
公民館

中央公民館の使用申請

■11月７日（火）から受付

　公民館棟の平成 30 年２月使用分、

講堂棟の平成 30 年５月使用分の使

用申請書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 分までです。

問中央公民館　 （92）１２１１

くらし

工事のお知らせ

　新
しんかこいばし

囲橋（七栄地先）の修繕工事を

実施しています。工事期間中はご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協

力をお願いします。

　工事の詳細は、市公式ホームペー

ジに掲載しています。

工事名…

　新囲橋修繕工事　

工事期間…　

　10 月～平成 30 年３月末

問建設課管理班

　 （93）５７４７

県民手帳の販売

　年度単位で使える予定表や公共機

関・主要団体などの情報、各種統計

資料が満載です。市内販売店舗は県

ホームページで確認できます。

●千葉県ホームページ

H P https://www.pref .ch iba. lg. jp/

販売価格…１部５００円（税込）

サイズ…85 ㎜×１４５㎜

種類…紺・黄色の２色

※市役所での販売は行いません。

問企画課企画統計班

　 （93）１１１８

就業構造基本調査

働く人の明日をつくる

　総務省統計局では、日本の就業・

不就業の実態を明らかにすることを

目的として、10 月１日現在で就業

構造基本調査を実施しています。

　調査員が調査をお願いする世帯へ

伺いますので、回答にご協力お願い

します。

問企画課企画統計班

　 （93）１１１８

千葉県最低賃金が改正

　10 月１日から県内の事業場で働

く全ての労働者（パート、アルバイ

トなどを含む）と使用者に適用され

る、地域別最低賃金「千葉県最低賃

金」が改正されました。

時間額…８６８円（26 円引上げ）

　また、千葉県最低賃金総合相談支

援センターでは、経営課題と労務管

理の無料相談を受け付けています。

●県最低賃金総合相談支援センター

　 ０１２０（０２６）２１０

問千葉労働局労働基準部賃金室

　 ０４３（２２１）２３２８

教室･講座

印旛沼環境基金第４回公開講座

いんば沼の水環境の変遷と水利用

日時…11 月４日 ( 土 )

