３）９６４３

第３回ショートテニス大会

日時…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…ダブルス

対象…小学生、一般

費用…１人５００円

申込み…１月17日（土）までにFAX

　　　　で申込む

問・申込先

　富里南桜クラブ　今井

　 ／FAX （93）４０４４

第６回印旛郡市民親善テニス大会

日程…３月１日（日）、８日（日）

予備日：３月14 日（土）、21 日（土）

場所…四街道市総合公園テニス場　

　　　＜四街道市和田＞

種目…○男・女一般ダブルス

　　　○ベテランミックス(女 45 歳

　　　　以上と男 50 歳以上の組 )

対象…中学生以上で、印旛郡内に在

　　　住、在勤または市体育協会テ

　　　ニス専門部登録加盟会員の人

費用…

○成人の組　２，５００円

○成人・中高校生の組　２，０００円

○中高校生の組　１，５００円

※保険料含む

申込期間…１月 10 日（土）～

　　　　　25 日（日）

問・申込先

　市体育協会テニス専門部　平野

　 ０９０（９３６３）０３０７

教室･講座

中高年の再就職
支援セミナー＆出張相談会

　再就職活動を始めるために必要な

情報、公共の職業訓練などの説明や

就職や生活に関する出張相談会を行

います。

日程…１月 19 日（月）

場所…八街市役所第１庁舎３階第１

　　　会議室＜八街市八街ほ＞

費用…無料

申込み…事前に電話で予約

■セミナー

時間…午前 10 時～午後０時 30 分

対象…40 ～ 65 歳で求職中の人

定員…20 人

■出張相談会

時間…午後１時 30 分～４時

　　　（１人 30 分程度）

定員…４人（年齢不問）

問産業経済課商工観光振興室

　 （93）４９４２

募  集

日吉台学童クラブ指導員募集

　年齢は問いません。労働時間など、

相談に応じます。日吉台小学校では、

問い合わせに対応できません。

賃金…時給８７０円

（試用期間の 6 か月間は８００円）

勤務時間…

○月～金曜日のうち１～２日程度

　午後２時 30 分～６時 30 分

○春・夏・冬休み期間のうち週３日程度

　午前 8 時～午後 6 時 30 分のうち

　5 時間程度

問・申込先　

　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）

シルバー人材センター会員募集

　60 歳以上の心身共に健康で働く

意欲があって、センターの趣旨など

に賛同できる人は入会できます。

　入会には必要書類の記入や年度会

費３，６００円などが必要です。

問 市シルバー人材センター

　  （90）１３７５

仲間募集

“気功・ヨガ同好会”

　簡単なヨガで健康に！体験、見学

も大歓迎です。

日時…毎週火曜日　午前10時～正午

場所…中央公民館

費用…月会費　１，５００円

問山下　 （92）０７４９

  １月の中央公民館の休館日

 １日（木・祝）、 ２日（金）、３日（土）、

 ４日（日）、５日（月）、11 日（日）、

12 日（月・祝）、19 日（月）、26 日（月）

公民館の使用申請

　１月６日（火）から、公民館棟の

４月使用分、講堂棟の７月使用分の

申請書の受付が始まります。

問中央公民館　 （92）１２１１

公民館

　　　　　　　　　　　　　　問選挙管理委員会　 （93）１１１３

　富里市議会議員一般選挙（４月 19 日告示、４月 26 日投票）の立候補

予定者を対象に、立候補の手続きや選挙に関する留意事項について説明

会を開催します。申込みは不要です。

日時…２月 24 日（火）午後２時　場所…中央公民館４階大会議室

　市議会議員選挙立候補予定者の説明会について


