
▲昨年度の最優秀作品・特選作品（左）と入選作品（右）

イベント

いんばふれ愛フェスタ２０１７

日時…６月 10 日（土）（荒天中止）

　　　午前 11 時～午後３時

場所…千葉ニュータウン牧の原モア

　　　＜印西市牧の原＞

内容…かぶとの試着体験、消防本

部・自衛隊・鉄道会社などによる車

両展示、ちびっこ向け体験コーナー、

スタンプラリー、ステージイベント、

富里高校ジャズ・オーケストラ部の

演奏、印旛地域の特産品が当たる「わ

くわく抽選会」など

※なるべく公共交通機関を利用して

ください。

問印旛地域振興事務所地域振興課

　 ０４３（４８３）１１１１　

富里特別支援学校「学校公開」

　県立富里特別支援学校では、皆さ

んに学校を理解してもらうため、学

校公開を実施します。

　当日は教育相談も受け付けます。

日時…６月 22日（木）、23日（金）

　　　午前９時40分～11時40分

申込み…６月16日（金）までに電話
問・申込先

　県立富里特別支援学校　田中

　 （92）２１００

四街道特別支援学校
「教育・医療相談会」「学校公開」

　県立四街道特別支援学校では、下

志津病院医師と職員による「教育・

医療相談会」と「学校公開」を実施し

ます。

日時…６月20日（火）　午後１時～4時

対象…病気の児童生徒の教育に関心

がある人や相談を希望する人

申込み…６月13日（火）までに電話
問・申込先

　県立四街道特別支援学校　井上

　 ０４３（４２２）２６０９

  

公民館

６月の中央公民館の休館日

 ５日（月）、12 日（月）、19 日（月）、

24 日（土）、25 日（日）、26 日（月）

※ 24 日、25 日は、スイカロードレー

ス大会開催のため臨時休館

公民館の使用申請

　６月１日（木）から、公民館棟の

９月分、講堂棟の 12 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。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

7 広報とみさと　2017.6.1
情報ネット

　６月の環境月間に併せ、「第 35 回富里市環境美化ポスター展」を開

催します。

　このポスター展には、市内小学校の５年生から応募された作品のう

ち、上位優秀作品 30 点が展示されます。子供たちの素晴らしい作品

をぜひご覧ください。

場所…市立図書館１階ライブラリーオープンスペース

展示期間…６月６日（火）～６月 23 日（金）までの図書館開館日

※展示最終日は午後４時までです。

問環境課リサイクル推進班　 （93）４９４６

環  境
廃棄物の不法投棄をなくそう

　廃棄物の不法投棄は犯罪です。不

法投棄者は、5年以下の懲役または

１，０００万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

〇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

　は市環境課へ通報して下さい。

〇不法投棄されている場所を見つけ

　たら、市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

募  集

印旛衛生施設管理組合職員

　平成 30 年４月１日付けで採用します。

職種…機械職上級（技術職）

募集人数…１人

１次試験…	７月23日（日）

その他…	1次試験は、平成29年度

印旛郡市職員採用共同試験で実施し

ます。詳しくは問い合わせてください。
問・申込先　印旛衛生施設管理組合

　 ０４３（４９８）１５３８

根木名学童クラブ指導員

対象…年齢不問　賃金…時給８７０円

勤務日時…

○夏休み期間　週３日程度

　午前 8 時～午後 6 時のうち、5 時

　間程度

その他…保育士、社会福祉士、教諭

などの資格を有する人は優遇します。

問根木名学童クラブ

　（根木名小学校敷地内）

　 （91）１２８８

　（月～金曜日の午後３時～ 6 時）

※根木名小学校では問い合わせに対

応していません。

富里第一学童クラブ指導員

対象…年齢不問　賃金…時給８５０円～

勤務日時…

▼月～土曜日　週１、２日程度

○月～金曜日　午後2時30分～6時30分

○土曜日　午前 8 時～午後 6 時 30

　分のうち、5 時間程度

▼春・夏・冬休み期間　週３日程度

　午前 8 時～午後 6 時 30 分のうち、

5 時間程度

その他…保育士、社会福祉士、教諭

などの資格を有する人は優遇します。

問富里第一学童クラブ

　（富里第一小学校敷地内）

　 （91）１５９７

　（月～金曜日の午後３時～ 6 時）

※富里第一小学校では問い合わせに

対応していません。　

富里南学童クラブ指導員

対象…年齢不問　賃金…時給８７０円

勤務日時…

▼月～金曜日　週３日程度

　午後 2 時 30 分～ 6 時

▼春・夏・冬休み期間　週３日程度

　( 大学生・高校生も歓迎します）

　午前 8 時～午後 6 時のうち、5 時

間程度

その他…保育士、社会福祉士、教諭

などの資格を有する人は優遇します。

問富里南学童クラブ

　（富里南小学校敷地内）

　 （92）００９２

　（月～金曜日の午後３時～ 6 時）

※富里南小学校では問い合わせに対

応していません。

浩養すいかキッズクラブ指導員
	

対象…年齢不問　賃金…時給８５０円～

勤務日時…

▼月～土曜日　週１、２日程度

○月～金曜日　午後２時45分～６時30分

○土曜日　午前７時 45分～午後1時

　または午後1時～午後６時30分

▼春・夏・冬休み期間　週２、3日程度

　午前７時 45 分～午後 1 時 15 分

　または午後 1 時～午後６時 30 分

その他…保育士、社会福祉士、教諭

などの資格を有する人は優遇します。
問浩養すいかキッズクラブ

　（浩養小学校隣接）

　 （94）０５２０

　（月～金曜日　午後3時～6時）

※浩養小学校では問い合わせに対応

していません。

2017 Tomisato Engl ish Camp
大学生ボランティア

日程…8 月１日（火）～２日（水）

の 1 泊 2 日（２日間通いでの参加可）

対象…大学生で、学校の先生を目指

している人やボランティア活動に興

味がある人

募集人数…４人程度

申込み…６月 16 日（金）までに、

生涯学習課窓口に応募用紙（※）を提出

※生涯学習課窓口で配布

その他…活動中の傷害保険の加入と

食事の用意あり。報酬、交通費の支

給はありません。

問・申込先　生涯学習課社会教育班

　 （93）７６４１

アメリカ・ホームステイ
体験ツアー

　アメリカの家庭や学校生活を通し

て、今までと違う世界を体験してみませんか。

行先…アメリカ合衆国

　　　ウィスコンシン州メクオン市

日程…10 月５日（木）～ 13 日（金）

対象…市内中学校に在籍する２年生で

○国際交流に興味がある生徒

○積極的に交流を図れる生徒

※英語力は問いません。

定員…12 人（予定）

費用…１６０，０００円（予定）

※別途、海外旅行傷害保険料が必要

申込み…６月７日（水）までに申込

書類（※）を提出

※申込書と募集要項は、各中学校で

配布しています。

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

平成29年度税務職員採用試験

　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.j i nj i .go .j p/sa iyo/

　 sa iyo . htm

受付期間…6月19日（月）～28日（水）

第１次試験…9 月 3 日（日）

問成田税務署　 (28）５１５１

第 35 回環境美化ポスター展を開催します！


