
　市内で開催されている行政相談は、「人権相談」と「心配ごと
相談」と合同で、次のとおり開催しています。
■日時　毎月第４火曜日　午前 10 時～午後２時 30 分
　　　　（10 月は 25 日（火）に開催）
■場所　福祉センター２階会議室
※日時・場所は都合により変更する場合がありますので、「広報
とみさと」などで確認してください。
問秘書広報課秘書広報班　 （93）１１１２

　秋の行政相談週間
届けよう　地域の問題　行政に

富里市行政相談所

　総務省では、行政相談制度について広く国民の理解と認識を深め、
その利用を促進するため、10 月 17 日（月）～ 23 日（日）を
行政相談週間とし、全国的に様々な行事を展開します。

公民館
使用申請のお知らせ

■11月８日（火）から受付
　公民館棟の平成 29 年２月使用分、
講堂棟の平成 29 年５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

くらし
県民手帳の販売

　年度単位で使える予定表や公共機
関・主要団体などの情報、各種統計
資料が満載です。市内販売店舗は県
ホームページで確認できます。
●千葉県ホームページ
H P https://www.pref.chiba.lg.jp/
販売価格…１部５００円（税込）
※市役所での販売は行いません。
問企画課企画統計班
　 （93）１１１８

千葉県最低賃金が改正

　10 月１日から県内の事業場で働
く全ての労働者（パート、アルバイ
トなどを含む）、その使用者に適用
される地域別最低賃金「千葉県最低
賃金」が改正されました。
時間額…８４２円（25 円引上げ）
　また、千葉県最低賃金総合相談支
援センターでは、経営課題と労務管
理の無料相談を受け付けています。
●県最低賃金総合相談支援センター
　 ０１２０（０２６）２１０
問千葉労働局労働基準部賃金室
　 ０４３（２２１）２３２８

子育て
ほっかほかクラブ

日時…10月24日（月）午前10時～正午
場所…北部コミュニティセンター２階和室
テーマ…自由に楽しく遊びましょう
対象…３歳までの子どもと保護者
費用…１家族１００円
申込み…不要
問日吉台地区社会福祉協議会　石井
　 （92）２０７１

仲間募集
第 33回市舞踊愛好会発表会

　舞踊発表会を行います。最後に出
演者より蒔

ま き も の

物があります。
日時…10 月 30 日（日）
　　　午前 10 時 30 分開演
場所…中央公民館講堂
費用…入場料無料
その他…先着１５０人様に軽食を用
意しています。
問田村　 （93）２３２０ 

イベント
市生涯学習・家庭教育講演会

笑顔でつくる親子の信頼関係

～笑いの起きる親子の対話のあり方～ 
日時…11 月９日（水）午前 10 時～
場所…中央公民館４階大会議室
講師…山岸文雄さん
　　　（アマチュア落語家）
費用…無料
申込み…10 月 21 日（金）までに電話。
FAX、メールでの申込みは住所、
氏名、連絡先を明記して送信
その他…託児あり（要申込み）
問・申込先　生涯学習課社会教育班
　 （93）７６４１
　FAX 　（91）１０２０
　  syakai-edu@city.tomisato.lg.jp

印旛沼環境基金第４回公開講座

いんば沼の水質浄化を考える

－手賀沼流入河川の

　礫
れ き か ん

間接触浄化施設を事例にして－

日時…11 月５日 ( 土 )
　　　午後１時 30 分～３時 30 分
場所…ミレニアムセンター佐倉ホール
　　　＜佐倉市宮前＞
定員…１００人
講師…本橋敬之助さん（ 印旛沼
環境基金上席研究員）　
申込方法…電話予約
申込期間…10 月 17 日から受付開始

（平日の午前８時 30 分～午後５時）
主催…佐倉市・ 印旛沼環境基金
問・申込先　佐倉市環境政策課　
　 ０４３（４８４）４２７８

第２回福祉のしごと就職フェア・
inちば　

　社会福祉施設・事業所などへの就
職希望者を対象に「福祉のしごと就
職フェア・in ちば」を開催します。
日時…11 月 12 日（土）
　　　午後１時～４時
場所…幕張メッセ国際会議場
　　　＜千葉市美浜区中瀬＞
内容…
○求人のある社会福祉施設・事業所
　の採用担当者との個別面談
○福祉職場に関する相談
費用…無料　申込み…不要
福祉のおしごとセミナーを同時開催！

　同会場で、実際に福祉の現場で活
躍している職員から仕事の内容や役割、
やりがいなどを語っていただきます。
時間…午前 10 時～午後４時
問県社会福祉協議会県福祉人材センター
　 ０４３（２２２）１２９４

文化祭「とみよう祭」

　生徒の日ごろの学習の成果をぜひ
見に来てください。
日程…11 月 12 日（土）
　　　午前９時30分～午後１時45分
※販売・舞台発表は午前 10 時～午
後１時です。
場所…県立富里特別支援学校
内容…小学部ステージ発表、中学部・
高等部の作業製品販売、そのほか地
域の様々な施設の販売活動あり
持ち物…スリッパ
問県立富里特別支援学校
　 （92）２１００

文化祭「かよう祭」

　毎年恒例となった文化祭「かよう
祭」を開催します。
日程…11 月 12 日（土）
　　　午前10時５分～午後２時15分
場所…県立香取特別支援学校
内容…小学部発表、中学部・高等部
作業製品の販売、児童生徒の作品展
示、遊びコーナー、模擬店　ほか
問県立香取特別支援学校
　 ０４７８（72）２９１１

第14回印旛沼流域環境・
体験フェア

　印旛沼の水環境再生について、産
官民学が一緒に考えるフェアを開催
します。
日時…○ 10 月 29 日 ( 土 )
　　　　午前 11 時～午後３時
　　　○ 10 月 30 日 ( 日 )
　　　　午前 10 時～午後２時
　　　※荒天時は両日とも中止
場所…佐倉ふるさと広場向かい側
 　　　＜佐倉市臼井田＞
内容…Ｅボート乗船体験（10 月 29
日のみ）、農産物・農産物加工品販売、
農業車両などの展示・乗車体験、印
旛沼流域市町・NPO などによるパ
ネル展示
費用…無料
申込み…不要（Ｅボートは当日先着順）
問県河川環境課
　 ０４３（２２３）３１５５

第４回どけんまつり

日時…10 月 23 日（日）
　　　午前 10 時～午後２時 30 分
場所…イオン八街店第２駐車場
　　　＜八街市文違＞
内容…無料子供工作教室、建設機械
乗車体験、けむり体験、バザー、模擬
店多数。地元の建設職人が奉仕します。
後援…富里市・富里市教育委員会
問千葉土建八街支部
　 ０４３（４４２）０２８０

スポーツ
第 76回市卓球大会

日時…11月13日（日）午前８時30分～
場所…社会体育館２階アリーナ
対象…市内在住、在勤、市内クラブ
　　　所属の中学生以上の人
種目…○男女シングルス
　　　○ミックスダブルス
費用…１人５００円（中学生無料）
申込み…11 月７日（月）までに、
住所、氏名、連絡先、年齢、性別、ミッ
クスダブルス参加希望の有無を明記
して提出、または FAX
申込先…生涯学習課スポーツ振興室
　　　　（社会体育館内）
　　　　FAX（93）９６４０
問市体育協会卓球専門部　粕谷
　 ０９０（２５３０）５１０１ 
　 （月～金曜日の午後７時～９時）
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