
　年度更新の手続きは、平成28 年

度の概算保険料を精算する「確定

申告」と平成29 年度の見込み保険

料（概算保険料）を申告するものです。

　申告・納付は、７月10日（月）

までに、各労働基準監督署または

最寄りの金融機関で手続きをして

ください。

問千葉労働局労働保険徴収課

　 ０４３（２２１）４３１７

6

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。詳しくは

問い合わせてください。

日時…

▼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

▼4～5歳児クラス

　毎週月、火曜日

　午後1時～3時30分

▼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）

対象…就学前の子どもと保護者

問簡易マザーズホーム

　 （92）２３０２　FAX （92）２３０３

 mothershome@city .tomisato .

　　 lg . jp

スポーツ

夏だ！プールだ！水泳だ！

【共通】

申込み…７月 3 日（月）～ 10 日（月）

の午後５時までに直接窓口で申し込

む（土・日曜日を除く）

※七栄小学校では受け付けしていま

せん。

場所…七栄小学校プール

■第39回水泳教室

日時…７月 21 日（金）、22 日（土）、

　　　24 日（月）～ 26 日（水）

　　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分

　　　※小雨決行・予備日なし

対象…市内在住で小学生以上の初心者

　　　（小学３年生以下は保護者同伴）

講師…林慶篤さん ( 日本体育協

会公認水泳マスター上級コーチ）ほか

費用…３００円（申し込み時に納入）

■第37回水泳大会

日時…７月23日（日）午前９時～正午

　　　※小雨決行・予備日なし

対象…市内在住または在勤で小学生

以上の人

費用…５００円（申し込み時に納入）
問・申込先　

生涯学習課スポーツ振興室

　 （92）１５９７

大人のための水泳教室

日時…７月24日（月）、25日（火）

　　　午後１時～３時　※小雨決行

場所…七栄小学校プール

対象…市内在住で 20 歳以上の人

講師…夏目幸
みゆき

さん ( 日本体育協

会公認水泳指導員）ほか

費用…無料

申込み…事前に電話または当日会場にて
問・申込先　市水泳協会　片岡

　 ０８０（１３６９）８７０９

　 （93）４９４２傾聴ボランティア講座

日時…6 月 30 日（金）、7 月 7 日（金）、

14 日（金）、21 日（金）、28 日（金）

いずれも午前 10 時～正午

場所…福祉センター

内容…傾聴に関する講演、傾聴実技

指導（ロールプレイング）

対象…市内在住、在勤の人

定員…20 人　費用…無料

申込み…6 月 28 日（水）まで
問・申込先　市ボランティアセンター

　 （92）８２２１

　FAX（92）２４９５

募  集

ニュースポーツで
楽しく汗を流しましょう！

　ご家族や、友達同士、ひとりでの

参加も大歓迎です。お気軽にどうぞ。

日時…７月 4 日（火）

　　　午後 7 時～ 9 時

場所…社会体育館２階アリーナ A 面

内容…ニュースポーツ（バドポンなど）

対象…市内在住、在勤の人

　　　（未成年は保護者同伴）

費用…無料

持ち物…動きやすい服装、室内靴、

タオル　※飲み物は用意します。
問生涯学習課スポーツ振興室

　 （92）１５９７

子育て

浩養幼稚園の友だちと
一緒に遊びませんか！

日時…７月７日（金）

　　　午前９時 30 分～ 10 時 30 分

内容…七夕誕生会とマジックショー

対象…未就園児と保護者

費用…１００円（保険代）

持ち物…上履き、飲み物

申込み…６月30日（金）までに電話
問・申込先　浩養幼稚園

　 （94）００５４

ほっかほかクラブ
　

日時…６月26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

内容…手作りおもちゃを作ろう

対象…３歳までの子どもと保護者

費用…１家族１００円

問日吉台地区社会福祉協議会　河田

　 （91）０６８６

改正「個人情報保護法」が施行

　個人情報保護法は、個人情報の適

正な取り扱いに関する基本理念や、

個人情報を取り扱う事業者が守らな

ければならないルールなどを定めた

ものです。これまでは、５，０００

人分以下の個人情報を取り扱う事業

者は法律の対象外でしたが、法律の

改正により、個人情報を名簿やパソ

コンで管理し、利用する全ての事業

者（個人事業主やＮＰＯ、自治会な

ども含む）に法律が適用されます。

　このため、全ての事業者は、個人

情報保護法のルールに沿った個人情

報の取り扱いが必要になります。

問個人情報保護委員会

　（個人情報保護法質問ダイヤル）

　 03（６４５７）９８４９

　午前９時 30 分～午後５時 30 分

　（土・日曜日、祝日を除く）

教室･講座
　 FAX  （92）２４９５千葉県要約筆記者養成講座
手書きコース・パソコンコース

講座期間・時間…７月21日（金）

～平成30年１月29日（金）

午後1時30分～3時30分

回数…前期全27回（後期あり）

場所…千葉聴覚障害者センター

　　　＜千葉市中央区＞

対象…高等学校卒業程度の国語力を

有し、聴覚障がい者福祉に関心のある人

※原則として要約筆記者を目指す人

定員…各コース 10 人（同時受講可）

費用…テキスト代３，４００円（手書

きコースは別途教材代１，０００円）

申込み…６月 30 日（金）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

シニア従業員のお仕事説明会
in 富里

日時…７月６日（木）午前10 時～正午

　　　受付　午前９時 40 分～

場所…市役所分庁舎２階大会議室

対象…おおむね 60 歳以上

定員…30 人　費用…無料　

申込み…電話予約
問・申込先　商工観光課商工振興班

　 （93）４９４２　　

公民館の使用申請

　公民館棟の10月使用分、講堂棟

の平成30年１月使用分の使用申請

の受付が７月４日（火）から始まります。

問中央公民館　 （92）１２１１

情報ネット

くらし

環  境

印旛沼観光船による印旛沼観察会

日時…７月 27 日（木）

①午前 9 時～　②午前 10 時～

③午前 11 時～ ④午後 1 時～

⑤午後 2 時～　⑥午後 3 時～

所要時間…1 時間 15 分程度

※各便出航 30 分前から受付開始。

悪天候時は 7 月 28 日（金）に順延。

場所…佐倉ふるさと広場

　　　＜佐倉市臼井田＞

対象…印旛沼流域市町在住の人

定員…各便 20人（応募多数時は抽選）

費用…１００円（保険料込み）

申込み…７月 10 日（月）（当日消印

有効）までに、往復はがき（１枚に

つき５人まで）に希望者全員の氏名、

住所、年齢、性別、電話番号、希望

時間（第２希望まで）を記入して郵送
問・申込先　 印旛沼環境基金

　 ０４３（４８５）０３９７

　〒２８５－８５３３

　佐倉市宮小路町 12

日時…毎月第２・４日曜日

　　　午前 10 時～午後３時　

　　　【食事提供時間】

　　　午前11時30分～午後1時30分

場所…中部ふれあいセンター 2 階

費用…中学生以下無料、その他２００円

申込み…不要
問こども食堂・とみさと　宮本

　 ０９０（１５３１）９１０１

こども食堂にきてみませんか？

仲間募集

公民館

事業主の皆さんへ
労働保険料の申告・納付はお早めに


