
２０１８年度　ＪＡ富里市正職員募集
○職　　種　ＪＡ業務 ( 農産物の販売、農業資材等の購買、金融、共済等 )

○採用予定　若干名

○応募資格　大学・短大・専門学校・高校を卒業（見込）し、昭和 63 年

　　　　　　４月２日以降生まれの者（採用時点で 30 歳以下の者）

　　　　　　富里市在住か近隣市町村在住の者　要普通免許

○給　　与　当組合給与規程による

　　　　　　１６７，０９０円 ( 大卒 22 歳の場合 )　※ 年１回昇給あり

○待　　遇　休日　土曜・日曜・祝日(業種によりシフト制による変更あり)

　　　　　　社会保険完備　交通費支給 ( 規定以内 ) 

　　　　　　賞与年２回 ( 年４. ６ヵ月 )　決算手当（０. ７ヶ月）

　　　　　　※平成 28 年度実績

○応募方法　当組合ＨＰ参照、または電話でお問い合わせください。

○応募締切　平成 29 年 10 月 31 日（火）

お問い合わせ　富里市農業協同組合

　　　　　　　〒２８６－０２２１　富里市七栄６５２－２２５

　　　　　　　TEL　0476（93）2111　( 担当／総務課 )

相  談

住宅耐震相談会

　市が委嘱する専門の相談員が、住

宅の耐震に関して個別相談に応じま

す。

　自分の住んでいる建物が地震に対

して安全なのか考えてみましょう。

　特に、現在の耐震基準が施行され

る前の昭和 56 年５月 31 日以前に

着工された住宅に住んでいる人は、

この相談会を利用してください。

日時…10 月 15 日（日）　　　

　　　午前９時～正午／

　　　午後１時～５時

場所…中央公民館

対象…市内在住の人　定員…14 組

持ち物…建築確認申請時の平面図な

ど住宅の間取りが分かるもの

（建築確認通知書など）

費用…無料　

相談時間…おおむね 45 分

申込み…10 月12日（木）までに電話

　　　　（土・日曜・祝日を除く）

問・申込先　都市計画課宅地建築班

　 （93）５１４８

無料調停相談
　

　離婚や親子関係、遺産相続などの

身の回りの問題について、裁判所の

調停委員と弁護士が相談に応じます。

日程・場所…

① 10 月 21 日（土）

　四街道市総合福祉センター

　＜四街道市鹿渡＞

② 10 月 28 日（土）

　成田市保健福祉館

　＜成田市赤坂＞

③ 11 月 11 日（土）

○ミレニアムセンター佐倉

　＜佐倉市宮前＞

○印西市中央駅前地域交流館２号館

　＜印西市中央南＞

時間…午前 10 時～午後３時 30 分

申込み…不要、直接会場へ

問佐倉簡易裁判所庶務課

　 ０４３（４８４）１２１５

情報ネット

就労・進路に悩む若者応援！

　働くことに悩みを抱えている若者

を支援するため、就労・進路相談を

行っています。

日時…10 月 12 日（木）

　　　午後１時～５時

場所…市役所分庁舎１階会議室

対象…15 ～ 39 歳までの就労に悩み

を抱えている人またはその保護者

費用…無料

申込み…前日までに電話

問・申込先

　ちば北総地域

　若者サポートステーション

　 （37）６８４４

ご存知ですか？労働委員会

　～雇用のトラブル　まず相談～

　県労働委員会では、個々の労働者

と使用者の間で生じた解雇・パワハ

ラ・労働条件の不利益変更などの労

働関係のトラブルについて、労働委

員会委員が間に入って、双方の歩み

寄りによる円満な解決を目指す「個

別的労使紛争のあっせん」を行って

います。

　あっせんは無料で、労働者、使用

者どちらからでも申請できます。

　あっせんを希望する人は、問い合

わせてください。

問県労働委員会事務局

　 ０４３（２２３）３７３５

行政書士による無料相談
　

　10 月は「全国一斉行政書士制度

広報月間」です。これにちなみ、千

葉県行政書士会印旛支部では、

○相続　○遺言　

○営業の許認可申請

○外国人の在留　

○契約書の作成

などで悩んでいる人の相談会を開催

します。

日時…10 月 28 日（土）

　　　午前９時～正午

場所…中央公民館 2 階研修室（小）

申込み…不要、直接会場へ

問千葉県行政書士会印旛支部　伊丹

　 ０９０（１８４５）３８８３

教室･講座

シニア従業員のお仕事説明会
in 富里

　市と「高齢者見守りネットワーク

事業」の協定を締結しているセブン・

イレブン・ジャパンが、高齢者の雇

用を推進するため，仕事説明会を開

催します。

日時…11月６日（月）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

市生涯学習・家庭教育講演会
　

学校・家庭・地域のトライアングルで

子育てをしよう

日時…11 月 10 日（金）

　　　午前 10 時～ 11 時 30 分

場所…中央公民館４階大会議室

講師…明石要一さん

　　　（千葉敬愛短期大学学長）

費用…無料

申込み…10 月 20 日（金）までに、

電話、FAX、電子メールのいずれか

で申込み（FAX、電子メールは住所、

氏名、連絡先を明記）

※託児あり。希望する人は、同時

に申し込んで下さい。

問・申込先　生涯学習課社会教育班

　 （93）７６４１

　　FAX　（91）１０２０

　 　syaka i-edu@city .tomisato .

　　　lg . jp

　新たな門出を祝い、懐かしい

仲間や恩師との再会など、楽しい

ひとときを過ごしませんか。

■日時　平成30年１月７日（日）

　　　　午前10時30分

　　　　（受付　午前10時～）

■場所　中央公民館講堂

■対象　平成９年４月２日～

　　　　平成10年４月１日生まれ

平成 30 年成人式

■その他

　市に住民登録がある人には、案

内状を12月上旬に送付します。

　また、市に住民登録がない人で

も出席できますので、案内状の送

付を希望する人は問い合わせてく

ださい。

問生涯学習課社会教育班

　 （93）７６４１

　次の公共施設の予約状況を、市公式ホームページで随時公開してい

きます。

施設名称 問い合わせ先

社会体育館

生涯学習課スポーツ振興室
　 （92）１５９７

市営運動場
野球場

テニスコート

高野運動広場

中央公園野球場

ふるさと自然公園
サッカー場兼野球場

テニスコート

中央公民館
生涯学習課社会教育班
　 （93）７６４１

北部コミュニティセンター 市民活動推進課市民協働推進班
　 （93）１１１７中部ふれあいセンター

農林業センター
農政課農政畜産班
　 （93）４９４３

施設の予約状況をホームページで公開

公益財団法人千葉県市町村振興協会
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