
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。

公民館
公民館の使用申請

■２月１日（水）から受付
　公民館棟の５月使用分と講堂棟の
８月使用分の使用申請書の受付が、
２月１日（水）から始まります。
問中央公民館　 （92）１２１１

くらし
１月26日は文化財防火デー

　１月 26 日は、法隆寺金堂壁画の
焼損日（昭和 24 年）に当たり、こ
の日を「文化財防火デー」と定めま
した。
　文化財は国民共有の貴重な財産で
す。文化財に対する愛護意識を高め、
周辺地域に住む人々の連携と協力で、
みんなの財産を守りましょう。
問消防本部予防課
　 （92）１３１３

千葉県特定最低賃金の改正

　７業種の特定最低賃金が、平成 28
年 12 月 25 日付けで改正されました。

最低賃金件名 改正時間額
調味料製造業 ８６８円
鉄鋼業 ９１５円
はん用機械器具、
生産用機械器具製造業 ８８４円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

８８７円

計量器・測定器・分析機器・試
験機・測量機械器具・理化学機
械器具製造業、医療用機械器具・
医療用品製造業、光化学機械器
具・レンズ製造業、時計・同部
分品製造業、眼鏡製造業

８６９円

各種商品小売業 ８４８円
自動車（新車）小売業 ８８０円
※千葉県最低賃金…８４２円
問千葉労働局労働基準部賃金室
　 ０４３（２２１）２３２８

クリーンセンター工事のお知らせ

　進入路の改修工事を行います。ま
た、稼働を停止している焼却施設の
煙突解体工事を同時期に行います。
　ご理解とご協力をお願いします。
期間…１月中旬～３月（予定）
問クリーンセンター
　 （93）４５２９

稲作農家のみなさんへ
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、米の需給
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

精神保健福祉講演会

日時…２月15日（水）午後２時～４時
場所…中央公民館４階大会議室
テーマ…学校・職場への行きにくさ
の正体と対処を知る
～不適応行動の背景と対応～
講師…石川真紀さん（県精神保健福
祉センター精神科医師）
定員…１００人　費用…無料
申込み…２月８日（水）までに電話
またはＦＡＸ
問社会福祉課障害福祉班
　 （93）４１９２
　FAX（93）２２１５

子育て
紙芝居の貸し出しを始めました

　
　富里に伝わる昔話を紙芝居にしま
した。学校や家庭などで読み聞かせ
に活用してください。サイズは３種
類で専用の舞台も貸し出しできます。
タイトル…
○くずりゅうさまのおふだ
○ふたつのつき　など６種類
申込み…窓口に備え付けの申請書に
必要事項を記入して提出
問・申込先　生涯学習課社会教育班
　 （93）７６４１

ほっかほかクラブ

「楽しく自由に遊びましょう」

日時…１月23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…０～３歳の子どもと保護者
費用…１家族１００円
問日吉台地区社会福祉協議会　石井
　 （92）２０７１

相  談
年金相談

日時…１月 19 日（木）
　　　午前 10 時～正午／
　　　午後１時～午後３時
場所…北部コミュニティセンター
問国保年金課高齢者医療年金班
　 （93）４０８５

精神障害者家族相談

　精神障害をもつ家族のための相談
です。午後は、家族会を開催してい
ます。個別相談も行います。
日時…２月 13 日（月）
　　　午前 11 時～午後３時 30 分
　　　個別相談は午前 11 時～正午
場所…福祉センター２階娯楽室
申込み…電話またはＦＡＸにて
問・申込先　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臨時休館

日時…２月７日（火）終日
問中部ふれあいセンター
　 （91）３３６３

北部コミュニティセンター臨時休館

日時…２月 18 日（土）
　　　午前９時～午後５時
　図書の貸し出し、返却もできません。
※午後５時以降は使用できます。
問北部コミュニティセンター
　 （93）３７５５

家庭内食中毒を防ぐためのポイント

　平成 28 年 10 月頃、同一製造者
の冷凍メンチカツを原因食品とする
腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による食
中毒事例が広く発生しました。
　特に、ひき肉を使用した未加熱の
食肉調理品を家庭で調理するときは、
十分に加熱するなど、取り扱いに注
意して食中毒を防ぎましょう。
問印旛健康福祉センター
　（印旛保健所）
　 ０４３（４８３）１１３７

福  祉
中途失聴者・難聴者との
手話学習会＆ミニ懇談会

　耳代わりに要約筆記をしながらサ
ポートします。
日時…１月 22 日（日）
　　　午後１時 30 分～４時
場所…佐倉市中央公民館
　　　＜佐倉市鏑木町＞
費用…無料

（初回のみテキスト代１，０００円）
申込み…不要
問ＮＰＯ県中途失聴者・難聴者協会
　FAX ０４３（４６１）６５３３
　 　０４７（４３２）８０３９

手話講座受講者募集

日程…２月３日・17 日・24 日・
　　　３月３日・10 日（金）
　　　午前 10 時～正午
場所…福祉センター　定員…15 人
対象…市内在住、在勤で、原則とし
て全日程参加できる人
費用…１，０００円（テキスト代）
申込み…２月１日（水）までに電話
またはＦＡＸ
問市ボランティアセンター
　 　（92）８２２１
　FAX （92）２４９５

募  集
こども園臨時・非常勤職員

　（仮称）葉山こども園と（仮称）
向台こども園の臨時・非常勤職員を
募集します。勤務条件や手続きなど、
詳しくは問い合わせてください。
登録資格…保育士・幼稚園教諭、正
看護師または准看護師
問い合わせ先・申込先
●葉山保育園（（仮称）葉山こども園）
　 （93）１２１５
●向台幼稚園（（仮称）向台子ども園）
　 （93）２９５１

イベント
わくわくWorking 写真展

　
　市内を中心とした１００か所以上
の事業所の協力を得て行われた、市
内中学生の職場体験学習の様子を写
真展示します。
日程・場所…
①２月 2 日（木）～８日（水）
　中央公民館１階ロビー
②２月９日（木）～ 15 日（水）
　市立図書館１階
　ライブラリーオープンスペース
③２月 16 日（木）～ 22 日（水）
　北部コミュニティセンター１階ロビー
※各会場とも初日は午前10時30分～
※①・②は休館日の月曜を除く
問学校教育課指導班
　 （93）７６５９

としょかんねっと
－増刊号－Toshokan

Net

　図書館では、貸出資料を返却期
限日から２か月以上未返却の人に
対して、図書館資料の利用制限を
しています。
利用制限になると…
　督促対象の資料の全てが返却され
るまで、新たな資料の貸し出しや予
約、リクエストの受付を停止します。

図書館資料は市民の大切な財産です

問  市立図書館　 （90）４
よ む よ む

６４６
　（午前９時 30 分～午後５時 15 分）
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