
こころの健康市民講座
　
日時…12 月 15 日（木）
　　　午後２時～４時
場所…印旛合同庁舎２階大会議室
　　　＜佐倉市鏑木仲田町＞
テーマ…障がいのある人の兄弟姉妹
の立場から～幼少期からの体験、思
い、これから～
費用…無料　定員…１００人
申込み…電話予約
問・申込先　印旛健康福祉センター
　 ０４３（４８３）１１３６

やさしく学ぶ相続の基礎
～現代のお墓事情～

相続を「争族」にしないための

基礎と散骨・樹木葬について

日程・場所…
① 12 月 11 日（日）中央公民館
② 12 月 18 日（日）
　北部コミュニティセンター
時間…午後１時 30 分～３時 30 分
定員…15 人　費用…無料
申込み…電話予約
問・申込先　
　NPO 法人シルクロード　村山
　 　０９０（９１３１）３３８４

募  集
市立認定こども園
臨時・非常勤職員募集

　勤務条件や提出書類など、詳しく
は問い合わせてください。
対象…保育士・幼稚園教諭の資格を    
　　　有する人 
募集人数…若干名
賃金…時給１, ２００円
　　　（平成 29 年 4 月から）
問い合わせ・申込先
●葉山保育園　 （93）１２１５
●向台幼稚園　 （93）２９５８

柔道練習生募集

　市体育協会柔道専門部では、練習
生を募集しています。詳しくは問い
合わせてください。
問市体育協会柔道専門部　堀越　
　 （90）３２９１

イベント
富里障がい者フェスティバル

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…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

中部ふれあいセンターまつり

日時…12 月４日（日）
　　　午前 10 時～午後４時
場所…中部ふれあいセンター
内容…
○ 展示（書道、パッチワークサーク

ルなど）
○発表（フラダンス、詩吟など）
○出店（餅・豚汁のチャリティー販売）
○イルミネーションの点灯式
　（午後４時～）
問中部ふれあいセンター　
　 （91）３３６３

歳末「ひよし犯罪ゼロ集会」

地域で目指す犯罪ゼロのまちづくり！
日時…12 月 11 日（日）
　　　午後２時～４時
場所…北部コミュニティセンター
　　　２階大ホール
内容…
○ 電話 de 詐欺被害６か月間ゼロ

キャンペーン報告
○ 富里北中学校生徒による防犯作文

発表
○ 防犯講演「管内の犯罪発生状況・犯

罪に遭わないために」（成田警察署）
○ 消費生活センター講演「最近の還付

金・架空請求etc の手口を知ろう」
問日吉台地区防犯連合会　佐藤
　 （92）５８８４

平成 29年成人式
　
　新たな門出を祝い、懐かしい仲間
や恩師との再会など、楽しいひとと
きを過ごしませんか。
日時…平成 29 年１月８日（日）
　　　午前 10 時 30 分～
　　　受付　午前 10 時～
場所…中央公民館講堂
対象…平成８年４月２日～
　　　平成９年４月１日生まれ
その他…市に住民登録がある人に
は 12 月上旬に案内状を送付します。
市に住民登録がない人で、案内状の
送付を希望する人は、12 月 22 日

（木）までに問い合わせてください。
問生涯学習課社会教育班
　 （93）７６４１

廃棄物の不法投棄は犯罪です

　不法投棄をした者は、５年以下
の懲役か１，０００万円以下の罰金、
またはその両方が科せられることが
あります。法人にも３億円以下の罰
金が科せられることがあります。
不法投棄を見かけたら
○ 不法投棄をしている現場を見たら

車のナンバーをひかえ、警察また
は環境課へ通報してください。

○ 不法投棄されている場所を見つけ
たら、環境課へ連絡してください。

不法投棄をさせない・されないために
　定期的に土地の見回りや草刈りを
行い、フェンスなどを設けて管理さ
れている土地であることを示すなど、
予防に努めることが大切です。
問環境課環境保全班
　 （93）４９４５

福  祉
デイケアクラブ

日時…12 月 16 日（金）
　　　午後１時 30 分～３時
場所…福祉センター調理室
内容…調理実習「餃子を作ろう」
対象…�18 歳以上で、精神科などに

定期的に通院している人
持ち物…エプロン、三角巾
費用…３００円　申込み…電話予約
問・申込先　社会福祉課障害福祉班
　 （93）４１９２

教室･講座
精神障害者家族会講演会

　精神障害をもちながら　　

生き生きと暮らすには　

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
費用…無料　申込み…電話予約
問・申込先　社会福祉課障害福祉班
　 （93）４１９２
　FAX　（93）２２１５

普通救命講習会

日時…12月18日（日）午前９時～正午
場所…市消防本部３階講堂
対象…中学生以上
費用…無料　定員…20 人
申込み…12 月 11 日（日）まで
問・申込先　消防署
　 （92）１３１１

11 広報とみさと　2016.12.1 情報ネット

くらし
12 月分の学校給食費振替日

　口座の残高不足で引き落としでき
ないことがあります。残高を確認し、
不足している場合は期限までに入金
してください。
入金期限…12 月９日（金）
振替日…12 月 12 日（月）
※次回平成 29 年１月分の振替は、
１月 10 日（火）です。
問学校教育課指導班
　 （93）７６５９

正月門松カードを配布

　市では、緑化推進事業の一環とし
て、区・自治会などを通じて各戸に
門松カードを配布しています。
　自治会がない地区などには、市役
所総合受付、日吉台出張所で配布し
ていますので利用してください。
期間…12 月 28 日（水）まで 
問農政課農政畜産班
　 （93）４９４３

救急車の適正利用にご協力を

　市では、現在３台の救急車で救急
出動に備えています。
　緊急性がないのに救急車を要請す
ると、本当に救急車が必要な命の危
険がある重症患者への対応が遅れて
しまうことも考えられます。
　緊急性がなく、自分で病院に行け
る場合は、救急車を要請しないで交
通機関などを利用してください。
　尊い命を救うために今一度、救急
車の適正利用について考えましょう。
問消防署　 （92）１３１１

環  境
第 19 回「水辺の風景画コ
ンクール」入賞作品巡回展

　「水に興味・関心をもってほしい」
という願いを込めて募集した小・中
学生の入賞作品を展示します。ぜひ
ご覧ください。
日時…12 月９日（金）～ 15 日（木）
　　　午前 9 時～午後９時
※ 12 日（月）は休館日
※ 15 日（木）は午後１時まで
場所…中央公民館ロビー
問環境課環境保全班
　 （93）４９４５


