
広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

公民館

中央公民館の使用申請

■２月１日（木）から受付

　公民館棟の５月使用分と講堂棟の

８月使用分の使用申請書の受付が始

まります。

問中央公民館　 （92）１２１１

くらし

１月26日は文化財防火デー

　１月 26 日は、法隆寺金堂壁画の

焼損日（昭和 24 年）に当たり、こ

の日を「文化財防火デー」と定めま

した。

　国民の貴重な財産である文化財を

次世代に受け継いでいくため、日頃

から火の元に十分注意し、文化財愛

護と防火意識の高揚に努めましょう。

問消防本部予防課

　 （92）１３１３

千葉県特定最低賃金の改正

　７業種の特定最低賃金が、平成 29

年 12 月 25 日付け（※は平成 29 年

10 月１日付け）で改正されました。

最低賃金件名 改正時間額

調味料製造業 ８８９円

鉄鋼業 ９３８円

はん用機械器具、
生産用機械器具製造業

９０２円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械
器具製造業

９０６円

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具・理化
学機械器具製造業、医療用機
械器具・医療用品製造業、光
学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、眼鏡
製造業

８８７円

各種商品小売業（※） ８６８円

自動車（新車）小売業 ９００円

千葉県最低賃金…８６８円

問千葉労働局労働基準部賃金室

　 ０４３（２２１）２３２８

市道工事のお知らせ

　市道 01 －０１０号線（七栄地先）

社会体館前～富里中学校前の舗装修

繕工事を実施します。

　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。なお、詳細は市公式ホームペー

ジで確認できます。

工事名…

　市道 01 －０１０号線舗装修繕工事

工事期間…１月下旬～３月末（予定）

問建設課管理班

　 （93）５７４７

子育て

ほっかほかクラブ

日時…１月22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

テーマ…バルーン遊び

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

相  談
 年金相談

　市では、毎月１回、社会保険労務

士による年金相談を行っています。

　今月は次のとおり行います。

日時…１月 18 日（木）

　　　午前 10 時～正午／

　　　午後１時～午後３時

場所…市役所本庁舎１階会議室

問国保年金課高齢者医療年金班

　 （93）４０８５

募  集

公立小・中学校講師

　千葉県内の公立小中学校に勤務す

る講師を募集しています。

　詳しくは問い合わせてください。

募集職種…臨時的任用講師、養護教

諭など

募集要件…教員免許状を所有する原

則 65 歳以下の人

問・申込先

　県北総教育事務所管理課

　 ０４３（４８３）１１４８

教室･講座

手話講座

　聴覚障害者の立場を理解し、とも

に暮らせるまちづくりを目指して

日時…２月 16 日（金）～

　　　毎週金曜日（全５回）

　　　午前 10 時～正午

場所…福祉センター　

定員…15 人

対象…市内在住、在勤

費用…１，０００円（テキスト代）

申込み…２月 14 日（水）までに電

話またはＦＡＸ

問市ボランティアセンター

　 　（92）８２２１

　FAX （92）２４９５

平成30年住宅・土地統計調査の
単位区設定にご協力を！

　総務省統計局では、10 月に住宅・

土地統計調査を行うため、これに先

立って２月１日を基準に、単位区を

設定する調査を行います。

　県知事が任命した指導員が、住宅

などの戸数を確認するため、対象調

査区内を巡回します。

　住宅などを訪問する場合もありま

すのでご協力をお願いします。

問企画課企画統計班

　 （93）１１１８

平成 30年成人式の欠席者に
記念品をお渡ししています

　式典に出席できなかった人に、記

念品をお渡ししていますので、案内

ハガキを持参してください。

　また、本人が来られない場合や、

案内はがきを紛失した場合でもお渡

しできます。

期間…平成30年12月28日（金）まで

場所…生涯学習課（中央公民館 1 階）

問生涯学習課社会教育班

　 （93）７６４１

福  祉

障害者手帳を持っている人は

　障害者手帳（身体障害者手帳、精

神障害者保健福祉手帳）の交付を受

けている人は、転居など住所変更を

したときは法令により「居住地等変

更届」の提出が必要になります。

　障害者手帳は、正しい住所地の登

録により、マイナンバーとの情報連

携ができます。

　障害者手帳の登録内容が正しく、

マイナンバーで情報を得ることがで

きれば、他の手続きのときに、障害

者手帳のコピーの提出が不要となる

場合があります。

　障害者手帳に書かれた住所や氏名

などが変わったときや、すでに変

わっているときは、必ず居住してい

る市区町村の障害福祉担当課に「居

住地等変更届」を届け出てください。

問社会福祉課障害福祉班

　 　（93）４１９２

保護者向け税関教室

　低年齢化する薬物乱用を防ぐには、

家族ぐるみで不正薬物などの問題を

考えていただくことが重要です。

　このため、密輸を取り締まる税関

の仕事を保護者向けに紹介します。

　麻薬探知犬のデモンストレーショ

ンも行います。

日時…３月１日（木）

　　　午後２時～３時 30 分

場所…成田空港第２ターミナルビル

対象…小中高校生の保護者

　　　（子どもは同伴不可）

定員…20人（応募者多数のときは抽選）

申込み…２月１日（木）までに参加者

（グループは３人まで）の名前、生年

月日、電話番号、電子メールアドレス

を記入してＦＡＸまたは電子メール

問・申込先　成田税関支署・広報

　 　（34）２１２５　FAX （34）２１８９

　 tyo-nar i ta-koho@customs

　　.go. jp

大人のための英会話・韓国語講座

　簡単な基礎会話までを楽しく学習

します。

日時…１月 30 日（火）～

　　　毎週火曜日（全８回）

○英会話　午後６時～７時

○韓国語　午後７時30分～８時30 分

場所…市商工会館＜七栄＞

費用…各５，０００円（８回分）

　　　テキスト代別途２，０００円

定員…各 15 人

問・申込先

　国際文化交流協会　前田

　 ０９０（６４８９）２８０３

　（平日午前 10 時～午後６時）

としょかんねっと
－増刊号－Toshokan

Net

　図書館では、貸出資料を返却期

限日から２か月以上未返却の人に

対して、図書館資料の利用制限を

しています。

利用制限になると…

　督促対象の資料の全てが返却され

るまで、新たな資料の貸し出しや予

約、リクエストの受付を停止します。

図書館資料は市民の大切な財産です

問  市立図書館　 （90）４
よ む よ む

６４６

　（午前９時 30 分～午後５時）

防災・防犯メールに登録を！
　携帯電話やスマートフォン、パソコンから次の登録アドレスに

送信し、返信されるメールの内容に沿って操作してください。

⇒ info-tomisato@sg-m.jp
※登録方法など不明な点は問い合わせてください。

問市民活動推進課市民安全班　 （93）１１１４
▲ QR コードから

　も登録できます。
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