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相  談
年金相談

　

日時…７月 21 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

　住宅耐震相談会

　専門の相談員が個別の相談に応じ

ます。特に、現在の耐震基準が施行

される前の昭和 56 年５月 31 日以

前に着工された住宅に住んでいる人

は、この相談会を利用してください。

日時…７月 10 日（日）　　　

　　　午前９時～正午／午後１時～５時

場所…東立沢自治会館

対象…市内在住の人　

定員…14 組　費用…無料

持ち物…建築確認申請時の平面図など

　　　　住宅の間取りが分かるもの

　　　　（建築確認通知書など）

相談時間…おおむね 45 分

相談員…市委嘱の住宅耐震相談員

申込み…７日（木）までに電話
問・申込先　都市計画課宅地建築班

　 （93）５１４８

　

スポーツ
秋季野球大会

　出場には登録が必要です。詳しく

は問い合わせてください。

日程…８月 21 日（日）以降の

　　　日曜日、祝日

場所…中央公園野球場、市営球場

申込み…７月５日（火）まで

その他…組み合わせ抽選は、７月

15 日（日）に社会体育館で行います。
問・申込先　市野球協会　小川

　 （93）１０５０

大人のための水泳教室

日時…７月 25 日（月）、26 日（火）

　　　午後１時 30 分～３時 30 分

　　　※小雨決行

場所…七栄小学校プール

対象…市内在住の 20 歳以上の人

費用…無料

講師…夏目幸
みゆき

さん

（（公財）　日本体育協会公認水泳指導員）　ほか

申込み…事前に電話または当日会場にて
問・申込先　市水泳協会　片岡

　 ０８０（１３６９）８７０９

夏だ！プールだ！水泳だ！

【共通】

申込み…７月１日（金）～８日（金）

の午後５時まで（土・日曜日を除く）

場所…七栄小学校プール

■平成28年度市水泳教室

日時…７月 21 日（木）、22 日（金）、

　　　25 日（月）～ 27 日（水）

　　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分

　　　※小雨決行・予備日なし

対象…市内在住で小学生以上の初心者

　　　（小学３年生以下は保護者同伴）

費用…３００円（申込み時に納入）

講師…林慶篤さん（（公財）　日本体育協

会公認水泳マスター上級コーチ）　ほか

■第36回水泳大会

日時…７月 23 日（土）

　　　午前９時～正午

　　　※小雨決行・予備日なし

対象…市内在住または在勤で小学生

　　　以上の人

費用…５００円（申込み時に納入）

種目…自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、

　　　バタフライなど
問・申込先　生涯学習課スポーツ振興室

　（社会体育館内）

　 （92）１５９７

市ゴルフ協会会員募集

　ゴルフを通じて親睦を深めながら、

ルールや知識を身に付けてみません

か。女性会員も大歓迎です。入会方

法など、詳しくは問い合わせてください。
問市ゴルフ協会　益子

　 （92）００１３

教室･講座
普通救命講習会
　

日時…７月10日（日）午前９時～正午

　　　受付　午前８時 30 分～

場所…消防本部３階講堂

対象…中学生以上

定員…20 人　費用…無料

申込み…７月 12 日（日）まで
問・申込先

　消防署　 （92）１３１１

危険物取扱者保安講習会

日程…９月 16 日（金）

場所…ふれあいプラザさかえ

　　　＜栄町安食＞

内容…○午前　給油取扱所の従事者

　　　○午後　給油取扱所以外の従事者

費用…４，７００円

　　　（県収入証紙を申請書に貼付）

持ち物…危険物取扱者免状、受講票

申込み…７月 25 日（月）～ 29 日（金）

までに申請書（※）を直接持参

