
募  集
葉山こども園・向台こども園
臨時・非常勤職員募集

　勤務条件などは、お気軽に問い合

わせてください。

資格…保育士・幼稚園教諭の資格を

有する人（保育士資格のみ可）

賃金…時給１, ２００円

※交通費は市の規則に基づき別途支

給します。

問い合わせ・申込先

●葉山こども園　 （93）１２１５

●向台こども園　 （93）２９５１

シルバー人材センター

新年度会員募集

　県内就業率トップクラスの市シル

バー人材センターには、現在 60 ～

80 歳後半まで、約２５０人の会員

が男性女性を問わず就業しています。

　60 歳以上の心身共に健康で働く

意欲があって、センターの趣旨など

に賛同できる人は入会できます。

　入会には必要書類の記入や年度会

費３，６００円などが必要です。
問 市シルバー人材センター

　  （90）１３７５

平成 29 年度国税専門官募集

　国税専門官は、国税局や税務署に

おいて、税務のスペシャリストとし

て法律・経済・会計などの専門知識

を駆使し、適正な課税を維持し、ま

た租税収入を確保するための事務を

行います。受験について、詳しくは

ホームページで確認するか問い合わ

せてください。

●人事院ホームページ

　H P http://www.jinj i .go.jp/

　　saiyo/saiyo.htm

受付期間…４月 12 日（水）まで

試験日…第１次試験６月 11 日（日）
問成田税務署　 （28）５１５１

スポーツ
市ダブルステニス大会

日時…４月23日（日）午前８時45分～

　　　予備日：４月 30 日（日）

場所…市営テニスコート

種目…ダブルス（男女組合せ自由、

ハンディなどあり）

対象…市内在住・在勤の中学生以上の人

費用…１人１，０００円

定員…16 組程度

申込み…４月 17 日（月）まで電話

または電子メール
問・申込先

　市体育協会テニス専門部　平野

　 ０９０（９３６３）０３０７

　  hiranokykk@yahoo.co.jp
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イベント
SUN MUSIC FESTIVAL'17

 美味しい料理、音楽、ダンスを通

じて子どもから大人まで楽しめる体

験型フェスティバルです。

日時…５月７日（日）【小雨決行】

　　　午前 10 時～午後７時

場所…新木戸大銀杏公園＜七栄＞

内容…第３回グルメグランプリ、屋台、

キッズダンス、ひづめ太鼓、DJイベントなど

費用…無料
問 SUN MUSIC FESTIVAL

　実行委員会　小林

　 ０８０（２０１７）１９３９

　H P www.facebook.com/sun.

　　music.fes

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。

“気功・ヨガ　あじさい”

　健康と美しさを保つために始めて

みませんか。体験はいつでも歓迎し

ます！

日時…毎月第１・３・４水曜日

　　　午後７時～８時 30 分

場所…中央公民館４階音楽室

費用…入会金１，０００円

　　　月会費２，０００円
問國司

　 ０８０（６６２０）４７４４

  

公民館
４月の中央公民館の休館日

 ３日（月）、10 日（月）、17 日（月）、

24 日（月）、29 日（土・祝）

公民館の使用申請

■４月４日（火）から受付

　公民館棟の７月分、講堂棟の 10

月分の使用申請の受付が始まります。

　受付時間は、午前８時 30 分～午

後５時 15 分までで、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

お子さんの発達で気に
なることはありませんか？
　遊びを中心に乳幼児期の子どもた

ちの情緒、運動の発達を目指し、子

育てのお手伝いをします。通常は保

育士が指導にあたり、希望に応じて

理学療法士、作業療法士などから指

導を受けることができます。

対象…就学前の子どもと保護者

指導日・時間…

■グループ指導

▼4～5歳児クラス

　毎週月、火曜日

　午後 1 時～ 3 時 30 分

▼0～3歳児クラス

○毎週火曜日　午前9時30分～正午

○毎週木、金曜日

　午前 9 時 30 分～午後 2 時

▼個別指導

○毎週月曜日　午前 9 時～ 10 時

○毎週水曜日　午前9時～午後 4時

場所…マザーズホーム（福祉センター内）
問市簡易マザーズホーム

　 （92）２３０２　FAX （92）２３０３

　  　mothershome@city.tomisato.

　　 lg.jp

デイケアクラブ
　メンタル疾患で通院中の人や、人

づきあいが苦手な人などが気軽に集

う場です。　

日時…４月 21 日（金）

　　　午後１時 3　0 分～３時

場所…福祉センター２階娯楽室

内容…グループミーティング

費用…無料

対象…18 歳以上で、精神科などに

　　　定期的に通院している人
問・申込先

　社会福祉課障害福祉班

　 （93）４１９２

地域のふくし
健康・生きがい・支え合い

福祉タクシー料金助成券
　重度心身障害のある人が、市指定の

タクシー事業者を利用したときに、料

金の助成を受けられる制度があります。

対象…次のいずれかの手帳を持って

いる人

○身体障害者手帳１・２級

　(下肢・体幹・視覚障害は３級も該当)

○療育手帳Ⓐ、Ⓐの１、Ⓐの２、

　Ａの１、Ａの２

○精神障害者保健福祉手帳１級

助成額…利用料金の 2 分の１

　　　　（限度額１，０００円）
問・申請先　社会福祉課障害福祉班

　 （93）４１９２　FAX （93）２２１５

キャロットカフェ
　キャロットカフェ内で、認知症サ

ポーター養成講座を開催します。

日時…４月 16 日（日）

場所…成田富里徳洲会病院

　　　＜日吉台１丁目＞

対象…どなたでも参加できます。
問・申込先

　高齢者福祉課包括支援金班

　 （93）４９８１

あい愛オレンジカフェ
　楽しく運動やおしゃべりをしなが

ら、認知症を予防 !

日程・場所…

▼七栄会場　４月 26 日（水）

　福祉センター２階大会議室

▼葉山会場　４月５日（水）

　あい愛こころあいホーム＜御料＞

時間…午後 1 時 30 分～ 4 時

対象…どなたでも参加できます。
問ＮＰＯ法人あい愛

　 （35）６３６０

いきいき生活を
始めてみませんか？
　富里市で行われている地域活動に

参加し、“いきいき生活” を送って

みませんか？

■シルバークラブ活動

　活動を通じていろいろな人と交流

すると、気持ちを若々しく保つこと

ができます。認知症などの予防にも

つながります。

主な活動…グランドゴルフ、ゲート

ボール、囲碁、将棋、文化・社会奉

仕活動への取組みなど
問市社会福祉協議会

　 （92）２４５１

■ボランティア活動

　「やってみよう」と思った時に、

いつでも始められる活動です。

主な活動…特技を生かした施設慰問、

施設の行事のお手伝い、お年寄りの

話し相手、買い物支援、お弁当の配

達など
問市ボランティアセンター

　 （92）８２２１

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）

午前 10 時～正午

前期全 27 回（後期あり）

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

費用…

○テキスト代４，３２０円（２年間使用）

○日本聴力障害新聞３，９００円

申込み…４月 30 日（日）までに電

話または FAX にて
問・申込先　千葉聴覚障害者センター

　 　０４３（３０８）６３７３

　FAX０４３（３０８）６４００


