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  ３月の中央公民館の休館日

 ６日（月）、13 日（月）、20 日（月・祝）
27 日（月）

公民館の使用申請

■３月１日（水）から受付
　公民館棟の６月分、講堂棟の９月
分の使用申請の受付が始まります。
　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

※測定値の単位：マイクロシーベルト／時
※詳しくは各担当部署へ問い合わせてください。
　 （93）１１１１（代）

市内放射線量測定結果
測定施設 測定日 0.05 ｍ 0.5 ｍ 1.0 ｍ

市
内
公
園

日吉台中央公園 2/6 0.06 0.07 0.07
新木戸大銀杏公園 2/6 0.07 0.07 0.07
獅子穴公園 2/6 0.06 0.05 0.05
富里中央公園 2/6 0.05 0.04 0.04
葉山公園 2/6 0.04 0.05 0.04
ふるさと自然公園（Ａ地区） 2/3 0.06 0.06 0.05

そ
の
他

市消防本部 2/1 － 0.05 0.05
市営運動場 2/2 － 0.04 0.04
市役所駐車場 2/2 － 0.06 0.06
高野運動広場 2/8 － 0.09 0.13
日吉台上流調整池 2/7 － 0.12 0.12
七栄調整池 2/7 － 0.15 0.16

　国では、長期的な目標として、追加被ばく線量が年間 1 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙ
ﾄ以下（0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）を目指すことが示されています。

教室･講座
平成 29 年度小学生英語教室

　富里国際交流協会が開催している
小学生英語教室の受講者を募集します。
■中央公民館教室（毎週土曜日）

クラス 時間 募集人数

新１年生 午前10時25 分
～11 時 15 分 12 人

新２年生 午前 11 時 20 分
～正午

若干名
新３年生 午後２時

～２時 40 分

新４年生 午後 1 時 10 分
～１時 55 分

新５・６年生 午前９時 30 分
～ 10 時 20 分

■北部コミュニティセンター教室
　（毎週木曜日）

クラス 時間 募集人数

新１年生 午後５時５分
～５時 45 分 12 人

費用…１か月　２，０００円
　　　年会費　１，０００円
　　　保険代（年間）１，０００円
申込み…３月６日（月）午前９時～
その他…大人の英語教室（月・水曜
日）と日本語教室（火・金曜日）も
開催しています。詳しくは問い合わ
せてください。
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

普通救命講習会

　応急手当に関する正しい知識と実
技を身に付けてみませんか。ＡＥＤ

（自動体外式除細動器）の取り扱い
も学べます。
日時…３月 19 日（日）
　　　午前９時～正午
場所…消防本部３階講堂
対象…12 歳以上　
費用…無料　定員…20 人
申込み…３月 12 日（日）まで
問・申込先
　消防署　 （92）１３１１

防災入門講座

　災害から自分や家族、地域を守る
ため、日頃からできる防災対策につ
いて学びませんか？
日時…３月 21 日（火）
　　　午前 10 時～正午
場所…福祉センター
内容…
○富里市の防災の取り組みについて
○実践的な防災の基礎知識と応急手
　当について
対象…市内在住または在勤の人
費用…無料　定員…20 人
申込み…３月 17 日（金）まで
問・申込先　市ボランティアセンター
　 （92）８２２１
　　　（92）２４９５

３市町広域（八街・富里・酒々井）
手話奉仕員養成講座（前期）

講座期間・時間・回数…
６月 14 日（水）～
平成 30 年２月７日（水）（予定）
前期全 27 回（※後期あり）
午前 10 時～正午
場所…プリミエール酒々井
　　　＜酒々井町中央台＞
対象…手話学習経験のない人、手話
奉仕員養成講座を終了していない人
※原則として手話通訳者を目指す人
定員…20 人
　申込み方法など、詳細は広報とみ
さと４月１日号に掲載します。
問千葉聴覚障害者センター　　　　
　 　０４３（３０８）６３７３
　FAX０４３（３０８）６４００

募  集
自衛官募集（幹部候補生）

　自衛隊では、将来活躍する幹部候
補生を募集しています。
　試験日など、詳しくは問い合わせ
るかホームページで確認してください。
●自衛官募集ホームページ
H P http : / /www.mod.go . jp /　
　　 gsdf/j ieikanbosyu/
コース 応募資格

一般

20 ～ 26 歳未満の人
○ 22 歳未満は大卒者
　（見込みを含む）
○大学院修士学位取得者は、 
　28 歳未満

歯科 専門の大卒（見込みを含む）
で、20 ～ 30 歳未満の人

薬剤科 専門の大卒（見込みを含む）
で、20 ～ 28 歳未満の人

受付期間…５月５日（金・祝）まで
入隊時期…平成 30 年３月下旬～
　　　　　４月上旬
問自衛隊成田地域事務所
　 （22）６２７５

市立こども園
臨時・非常勤職員（保育士）

　勤務条件など、詳しくは問い合わ
せてください。
募集職種（必要な資格）…
保育士（保育士・幼稚園教諭）
勤務日・時間…
　月～土曜日の指定する５日間
○月～金曜日
　午前８時 30 分～午後７時 15 分
　までの指定する７時間 45 分
　（休憩１時間）
○土曜日
　午前７時～午後３時15分
募集人数…若干名
提出書類…
○履歴書
　 （市販のものに必要事項を記入し、

写真を貼付）
○資格証の写し
　（資格取得見込みも可）
賃金（時給）…１，２００円
※平成 29 年４月～
その他…
○交通費は市の規則に基づき支給
○ 社会保険・雇用保険・労災保険は、

規定に基づき適用
○年次有給休暇・特別休暇は市の規
　則に基づき付与
問い合わせ・申込先
●葉山保育園
　（葉山こども園）
　 （93）１２１５
●向台幼稚園
　（向台こども園）
　 （93）２９５１

スポーツ
市ソフトボール協会登録受付

　春季（５月開催予定）・秋季大会
に出場するには登録が必要です。
　新規に登録を希望するチームは、
３月 14 日（火）までに問い合わせ
てください。
問市ソフトボール協会　吉田　
　 　０９０（９００７）４１２３

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。
問秘書広報課秘書広報班
　 （93）１１１２

“双葉” あみ物サークル

　ベストやセーター、小物など、ほ
どき直した毛糸でも編んでみませんか。
日時…月２回、
　　　第２・４火曜日
場所…中央公民館サークル室
費用…月会費１，５００円
問長嶋　 （92）３１７４

“富里太極拳”

　中高年の皆さん歓迎します！
　静かな動きの運動です。足腰が鍛
えられ、転ぶことが少なくなります。
日時…毎週金曜日
　　　午前９時 30 分～正午
場所…中央公民館４階
費用…月会費１，５００円
問岡　 （93）０１７２

FAX

　画用紙、ミシン糸、ストローを使って 15 分程度で
できるモビールを作ります。
日時…３月 18 日（土）、19 日（日）
　　　①午前 10 時 30 分～　②午前 11 時 30 分～
　　　③午後　１時 30 分～　④午後　２時 30 分～
持ち物…不要　費用…無料
問市民活動推進課市民活動推進班
　 （93）１１１７

富里いいね！写真展

出張ちくちくカフェ

　市民活動フェスタの様子や市民活動サポートセン
ターのフェイスブックやインスタグラムに投稿された
写真の一部を展示します。
日時…３月17日（金）～19日（日）　午前９時～午後９時
費用…無料

イオンタ
ウン成田富里＜成田市東町＞で開催

！

問環境課環境保全班　 （93）４９４５