※申請書は、市危険物安全協会で

配布しています。
問・申込先　市危険物安全協会

　（消防本部予防課内）

　 （92）１３１３

　（午前9時30分～正午／午後1時～4時）

親子でつくろう！クッキング教室

日時…①または②のいずれかを選択

①８月23日（火）午前９時30分～午後１時

② 8月30日（火）午前10時～午後１時

場所…保健センター（すこやかセンター内）

対象…①小学生と保護者

　　　②年長児と保護者

定員…各日程 10 組　

費用…１人５００円

申込み…電話予約（後日詳細を送付）

その他…託児はありません。
問・申込先　健康推進課保健指導班

　 （93）４１２１

募  集
浩養すいかキッズクラブ指導員

　詳しくは問い合わせてください。

対象…年齢不問　賃金…時給８２０円

勤務日…

○月～土曜日　１、２日程度

　午後２時 45 分～６時 30 分

○春・夏・冬休み期間　週 3 日程度

　午前７時 45 分～午後６時 30 分の

　間で５時間程度

その他…保育士、社会福祉士、教諭

などの資格を有する人は優遇します。
問浩養学童クラブ（浩養小学校隣接）

　 （94）０５２０

　（月～金曜日　午後 3 時～ 6 時）

※浩養小学校では問い合わせに対

応できません。

千葉県警察官募集（第 2 回）

申込受付…

７月１日（金）～８月 12 日（金）

試験日…９月 18 日（日）

■警察官A

応募資格…学校教育法に規定する大

学を卒業または卒業見込みで、昭和

58 年４月２日以降生まれの人

■警察官Ｂ

応募資格…警察官Ａに該当しない昭

和 61 年 4 月２日～平成 11 年 4 月 1

日生まれの人
問・申込先　成田警察署警務課

　 （27）０１１０

自衛官募集

　自衛隊では、防衛や災害援助、国

際貢献を担い、日本や世界を舞台に

将来活躍する人材を募集しています。

■自衛官候補生

受験資格…18 ～ 27 歳未満の男女

申込受付…〇男子　随時

〇女子　７月１日（金）～９月８日（木）

試験日…〇男子　申込受付時に周知

〇女子　９月 23 日（金）～ 27 日（火）

　　　　のいずれか１日

■一般曹候補生

受験資格…18 ～ 27 歳未満の男女

申込受付…７月１日（金）～９月８日（木）

試験日…９月 16 日（金）、17 日（土）

■航空学生

受験資格…高等学校を卒業または卒

業見込みの 21 歳未満の男女

申込受付…７月１日（金）～９月８日（木）

試験日…９月 22 日（木・祝）
問・申込先　自衛隊成田地域事務所

　 （22）６２７５

イベント
富里福葉苑夏まつり

日時…７月９日（土）午後３時～７時30分

場所…富里福葉苑＜中沢＞

内容…盆踊り、チャリティービンゴ

大会、模擬店、ゲームコーナーなど
問富里福葉苑　 （93）８１３３

第 7 回文化フォーラム

日時…７月16日（土）午前９時30分～

場所…プリミエール酒々井

　　　＜酒々井町中央台＞

内容…さまざまな演目の舞台発表

費用…無料　申込み…不要

主催…印旛郡市文化団体連絡協議会
問酒々井町文化協会　岩崎

　 ０９０（８４３３）５６５２

仲間募集
第 14 回舞のつどい
日本舞踊発表会

日時…７月 17 日（日）

　　　午前 10 時 30 分～

場所…中央公民館講堂　費用…無料

その他…先着２５０人にお弁当とお

茶を進呈します。抽選会もあります。
問  佐々木　 （93）１５４２

第 67 回富里市歌謡協会
チャリティー発表会

日時…７月 24 日（日）午前９時～

場所…中央公民館講堂

ゲスト…川島一成さん（歌手）

費用…無料　後援…市社会福祉協議会

その他…生バンド演奏あり。先着

１５０人分の弁当を用意しています。
問木内　 　（93）３４４１

「広報とみさと」に広告を

載せてみませんか？

　詳しくは問い合わせてく

ださい。

[問合せ先 ]

　秘書広報課秘書広報班

　 （93）１１１２

有料広告

スペース


