
広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

くらし
年末年始のし尿くみ取り・
浄化槽清掃の業務

　し尿くみ取り業務などは、12 月
29 日（木）～平成 29 年１月３日（火）
の間は休業になります。
　年内にし尿くみ取りなどを希望する
人は、12 月９日（金）までに該当
地区の清掃業者に申し込んでください。
※早めの申込みにご協力ください。
※年始は平成 29 年１月４日（水）
から平常通り開始します。
■㈲下総衛生　 （93）１１０１
対象地区…日吉台、日吉倉、久能、大和、
七栄、根木名、十倉（大堀）、御料（葉山）
■大成企業㈱ 　 （93）３３７９
対象地区…新橋、中沢、新中沢、高
松、立沢、立沢新田、高野、十倉（大
堀を除く）、御料（旭・宮内）、美沢
問環境課環境衛生班
　 （93）４９４５

稲作農家の皆さんへ
飼料用米で安定収入の確保を

　食生活の変化や高齢化などにより、
米の需要は全国で毎年約８万トンも
減少しています。生産量が需要量を
上回り在庫量が増えると、米価の下
落を招きます。安定した収入を確保
し、需給改善を図るためにも、飼料
用米の栽培に取り組んでみませんか。
問農政課農政畜産班　 （93）４９４３

11 月 25 日～ 12 月１日
犯罪被害者週間

　犯罪などの被害に遭われた人やそ
の家族が立ち直り、再び平穏な生活
を送るためには、地域の人々の理解
と配慮が必要です。ご理解とご協力
をお願いします。
問成田警察署　 （27）０１１０

保険・年金・税
11月は労働保険適用促進強化月間

　労働者を１人でも使用する事業主
（農林水産業の一部を除く）は、労
働保険（労災保険、雇用保険）に加
入することが義務付けられています。
未手続事業の事業主は至急、加入手
続きをしてください。
問千葉労働局労働保険徴収課
　 ０４３（２２１）４３１７

青色決算・消費税などの説明会

　青色申告決算書の作成方法や消費
税などについての説明会を開催します。
日程 ･ 場所…
○ 12 月１日（木）
　印旛合同庁舎２階大会議室
　＜佐倉市鏑木仲田町＞
○ 12 月２日（金）
　印西市役所３階大会議室
　＜印西市大森＞
○ 12 月６日（火）
　八街市中央公民館２階小中会議室
　＜八街市八街ほ＞
○ 12 月９日（金）
　成田市中央公民館講堂
　＜成田市赤坂＞
時間…午後１時 30 分～３時 30 分
問成田税務署個人課税第１部門
　 （28）５１５１

（音声案内「２番（税務署）」を選択）

環  境
始めてみませんか？
アダプトプログラム

　アダプトプログラムとは、市民や
事業所の皆さんが一定区間の道路
の里親になり、ボランティアで清
掃・美化活動を行う制度で、現在、
約１，１００人の “道路の里親” が
活動しています。
　市では、ごみ袋や軍手など活動時
に必要な物品の支給やごみの回収を
行い、活動を支援しています。登録
は随時受け付けています。
問環境課リサイクル推進班
　  （93）４９４６

教室･講座
　

印旛沼環境基金第５回公開講座

いんば沼の水質浄化を考える

－排水路等の

　各種水質浄化施設を事例にして－

日時…12 月３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）　
申込み…電話予約

（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

精神障害者家族会講演会

精神障害をもちながらイキイキと暮

らすには

－精神障害を抱えるその家族・支援

者の立場から共に考えましょう－

日時…12 月９日（金）
　　　午後１時 30 分～４時
場所…福祉センター２階大会議室
講師…大賀四郎さん（千葉県精神障
害者家族会連合会副理事長、佐倉
市精神障害者家族会かぶらぎ会会長）、
平野静江さん（富里市精神障害者家
族会サルビアの会会長）
費用…無料　申込み…不要
問社会福祉課障害福祉班
　  　（93）４１９２
　　FAX 　　（93）２２１５

市民健康講演会

なぜ、「かかりつけ歯科医」のいる

人は長寿なのか？

日時…12 月 11 日（日）
　　　午後２時～４時 30 分
場所…成田市文化芸術センター（ス
カイタウン成田）＜成田市花崎町＞
講師…星旦二さん
　　　（首都大学東京名誉教授）
定員…３００人　費用…無料
申込み…12 月４日（日）までに氏
名、住所、電話番号を明記し、FAX
またはメール
問・申込先　（公社）印旛郡市歯科医師会
　　FAX 　　（27）１８９６
　 　ida1894@yo.rim.or.jp

￥危険物取扱者の保安講習

日程・対象…平成 29 年１月17日（火）
○午前　給油取扱所の従事者
○午後　給油取扱所以外の従事者
場所…千葉市文化センターアート
ホール＜千葉市中央区中央＞
費用…４，７００円
　　　（県収入証紙を申請書に貼付）
持ち物…危険物取扱免許状、受講票
申込み…11 月 28 日（月）～ 12 月
２日（金）までに申請書（※）を直
接持参
※市危険物安全協会で配布
問・申込先　市危険物安全協会
　　　　　　（消防本部予防課内）
　　　　　　 （92）１３１３

子育て
ほっかほかクラブ

バルーンアートで遊ぼう！

日時…11 月 28 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
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

イベント
富里障がい者フェスティバル

　12 月３日からの「障害者週間」に
合わせ、障がいのある人に対する理
解を深めてもらうために開催します。
日時…12 月３日（土）
　　　午前９時～午後１時
場所…福祉センター集会室
内容…生バンドの演奏、芸能発表など
費用…無料　申込み…不要
問社会福祉課障害福祉班
　  　（93）４１９２
　　FAX 　　（93）２２１５

第４回まるごみin とみさと2016

住みたい街　帰りたい街　富里

　ごみをなくしながら、地域の活性
化を目指すイベントです。ごみ拾
いの後は日吉台中央公園で行われる

「とみ市」に合流し、楽しいイベン
トを予定しています。
日時…12 月４日（日）
午前９時 30 分～午後０時 30 分
受付９時～※小雨決行、荒天中止
受付場所…日吉台小学校
申込み…不要
問まるごみ in とみさと実行委員会
　高崎　  ０９０（３４３６）５７３８

富里国際交流協会主催
第８回ワールド・フード・コミュニケーション

　「食」で異文化交流を楽しもう！
日時…12 月 17 日（土）
　　　午前 10 時～午後４時
場所…北部コミュニティセンター
内容…

「中華料理と中国の文化について」
調理実習（水餃子、酢豚など）
講師…史軍さん（中華航空社員寮調
理スタッフ）　定員…20 人
費用…○一般７００円
○富里国際交流協会会員５００円
申込み…電話予約
問・申込先　富里国際交流協会事務局
　（企画課企画統計班内）
　  （93）１１１８

使用申請のお知らせ

■ 12 月 1 日（木）から受付
　公民館棟の平成 29 年３月使用分、
講堂棟の平成 29 年６月使用分の使
用申請書の受付が始まります。
　１日の午前８時 30 分までに複数
の人が申請に来たときは、申請の受
付順を決める抽選を行います。　
問中央公民館　 （92）１２１１

公民館
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