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カレンダー

月の富里市
● November 201711

　11月は市税収納強化月間

です。

　11月は、毎週日曜日に市

税などの未納がある人を対

象に、電話催告や休日納付

相談を実施します。

ダ
イ
ヤ
ル
ガ
イ
ド

●富里市役所（代）	 （93）１１１１

●富里市役所 FAX（代）	 （93）９９５４

●日吉台出張所	 （93）３０５０

●子育て支援センター	 （93）２８００

●福祉センター	 （92）２３０１

●すこやかセンター

　○保健センター	 （93）４１２１

　○市民活動サポートセンター	（93）４１２３

●クリーンセンター	 （93）４５２９

●水道事業所	 （93）３３４０

●給食センター	 （93）２５５０

●中央公民館	 （92）１２１１

●社会体育館	 （92）１５９７

●市立図書館	 （90）４６４６

●市消防本部・消防署（代）	 （92）１３１１

●市消防署北分署	 （91）０１１９

●火災の問い合わせ	 （92）０１０１

●北部コミュニティセンター	 （93）３７５５

●中部ふれあいセンター	 （91）３３６３

●防災行政無線情報テレホンサービス

　　　　　　　　　０１２０（１１４）９９４

●24時間健康・介護無料相談

　「いきいきテレフォン」　０１２０（９６３）１１２

●11月の健康カレンダー
★…保健センター
　　（すこやかセンター内）
◆…北部コミュニティセンター

日
（曜日）

行　　　事 場　所 受付時間

６
（月）

健康相談（要予約） ★ 午前９時 30 分～ 11 時

育児相談（要予約） ★ 午後１時3　0分～２時3　0分

７
（火）

１歳６か月児健診
（平成 28 年４月生まれ）

★ 午後１時～１時 30 分

10
（金）

３歳児健診
（平成 26 年５月生まれ）

★ 午後１時～１時 30 分

17
（金）

乳児健診
（平成 29 年６月生まれ）

★ 午後１時～１時 30 分

20
（月）

２歳児歯科健診
（平成27年８、９月生まれ）

★ 午後１時3　0分～２時3　0分

※11月 13日（月）に北部コミュニティセンターで予定してい

た育児相談は、改修工事に伴って中止します。11月６日（月）

の保健センターでの育児相談を利用してください。

　市内に住所がある、視覚に障害がある人などを
対象に、広報とみさとを録音した CD を「声の広報」
として配布しています。
　費用は無料です。詳しくは問い合わせてください。

問・申込先　社会福祉課障害福祉班

　 （93）４１９２　FAX（93）２２１５

「声の広報」をお届けしています

公共施設に設置されている「市
長への手紙」のほか、ファクシ
ミリまたは電子メールでも受け
付けています。

【ＦＡＸ】0476（93）9954
【メールアドレス】
 goiken@city.tomisato.lg.jp

右の QR コードでダウン
ロードできます。
詳しくはマチイロホーム
ページをご覧ください。

【マチイロホームページアドレス】
 http ://mach i i ro .town

マチを好きになるアプリ「マチイロ」
でも広報紙が読めます

ＱＲコード

市からのお知らせのほか、広報
のバックナンバーなど、さまざ
まな情報を掲載していますので
ぜひご覧ください。

【ホームページアドレス】
 http://www.city.tomisato.lg.jp/

ホームページもご覧ください

※（　）は前月比

５０，２６９人　（ ＋103）

２５，６８６人　（ ＋ 77）

２４，５８３人　（ ＋ 26）

２２，８２３世帯（ ＋ 89）

平成 29 年９月 30 日現在

市の人口と世帯

人　口 　●

男　 ●

女　 ●

世　帯　 ●

市政へのご意見・ご提案は…

㈱中央設備　 （93）２３７５

今月の漏水当番

（敷地内で漏水したとき）

保険証をお持ちください

 　　

