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募  集

HAPPY バレンタイン in 札幌

　北の大地を巡りながら、素敵な出

会いを探してみませんか。

日程…11 月 11 日（土）～ 12 日（日）

定員…40 人（男女各 20 人）

※定員になり次第締め切り

費用…男性４４，８００円

　　　女性３９，８００円

※１泊４食、交流パーティつき

対象…20～45歳くらいまでの独身者

▼男性　成田空港圏９市町の在勤者

　　　　または在住者

▼女性　成田空港圏９市町の在勤者、

　　　　在住者または在住希望者

※成田空港圏９市町（成田市、富

里市、香取市、山武市、栄町、神崎

町、芝山町、横芝光町、多古町）

申込み…電話または電子メールにて

旅行企画…ビッグホリデー㈱

協力…成田空港圏自治体連絡協議会、

成田国際空港㈱（ＮＡＡ）

問・申込先　

　成田国際空港圏

　交流イベント実行委員会事務局　

　（多古町企画空港政策課内）

　 0 ４７９（76）５４０９

　  kuukou@town .tako.ch i ba .j p

平成 29 年度
防衛大・防衛医科大学生募集

　約 23 万人の自衛官が防衛や災害

援助、国際貢献を担い、日本や世界

を舞台に活躍しています。

　自衛隊では、将来活躍する人材を

募集しています。詳しくは問い合わ

せてください。

■防衛大学校学生

▼推薦

受験資格…高卒（見込み含む）21

歳未満で学校長が推薦する人

受付…９月５日（火）～７日（木）

▼総合選抜

受験資格…高卒（見込み含む）21

歳未満の人（自衛官は 23 歳未満）

受付…９月５日（火）～７日（木）

▼一般（前期・後期）

受験資格…高卒（見込み含む）21

歳未満の人（自衛官は 23 歳未満）

受付…

○前期　９月５日（火）～ 29 日（金）

○後期　平成 30 年１月 20 日（土）

　　　　 ～ 26 日（金）

■防衛医科大学校医学科学生・

　防衛医科大学校看護学科学生

　（自衛官候補看護学生）

受験資格…高卒（見込み含む）21

歳未満の人

受付…９月５日（火）～ 29 日（金）

●自衛官募集ホームページ

H P http://www.mod .go.j p/gsdf/

   j ie i kanbosyu/

問・申込先　

　自衛隊成田地域事務所

　 （22）６２７５

９月の中央公民館の休館日

 ４日（月）、11 日（月）、18 日（月・祝）、

23 日（土・祝）、25 日（月）

中央公民館の使用申請

■９月１日（金）から受付

　公民館棟の 12 月分、講堂棟の平

成 30 年３月分の使用申請書の受付

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

シルバー人材センター会員募集

　60 歳を過ぎても仕事がある喜び

を感じてみませんか。

　県内就業率トップクラスの市シル

バー人材センターでは、現在就職意

欲を持つ 60 歳代前半～ 80 歳代後

半まで、２５０人以上が男性女性を

問わず活躍しています。

　60 歳以上の心身共に健康で働く

意欲があって、センターの趣旨に賛

同できる人は、どなたでも入会でき

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。

　詳しくは問い合わせてください。

問　 市シルバー人材センター

　（市社会福祉センター内）

　  （90）１３７５

子育て

児童扶養手当の現況届

　児童扶養手当の現況届は提出しま

したか？

　児童扶養手当は、父または母と生

計を同じくしていない、ひとり親

家庭などの生活の安定と自立を助け、

児童福祉の増進を図ることを目的に

支給される手当です。

　手当の認定を受けている人は、「現

況届」に必要書類を添えて提出する

必要があります。まだ提出されてい

ない人は、８月分の手当が受給でき

なくなりますので、至急提出してく

ださい。

問・提出先

　子育て支援課児童家庭班

　 （93）４４９７

　10月に
新しい保育園が開園します

　10 月入園の申し込みを受け付け

ています。

　入園要件により必要な書類が異な

りますので、必ず事前に問い合わせ

ください。

10月開園予定の保育園…

あい・あい保育園富里園

（七栄６４４－ 93）

入園可能年齢…生後４か月～

定員…50 人　

開園日時…

〇月～金曜日　

　午前７時～午後７時

〇土曜日　

　午前７時～午後４時

申込み…９月８日（金）までに申込

書類（※）を子ども課窓口に直接提

出してください。提出の際は、必ず

入園を希望するお子さん同伴でお越

しください。

※子ども課で配布しているほか、

市公式ホームページからダウンロー

ドできます。

問・申込先　

　子ども課幼保連携班

　 （93）１１７４

スポーツ

秋季市ダブルステニス大会

　

　市体育協会テニス専門部主催のダ

ブルステニス大会を開催します。

日時…10 月 29 日（日）

　　　集合　午前８時 45 分

　　　予備日　11 月５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、

ハンディあり）

対象…市内在住または在勤で中学生

以上の人

費用…１人１，０００円

定員…16 組程度

申込み…10 月 16 日（月）までに電

話または電子メールにて

問・申込先　

　市体育協会テニス専門部　平野

　 ０９０（９３６３）０３０７

　 h i ranokykk@yahoo .co . jp

イベント

第 38 回富里福葉苑文化祭

日時…11 月 18 日（土）

　　　午前 10 時～午後３時

場所…富里福葉苑＜中沢＞

内容…○利用者による演劇・合唱

　　　○チャリティバザー　ほか

その他…10 月１日（日）～ 11 月８

日（水）の期間、バザー品（衣類日

用雑貨品、食器類など）の提供を受

け付けています。ご協力をお願いし

ます。

※家電製品（新品を除く）・布団類

は不可

問富里福葉苑　 （93）８１３３

公民館

第 65回印旛郡市理科作品展

　印旛郡市内の各地区で選ばれた児

童生徒の理科作品が展示されます。

日時…９月 16 日（土）

　　　午前９時～午後４時

※入場は午後３時 30 分まで

場所…印旛教育会館大ホール

　　　＜成田市寺台＞

費用…無料

問成田市立成田小学校　伊橋

　 （22）１３３４

なかよし動物フェスティバル
２０１７

日時…９月 24 日（日）

　　　午前 10 時～午後３時

場所…県動物愛護センター

　　　＜御料＞

内容…

○動物愛護紙芝居

○乗馬体験

　（人数に制限あり）

○地元特産品販売

○チーバくんと写真撮影　など

問県動物愛護センター

　 （93）５７１１

　実力派作家として評価の高い、

中佐藤滋さんの絵画展を開催します。

　中佐藤さんは、ありふれた日常

の情景の中に、遠い日に感じた「懐

かしさや悲しみ」を独特かつユー

モアを込めて描きます。今回は最新作を含め、大小 30 点ほどの作品を

展示します。新秋の一日、心を揺さぶる不思議なモダンペインティン

グの独特な世界に触れてみませんか。

日時…９月５日（火）～ 21 日（木）　（休館の月曜日を除く）

　　　午前９時～午後９時

場所…中央公民館ロビー　申込み…不要　費用…無料

その他…開催期間中は、作品保護のためロビーのソファーと遊具は撤

去します。

問生涯学習課文化資源活用室　 （93）７６４１

平成 29 年度芸術鑑賞事業

中佐藤　滋　絵画展

ー遠い日の午后ー

8


