
女性に対する暴力をなくす運動

11 月 12 日～ 25 日

「女性に対する暴力をなくす運動」期間

11 月 25 日

女性に対する暴力撤廃国際日

　売春婦・人身取引、ストーカー行
為、配偶者などからの暴力、性犯
罪、セクシュアル・ハラスメントな
ど、女性に対する暴力は、女性の人
権を著しく侵害するものであり、男
女共同参画を形成していくうえで克
服すべき課題です。暴力のない社会
づくりにご協力ください。
問い合わせ先
●県女性サポートセンター
　 ０４３（２０６）８００２
●企画課企画統計班
　 （93）１１１８

八街駅第１・５自転車駐車場
平成 29年度利用登録申請
　
　自転車駐車場の利用登録申請の１
次受付を開始します。許容台数を超
過したときは抽選になり、空きがあ
る場合は継続して受付を行います。
受付期間…11 月 11 日（金）～
　　　　　12 月　２　日（金）
利用期間…平成 29 年４月１日～
　　　　　平成 30 年３月 31 日
申請方法…利用登録申請書（※）に
必要事項を記入し、郵送（２日消印
有効）または持参
※ 11 月 11 日（金）から、八街市
都市整備課、八街市役所受付、ＪＲ
八街駅自由通路に備え付けます。
問・申込先　八街市都市整備課　
　 ０４３（４４３）１４３２
　〒２８９－１１９２
　八街市八街ほ 35 － 29

教室･講座
普通救命講習会

　
日時…11 月 20 日（日）
　　　午前９時～正午
　　　受付　午前８時 30 分～
場所…消防署３階講堂
対象…中学生以上
費用…無料　定員…20 人
申込み…11 月 13 日（日）まで
問・申込先
　消防署　 （92）１３１１

防火・防災管理新規講習
甲種新規防火管理講習

日程…12 月 21 日（水）、22 日（木）
※２日間とも参加できる人に限る。
場所…成田国際文化会館
　　　＜成田市土屋＞
費用…テキスト代込み
○防火・防災管理新規講習
　８、５００円
○甲種新規防火管理講習
　６、５００円
定員…１５０人
申込み…次の期間中に申込書（※）
を（一社）千葉県消防設備協会に持参
またはＦＡＸ
○防火・防災管理新規講習
　11 月８日（火）、９日（水）
○甲種新規防火管理講習
　11 月１日（火）、２日（水）
※市消防本部で配布のほか、（一財）
日本防火・防災協会のホームページ
からダウンロードできます。
●（一社）日本防火・防災協会ホームページ
H P http://www.n-bouka.or.jp/
その他…欠席するときは（一社）千葉
県消防設備協会に要連絡。無断欠席
は受講料の払い戻しできません。
申込先…

（一財）千葉県消防設備協会
千葉市中央区道場南１－９－１５
千葉県電工会館２階

（午前９時～正午／午後１時～４時）
　 　０４３（３０６）３８７１
　ＦＡＸ　０４３（２２３）６６１０
問消防本部予防課
　 （92）１３１３

　
シニア従業員の
お仕事説明会 in 富里

　市と「高齢者見守りネットワーク
事業」の協定を締結しているセブン
- イレブン・ジャパンが、高齢者の
雇用推進のため、仕事説明会を開催
します。
日時…11 月 28 日（月）
　　　午前 10 時～正午
　　　受付　午前９時 40 分～
場所…市役所分庁舎２階大会議室
対象…おおむね 60 歳以上
　　　（年齢上限なし）
費用…無料　定員…30 人
申込み…電話予約
問・申込先　
　商工観光課商工振興班
　 （93）４９４２

￥狩猟が始まります
　
　狩猟者はマナーを守り、事故がな
いよう安全な狩猟に努めましょう。
　野外で活動する人は、目立つ服装を
するなどの事故防止対策をしましょう。
期間…11 月 15 日（火）～
　　　平成 29 年２月 15 日（水）
問県自然保護課
　 ０４３（２２３）２９７２

