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募  集
平成 28 年度
防衛大・防衛医科大学生募集

　約 23 万人の自衛官が防衛や災害
援助、国際貢献を担い、日本や世界
を舞台に活躍しています。自衛隊で
は、将来活躍する人材を募集してい
ます。詳しくは問い合わせてください。
■防衛大学校学生
▼推薦
受験資格…高卒（見込み含む）21
歳未満で学校長が推薦する人
受付…９月５日（月）～８日（木）
▼総合選抜
受験資格…高卒（見込み含む）21
歳未満の人（自衛官は 23 歳未満）
受付…９月５日（月）～８日（木）
▼一般（前期・後期）
受験資格…高卒（見込み含む）21
歳未満の人（自衛官は 23 歳未満）
受付…
○前期　９月５日（月）～ 30 日（金）
○後期　平成 29 年１月 21 日（土）
　　　　 ～ 27 日（金）
■防衛医科大学校医学科学生・
　防衛医科大学校看護学科学生
　（自衛官候補看護学生）
受験資格…高卒（見込み含む）21
歳未満の人
受付…９月５日（月）～ 30 日（金）
問・申込先　自衛隊成田地域事務所
　 （22）６２７５

イベント
第 25 回市農業懇話会

地域を元気に明るい農業を目指して

　市農業士会主催による「第 25 回
富里市農業懇話会」を開催します。
　当日は、柏染谷農場の染谷茂さん
を講師にお迎えして、講演とフロアー
ディスカッションを行います。多くの
皆さんの来場をお待ちしています。
日時…10 月３日（月）
　　　午後１時 30 分～５時
場所…市農業協同組合本店３階
　　　大会議室
問農政課農政畜産班
　 （93）４９４３

なかよし動物フェスティバル
２０１６

日時…９月 17 日（土）
　　　午前 10 時～午後３時
場所…県動物愛護センター
　　　＜富里市御料＞
内容…動物愛護教室、動物愛護紙
芝居、乗馬体験（人数に制限あり）、
地元特産品販売、チーバくんと写真
撮影など
問県動物愛護センター
　 （93）５７１１

第 37 回富里福葉苑文化祭

日時…11 月 19 日（土）
　　　午前 10 時～午後３時
場所…富里福葉苑＜富里市中沢＞
内容…○利用者による演劇・合唱
　　　○チャリティバザー　ほか
その他…バザー品（衣類日用雑貨品、
食器類など）の提供をお願いします。
○受付　10 月　１　日（土）～
　　　　11 月 10 日（木）まで
※家電製品（新品を除く）・布団類
は不可
問富里福葉苑　 （93）８１３３

仲間募集
　「広報とみさと」では、市内の公共
施設で活動しているサークルなどの
仲間募集記事を受け付けています。

○市内の公共施設で開催・活動する
　ものに限ります。
○営利団体や政治、宗教活動などは
　掲載できません。
○紙面の関係上掲載できないことが
　あります。ご了承ください。
　詳しくは問い合わせてください。
問秘書広報課秘書広報班
　 �（93）１１１２

“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？ミルク
育児中のママもお待ちしています。
日時…９月５日（月）、12 月５日（月）
　　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
場所…北部コミュニティセンター
費用…無料
申込み…不要
問佐藤　 （92）８００４

“末廣倶楽部”

　末廣倶楽部では、富里市の国登録
有形文化財となった旧岩﨑家末廣別
邸を市の管理方針に基づき景観維持
と一般公開に向けて必要な作業のボ
ランティアを行っています。
　現在 35 人が活動中で、拡大中に
伴い、会員を募集します。入会希望
者の体験ボランティアは歓迎します。
日時…毎週月、木曜日
　　　午前９時～正午
募集人数…約 10 人
募集期間…９月 15 日（木）まで
費用…年会費２，０００円
※活動には参加できないが主旨には
賛同できる方、企業・団体も募集
○個人賛助会員　年会費２，０００円
○団体賛助会員　年会費５，０００円
問会長　村塚
　 ０９０（１９８６）５９５８

市内放射線量測定結果
測定施設 測定日 0.05 ｍ 0.5 ｍ 1.0 ｍ

市
内
公
園

日吉台中央公園 ８／３ 0.06 0.06 0.06
新木戸大銀杏公園 ８／３ 0.07 0.07 0.07
獅子穴公園 ８／３ 0.05 0.05 0.05
富里中央公園 ８／３ 0.05 0.05 0.05
ふるさと自然公園（Ａ地区） ８／３ 0.07 0.07 0.07

そ
の
他

市消防本部 ８／１ － 0.05 0.05
市役所駐車場 ８／２ － 0.06 0.06
市営運動場 ８／２ － 0.04 0.04
高野運動広場 ８／ 10 － 0.06 0.04
日吉台上流調整池 ８／５ － 0.09 0.09
七栄調整池 ８／５ － 0.09 0.12

※測定値の単位：マイクロシーベルト／時
※詳しくは各担当部署へ問い合わせてください。
　 （93）１１１１

　国では、長期的な目標として、追加被ばく線量が年間 1 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以
下（0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）を目指すことが示されています。

問環境課環境保全班　 （93）４９４５

農産物の放射性物質検査
採取日 品目 栽培方法 放射性

セシウム134
放射性

セシウム137 合　計

８／２ なし 露地 検出せず 検出せず 検出せず

問農政課農政畜産班　 （93）４９４３

～　捨てないで
　　　　きれいなこころと
　　　　　　　そのごみを　～

　第 20 回「ポイ捨て“ナイナイ”キャ
ンペーン」を９月４日（日）に実施
します。
　このキャンペーンは「ポイ捨て防
止条例」の制定を機に、平成 9 年か
ら市環境美化推進協議会が主催で実
施している啓発運動です。

　当日は、市政協力員・行政連絡協力者・環境美化推進員の皆さ
んや、多くの地区住民の皆さんにご協力をいただき、のぼり旗や
横断幕の設置などを行い、ごみのポイ捨て防止を啓発します。
　また、日吉台小学校区では、関係役員や地域の皆さんが、地区
内の通りを清掃しながら街頭啓発活動を行い
ます。この機会に家庭、職場でごみのポイ捨
て防止について、私たちができることを考え
てみましょう。
問市環境美化推進協議会事務局
　（環境課リサイクル推進班内）　
　 （93）４９４６

ポイ捨て “ナイナイ”
　　　　　　キャンペーン

▲捨て無い奉行

■不法投棄を現場を見かけたら
　車のナンバーを控えて警察または市役所へ通報しましょう。
■不法投棄を防止するために
　土地の見回り、草刈り、フェンス・柵などの設置などを定期的に行い、
管理されている土地であることを示し、不法投棄の予防に努めましょう。
問環境課環境保全班
　 （93）４９４５

不法投棄は犯罪です！