○ 月～土曜日…

　午後７時～翌朝５時45分

○ 日曜日・祝日…

　午前９時～午後４時45分／

　午後７時～翌朝５時45分

　夜間や休日の急な発熱やけがな

どを診察し、応急処置をします。

【内科・小児科】

診療日…

○毎日　午後７時～10時 45分

○日曜日・祝日

　　　　午前10時～午後４時45分

【外科】	

診療日…日曜日・祝日　

　　　　午前10時～午後４時45分

【歯科】

診療日…祝日・振替（日曜を除く）

　　　　午前10時～午後４時45分

■電話で症状を知らせてください。症状

によっては、他の医療機関を紹介します。

　看護師と小児科医が、電話で相

談に応じます。

○毎日　午後７時～翌朝６時

ドクターガイド

【一般急病診療】
成田市急病診療所（成田市赤坂）

(27）１１１６

【小児初期急病診療（15 歳まで）】

印旛市郡小児初期急病診療所
（佐倉市江原台・佐倉市健康管理センター内）

０４３（４８５）３３５５

こども急病電話相談
♯８０００

ダイヤル回線からは…

０４３（２４２）９９３９

【今月の定例相談】

相談名 日　　　　時 場　所 問合先

交通事故相談

（10日（金）までに予約※1）

14日（火）

午前10時～午後3時

市役所分庁舎

１階会議室

市民活動推進課

（93）1114

法律相談

（要予約※１・2）

13日（月）、20日（月）、27 日（月）

午後１時～４時【係争中のものを除く】

市役所分庁舎

１階小会議室

社会福祉課

（93）4192

家庭児童相談

（電話での相談も可）

月～金曜日（祝日を除く）

午前9時～午後4時

保健センター

（すこやかセンター内）

１階子育て支援課

家庭児童相談室

（93）4498

教育相談
火～金曜日

午前９時 30分～午後３時

市立図書館２階

ふれあい教室

ふれあい教室

（91）6600

消費生活相談
月～金曜日（祝日を除く）

午前9時 30分～午後４時

市役所分庁舎２階

消費生活センター

消費生活センター

（93）5348

年金相談
16日（木）

午前10時～午後３時

市役所本庁舎

１階会議室

国保年金課

（93）4085

心配ごと相談
７日（火）、14 日（火）、21 日（火）

午前10時～午後２時 30分

福祉センター

２階相談室

社会福祉協議会

（92）2451

人権・行政・心配

ごと合同相談

28 日（火）

午前10時～午後２時 30分

福祉センター

２階会議室

社会福祉協議会

（92）2451

こころの相談
（前日までに電話予約）

10日（金）

午後２時～４時

福祉センター

２階会議室

社会福祉協議会

（90）0081

○相談は無料で、秘密は厳守されます。相談は正午から午後１時を除きます。

※ 1交通事故相談と法律相談は、事前予約がない場合は開催しません。

※ 2法律相談は毎月５日（閉庁日の場合は翌開庁日）から予約を開始します。来

庁のうえ、社会福祉課窓口で予約をしてください。

1 水

児童虐待防止推進月間（Ｐ. ４）

動物による危害防止強化月間

～ 30 日（Ｐ. ５）

2 木

3 金

★文化の日

福祉まつり（Ｐ. ２）

文化祭 ～５日（Ｐ. ３）

4 土

5 日 休日納付相談（Ｐ. １、６）

6 月

7 火 防火ポスター展 ～ 16 日（Ｐ. ５）

8 水

9 木 秋の火災予防運動 ～ 15 日（Ｐ. ５）

10 金

11 土 税を考える週間～ 17 日（Ｐ. １）

12 日
休日納付相談（Ｐ. １、６）

市民課一部証明休日交付（Ｐ. ４）

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土
岩﨑家ゆかりの地交流展～ 19 日

（Ｐ. ２）

19 日

休日納付相談（Ｐ. １、６）

産業まつり、リサイクルフェア（Ｐ.２）

住宅耐震相談会（Ｐ.10）

普通救命講習（Ｐ.10）

20 月

21 火

22 水

23 木 ★勤労感謝の日

24 金

25 土 富里にんじんウォーク（Ｐ. ３）

26 日
休日納付相談（Ｐ. １、６）

市民課一部証明休日交付（Ｐ. ４）

27 月

28 火

29 水

30 木

広報とみさと　2017.11.1