学校給食費振替日

　口座の残高不足で引き落としでき
ないことがありますので、振替日前に
確認し、期限までに入金してください。
対象…11 月分
入金期限…11 月９日（水）
振替日…11 月 10 日（木）
※12月分の振替は12月12日（月）です。
問学校教育課指導班
　 （93）７６５９

動物による危害防止強化月間
　
　11 月は「動物による危害防止対
策強化月間」です。
　平成 27 年度は、人が犬にかまれ
る事故が県内で１５１件発生してい
ます。次のことに注意し、動物によ
る事故などを防止しましょう。
動物は責任をもって最後まで面倒を

みましょう

　やむを得ない事情で飼えなくなっ
たときは、新しい飼い主を探してく
ださい。保健所や動物愛護センター
では飼い主探しをお手伝いします。
犬の放し飼いは禁止

　犬を運動させるときは、犬を制止
できる人が短い引き綱で行いましょ
う。万が一、犬が人に怪我をさせて
しまったときは、飼い主が保健所に
届け出てください。
犬の登録と狂犬病予防注射

　飼い主の義務として法律で定めら
れています。
動物には迷子札などをつける

　迷子札やマイクロチップをつけ、
首輪などに連絡先の電話番号などを
記入しましょう。
猫は屋内で飼う

　糞尿や鳴き声などの被害を防止で
き、感染症や交通事故から猫を守る
ことができます。
サル、ヘビなどの特定動物を飼うとき

　あらかじめ保健所長の許可が必要
です。逃げださないよう、十分注意
し、逃げてしまったときは、直ちに
保健所・警察へ通報してください。
問い合わせ先
●印旛保健所 成田支所
　 （26）７２３１
●県動物愛護センター
　 （93）５７１１

11 広報とみさと　2016.11.1 情報ネット

くらし
11 月９日～ 15日は
秋の火災予防運動

消しましょう　その火その時

　　　　　　　その場所で　

　運動期間中は、消防本部・署と消
防団で、午後９時にサイレンを１分
間鳴らします。就寝前は火の元の点
検をお願いします。
空気が乾燥しています

　空気が乾燥し、強風の日は火が燃
え広がりやすくなっています。ストー
ブなどの暖房器具の使用やたばこな
ど、火の取り扱いに注意しましょう。
特に、乾燥注意報や強風注意報の発
令中には、十分注意しましょう。
住宅防火

いのちを守る７つのポイント

■３つの習慣

○寝たばこは絶対やめる
○ストーブは燃えやすいものから離
　れた位置で使用する
○ガスコンロなどのそばを離れると
　きは必ず火を消す
■４つの対策
○寝逃げ遅れを防ぐため、住宅用火
　災警報器を設置する
○寝具や衣類、カーテンからの火災
　を防ぐために、防炎品を使用する
○火災を小さいうちに消すため、住
　宅用消火器などを設置する
○お年寄りや身体の不自由な人を守
　るため、日頃から隣近所の協力体
　制をつくる
問い合わせ先
●消防署　 （92）１３１１
●北分署　 （91）０１１９

市営水道に加入しましょう！

　現在、市の水道が整備されている
地区で井戸を利用している人は、市
の水道に加入してください。
　市では、安心して水道水を使って
もらうため、水質検査の計画と結果
をホームページで公表しています。
市営水道を利用するには？ 

　工事費、加入金、検査などの手数
料がかかるほか、水道料金が必要に
なります。なお、工事は市指定給水
装置工事事業者に依頼してください。
水道料金の支払いは

便利な口座振替で

　一度手続きをすると、支払いの手
間が省けます。預金通帳と届出印、
納入通知書または使用水量などのお
知らせ（検針票）を持参し、取扱金
融機関の窓口で申し込んでください。
問水道課　 （93）３３４０

日時…11 月５日（土）【雨天決行】午前９時～午後１時
場所…根木名小学校
内容…○消火訓練　○給食訓練　○包帯の使用方法　○搬送訓練
○ AED を使用した心肺蘇生法　○ロープの結び方　○煙体験ハウス
問　根木名学区連合会　加藤　 ０９０（７１８６）７７９１

防災訓練に参加しましょう

～いざという時に役立つ　防災知識を高めよう～

木名小学校区根


