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教室･講座
普通救命講習会

　

　応急手当に関する正しい知識と技

術の普及を図る講習会を実施してい

ます。ＡＥＤの取扱いも学べます。

　いざという時のために講習を受け

てみませんか。

日時…１月 15 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…12 歳以上

費用…無料　定員…20 人

申込み…１月８日（日）まで
問・申込先

　消防署　 （92）１３１１

土地家屋調査士登記相談

日時…１月 11 日（水）

　　　午前９時～正午

場所…千葉地方法務局

　　　○成田出張所＜成田市郷部＞

　　　○佐倉支局＜佐倉市表町＞

内容…土地の境界問題、分筆、建物

新築の登記などの相談

申込み…不要　費用…無料
問千葉県土地家屋調査士会印旛支部　岩淵

　 ０４３（４８５）１８３５

移動暴力相談所の開設

　 千葉県暴力団追放県民会議で

は、相談者の利便性を図るため、移

動暴力相談所を開設します。

　相談は、相談者の立場になって懇

切に納得のいくよう指導・助言をし

ます。また、秘密は厳守されます。

日時…１月 18 日（水）

場所…印旛地域振興事務所

　　　＜佐倉市鏑木仲田町＞

申込み…不要

相談専用ダイヤル…

　 ０１２０（０８９）３５４
問 千葉県暴力団追放県民会議

　 ０４３（２５４）８９３０

就労・進路相談

　就労に悩む若者応援！

　　　　　（厚生労働省委託事業）

　働くことに悩みを抱えている若者

を支援するため、「就労・進路相談」

を受け付けています。

日時…１月 12 日（木）

　　　午後１時～５時

場所…市役所分庁舎１階会議室

対象…おおむね 15 ～ 39 歳までの

就労に悩みを抱えている人、または

保護者

申込み…電話予約

費用…無料
問・申込先

　ちば北総地域若者サポートステーション

　 （37）６８４４

スポーツ
学校体育施設の定期利用

　スポーツを目的に、市内の小・中

学校の体育館や校庭を定期利用する

には「利用団体登録届」が必要です。

　平成 29 年度に定期利用する団体

は、利用団体登録届（※）を提出し

てください。

※生涯学習課スポーツ振興室に備え

つけてあります。

提出期限…１月 20 日（金）

利用期間…４月１日～

　　　　　平成 30 年３月 31 日
問・登録先

　生涯学習課スポーツ振興室

　 （92）１５９７

市民スキー教室参加者募集

日程…２月 24 日（金）～ 26 日（日）

集合場所・時間…中央公民館前

　　　　　　　　午後７時 30 分

場所…舞子スノーリゾート

　　　＜新潟県南魚沼市＞

宿泊先…芳川旅館

　　　　＜南魚沼市姥島新田＞

定員…40 人

※ 30 人に満たないときは中止

対象…小学５年生以上の市内在住、

在勤者（小学生は保護者同伴）

費用…２５，０００円（宿泊・バス・

　　　リフト券・保険代を含む）

申込み…2 月 3 日（金）までに費用

を添えて社会体育館窓口にて

その他…スキー用品のレンタル有り
問・申込先

　生涯学習課スポーツ振興室

　 （92）１５９７

第 35 回市駅伝大会

日時…２月５日（日）午前８時受付

場所…社会体育館

種目・１チーム人数…

①小学生男子・４人

②小学生女子・４人

③中学生男子・５人

④中学生女子・４人

⑤一般男子（16 歳以上）・５人

⑥一般女子（16 歳以上）・４人

距離（全長）…①②④⑥⇒７.０㎞

　　　　　　　③⑤⇒ 10 ．５㎞

費用…１チームにつき

　　　①②④⑥⇒８００円

　　　③⑤⇒１，０００円

※参加者費用を大幅に減額しました。

参考（昨年）①②④⇒２，５００円

　　　　　　③⑥⇒３，０００円

　　　　　　⑤⇒３，５００円

対象…市内在住、在勤の人

申込み…１月 20 日（金）までに、

費用を添えて社会体育館窓口にて
問・申込先

　市陸上競技協会事務局　古城

　 ０９０（８３１３）９６４３

第７回印旛郡市民親善
テニス大会

日程…３月 12 日・19 日・26 日（日）

集合時間…午前 8 時 30 分

場所…白井市運動公園テニス場＜白

井市神々廻＞、南山公園テニス場＜

白井市南山＞

種目…○一般男子・女子

○ 45 歳以上男子・女子

○ベテランミックス

　（男子 55 歳以上・女子 50 歳以上）

○中学生シングル男子・女子

　（小学６年生～中学２年生）

対象・費用・持ち物…

○印旛郡市在住・在学者

　１組２，５００円

○中学生

　１人５００円、試合球１缶（ブリ

　ジストン XT ８）

申込み…１月８日（日）～ 29 日（日）

午後１時までに電子メールにて氏名、

種目を明記して送信
問・申込先

　市体育協会テニス専門部　平野

　 ０９０（９３６３）０３０７

　 hiranokykk@yahoo.co.jp

募  集
印旛郡市広域市町村圏事務組合
職員募集

募集職種・人数…

○一般行政上級 1 人

○土木上級 ( 技術職 ) 1 人

資格…次のいずれかに該当する人

○昭和 56 年 4 月 2 日～平成 7 年 4

　月 1 日生まれ ( 学歴不問 )

○平成 7 年 4 月 2 日以降生まれで

　学校教育法に基づく大学 ( 短期大

　学除く ) を卒業した人 ( 平成 29　

　年 3 月までに卒業見込みを含む ) 

試験日…1 月 29 日 ( 日 ) 

場所…佐倉市立中央公民館

　　　 ＜佐倉市鏑木町＞

申込み…1 月 10 日（火）までに申

込書（※）を組合窓口に直接持参ま

たは郵送（10 日消印有効）

※組合窓口で配布のほか、次のホー

ムページからダウンロードできます。

●印旛郡市広域市町村圏事務組合

　 H P http://www.i-kouiki.jp/kouiki/
問・申込先　印旛郡市広域市町村圏

　　　　　　事務組合事務局管理課

　 ０４３（４８５）０３９７

　〒２８５－８５３３

　佐倉市宮小路町 12

  中央公民館の休館日

１日（日・祝）、 ２日（月）、３日（火）、

8 日（日）、９日（月・祝）、 16 日（月）、

23 日（月）、30日（月）

公民館の使用申請

　１月５日（木）から、公民館棟の

４月使用分、講堂棟の７月使用分の

申請の受付が始まります。

　５日の午前８時 30 分までに複数

の人が申請に来たときは抽選を行い、

受付順を決め、順番に申請を受け付

けます。

　なお、受付時間は午前８時 30 分

～午後５時 15 分です。
問中央公民館　 （92）１２１１

公民館

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

“富里グランドゴルフ協会”

健康と親睦の輪を広めよう！

　老若男女年齢は問いません。

日時…毎週月、水、金曜日

　　　午後１時～３時

場所…中央公園イベント広場

費用…月会費５００円（入会金なし）
問鎌田

　 ０９０（４９１７）１３２９

問市民活動サポートセンター　 （93）４１２３

　サポートセンターの施設や事業などを紹介しています。

とみさと市民活動サポートセンター

Facebook 公式アカウント

とみさと市民活動サポートセンター 検索

とみさと市民活動サポートセンター

情報ネット