　　　午後１時 30 分～４時

場所…ミレニアムセンター佐倉ホール

　　　＜佐倉市宮前＞

講師…本橋敬之助さん

（ 印旛沼環境基金上席研究員）

定員…１００人　

申込み…10 月 16 日（月）以降の平日、

午前８時 30 分～午後５時に電話

主催…佐倉市・ 印旛沼環境基金

問・申込先　

　佐倉市環境政策課　

　 ０４３（４８４）４２７８

シニアのためのキャリアプラン
就活スキルUP セミナー i n 酒々井

日時…11 月 10 日（金）

▼セミナー

　午前 10 時～午後０時 30 分

▼個別相談

　午後１時 15 分～４時

場所…酒々井町役場

　　　分庁舎２階第２多目的室

 　　　＜酒々井町中央台＞

内容…シニアの雇用動向、多様な働

き方の現状、新しい仕事観、雇用環

境を知る、応募書類の作成ポイント、

面接のポイント

対象…原則 55 歳以上の人。在職・

求職中は問いません。

定員…30 人　費用…無料

持ち物…筆記用具、雇用保険受給資

格者証（持っている人のみ）

申込み…電話予約

問・申込先　

　商工観光課商工振興班

　 （93）４９４２

子育て

ほっかほかクラブ

自由に楽しく遊びましょう

日時…10 月 23 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

対象…３歳までの子どもと保護者

費用…１家族１００円

申込み…不要

問日吉台地区社会福祉協議会　河田

　 （91）０６８６

￥

福  祉

いざというとき支援が必要な人へ
ヘルプカードを配布しています

　ヘルプカードは、外見からは援助

を必要としていることがわからない

障害などを持っている人が、いざと

いうときに必要な支援や配慮を周囲

の人にお願いするためのカードです。

カードの提示があった場合は、カー

ドに書いてある手助けをお願いします。

カード配布場所…

市役所本庁舎（社会福祉課ほか関係

各課の窓口）、図書館、中央公民館、

中部ふれあいセンター、北部コミュ

ニティセンター、福祉センター

問社会福祉課障害福祉班

　 　（93）４１９２

　　FAX 　　（93）２２１５

口腔ケアと健康寿命（パート２）

日時…10 月 19 日（木）

　　　午前 10 時～正午　

場所…中部地域包括支援センター

　　　（龍岡ケアセンター内）

対象…65歳以上の人（家族の参加可）

定員…20 人　費用…無料

持ち物…歯ブラシ、室内履き

申込み…10月17日（火）までに電話

問・申込先　中部地域包括支援センター

　 （85）５５７２

認知症高齢者等をかかえる
家族交流会

日時…11 月 13 日（月）

　　　午後１時～３時　

場所…南部地域包括支援センター

対象…認知症の人を介護する家族

定員…20 人　費用…無料

申込み…11月10日（金）までに電話

問・申込先　南部地域包括支援センター

　 （90）６３３１

スポーツ

第 78 回市卓球大会

日時…11月12日（日）午前８時30分～

場所…社会体育館２階アリーナ

対象…市内在住、在勤、市内クラブ

　　　所属の中学生以上の人

種目…○男女シングルス

　　　○ミックスダブルス

費用…１人５００円（中学生無料）

申込み…11 月６日（月）までに、

住所、氏名、連絡先、年齢、性別、ミッ

クスダブルス参加希望の有無を明記

して提出、または FAX（様式自由）

申込先…生涯学習課スポーツ振興室

（社会体育館内）　FAX（93）９６４０

問市体育協会卓球専門部　粕谷

　 ０９０（２５３０）５１０１ 

イベント

おしゃれなとみさとマルシェ

　富里ふるさと産品・特産品、「と

み市」、ハワイアンなどのブースで

約 30 店舗が出店予定。子どもコー

ナーではポニーの乗馬体験ができま

す。当日は、フラダンスとウクレレ

生演奏で会場を盛り上げます。

日時…10 月 22 日（日）

　　　午前 10 時～午後３時 30 分

※荒天時は、ダンスとウクレレの

発表のみ、北部コミュニティセン

ターで開催。

場所…新木戸大銀杏公園（七栄）

費用…無料

主催…オラキノ・マイカイみちこフ

ラスタジオ

問とみさとマルシェ実行委員会　長谷川

　 ０８０（１０５７）８１４７

第２回ひよし青空市

　プロ・アマを問わず、手作り雑貨、

こだわりの品、農産物、食品、フリー

マーケット（富里市民限定）など、様々

な物を出品できる住民参加型の青空

市です。家族皆様でご参加ください。

日時…10 月 28 日（土）【雨天決行】

　　　午前 10 時～午後３時

●ひよし青空市ホームページ

H P http ://h i -yo-sh i .com

場所…日吉台小学校～ミニストップ

（日吉台2丁目店）までの通り沿いのテ

ナント軒先や駐車場・日吉台中央公園

問ひよし商店会　伊部

　 ０９０（８０５４）６６９７

￥第５回どけんまつり

日時…10 月 29 日（日）

　　　午前 10 時～午後２時 30 分

場所…イオン八街店第２駐車場

　　　＜八街市文違＞

内容…無料子供工作教室、建設機械

乗車体験、けむり体験、バザー、模擬

店多数。地元の建設職人が奉仕します。

後援…富里市・富里市教育委員会

問千葉土建八街支部

　 ０４３（４４２）０２８０

情報ネット
4

10月1日号の「広報に関するアンケート」問３の中で、回答欄に「根木名小学校区」の記載が漏れておりました。大変申し訳ございませんでした。なお、市公式ホームページや備え付

けの用紙では修正済みです。対象地区にお住まいで、これから中綴じのアンケートにお答えいただける人は、問３の余白に「根木名小学校区」と記載してくださるようお願いします。


