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３月の中央公民館の休館日

 ５日（月）、12 日（月）、19 日（月）

21 日（水・祝）、26 日（月）

中央公民館の使用申請

■３月１日（木）から受付

　公民館棟の６月分、講堂棟の９月

分の使用申請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 分です。受付時間前に複

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

公民館相  談

就労・進路に悩む若者応援！
（厚生労働省委託事業）

　働くことに悩みを抱えている若者

を支援するために開催します。

日時…３月８日（木）

　　　午後１時～５時

場所…市役所分庁舎１階会議室

対象…おおむね15 ～ 39 歳で就労に

悩みを抱えている人またはその家族

費用…無料　申込み…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

教室･講座

平成 29 年度印旛地区
選挙関係委員研修会

　～明るい一票　うれしい未来～

　政治意識の向上と明るい選挙の推

進を目的として開催します。一般の

人も受講できます。

日時…３月 16 日（金）

　　　午後２時～３時 30 分

場所…成田国際文化会館国際会議室

　　　＜成田市土屋＞

講師…三遊亭多歌介さん（落語家）

費用…無料　申込み…不要

問八街市選挙管理委員会

　 ０４３（４４３）１１１３

普通救命講習会

　応急手当に関する正しい知識と実

技を身に付けてみませんか。ＡＥＤ

（自動体外式除細動器）の取り扱い

も学べます。

日時…３月18 日（日）午前９時～正午

場所…消防本部３階講堂

対象…市内在住、在勤または在学で

　　　12 歳以上　

費用…無料　定員…20 人

申込み…３月 11 日（日）まで

問・申込先

　消防署　 （92）１３１１

防災入門講座

　災害時の心構えとボランティア活

動について学びませんか？

日時…３月 20 日（火）

　　　午後１時 30 分～４時

場所…福祉センター２階大会議室

内容…

①講演「災害から命を守る！自助・

　共助・公助」

②避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）体験

対象…市内在住または在勤の人

費用…無料　定員…20 人

申込み…３月 19 日（月）まで

問・申込先　市ボランティアセンター

　 （92）８２２１

スポーツ

ニュースポーツで
楽しく汗を流しましょう！

　家族や友達同士、個人での参加も

大歓迎です。

日時…３月６日（火）午後 7 時～ 9 時

場所…社会体育館２階アリーナ A 面

内容…ニュースポーツ（バドポンなど）

対象…市内在住または在勤の人

　　　（未成年の人は保護者同伴）

費用…無料

持ち物…動きやすい服装、室内靴、

タオル　※飲み物は用意します。

問生涯学習課スポーツ振興室

　 （92）１５９７

市ソフトボール協会登録受付

　春季（５月開催予定）・秋季大会

に出場するには登録が必要です。

　新規に登録を希望するチームは、

３月 13 日（火）までに問い合わせ

てください。

問市ソフトボール協会　吉田　

　 ０９０（９００７）４１２３

募  集

自衛官募集

　自衛隊では、次の人材を募集して

います。試験日など、詳しくは問い

合わせてください。

コース 応募資格

幹

部

候

補

生

一般

20 ～ 26 歳未満の人

○ 22 歳未満は大卒者

　（見込みを含む）

○大学院修士学位取得

　者は 28 歳未満

歯科

専門の大卒（見込みを

含む）で、20 ～ 30 歳

未満の人

薬剤科

専門の大卒（見込みを

含む）で、20 ～ 28 歳

未満の人

一般曹

候補生
18 ～ 27 歳未満の人

受付期間…５月１日（火）まで

入隊時期…平成 31 年３月下旬～

　　　　　４月上旬

問自衛隊成田地域事務所

　 （22）６２７５

新たに農業を始めた人は
お知らせください

　市内で新規に農業を始めた人や親

元などで就農を予定している人は連

絡してください。

　５月 18 日（金）に開催予定の「新

規就農者激励会」に招待します。

問農政課農政畜産班

　 （93）４９４３

浩養すいかキッズクラブ
学童指導員

対象…年齢・性別不問

賃金…時給９００円～

勤務日時…

▼月～土曜日　週１、２日程度

○月～金曜日　午後２時45分～６時

○土曜日　午前７時45分～午後1時

　または午後 1 時～午後６時

▼春・夏・冬休み期間　週２、 3日程度

　午前７時 45 分～午後 1 時

　または午後 1 時～午後６時

問浩養すいかキッズクラブ

　（浩養小学校隣接）

　 （94）０５２０

　（月～金曜日　午後 3 時～ 6 時）

※浩養小学校では問い合わせに対

応していません。

仲間募集
　「広報とみさと」では、市内の公

共施設で活動しているサークルなど

の仲間募集記事を受け付けています。

問秘書広報課秘書広報班

　 （93）１１１２　　FAX　（93）９９５４

母乳育児サークル

　出産や育児で気になることをママ

同士でおしゃべりしませんか。

　ミルクで育児中のママもお待ちし

ています。

日時…３月５日（月）、６月４日（月）

　　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分

場所…北部コミュニティセンター

費用…無料　申込み…不要

問佐藤　 （92）８００４

３月から新規スタート
健康体操“カモミール２”

　体を動かしたいのにどこに行けば

いいのか迷っているあなた。今から、

ここから始めましょう。

日時…３月７日から毎週水曜日

　　　（祝日を除く）

　　　午後１時 30 分～３時

場所…中央公民館２階和室（初回のみ）

　　　14 日から４階音楽室

対象…体のつらさを改善したい人

内容…体をほぐす、筋肉・関節運動、

体調を整える

費用…３月は無料、４月以降入会金

１，０００円、月会費２，５００円

持ち物…動きやすい服装、室内靴

問てらにし

　 ０９０（３５９０）４０６５

市内放射線量測定結果

測定施設 測定日 0.05 ｍ 0.5 ｍ 1.0 ｍ

市
内
公
園

日吉台中央公園 2/6 0.06 0.06 0.06

新木戸大銀杏公園 2/6 0.06 0.06 0.06

獅子穴公園 2/6 0.05 0.05 0.05

富里中央公園 2/6 0.04 0.05 0.04

葉山公園 2/6 0.04 0.04 0.04

ふるさと自然公園（Ａ地区） 2/6 0.05 0.05 0.06

そ
の
他

市消防本部 2/1 0.04 0.05

市役所駐車場 2/8 0.06 0.06

市営運動場 2/8 0.04 0.04

高野運動広場 2/14 0.06 0.05

日吉台上流調整池 2/6 0.11 0.13

七栄調整池 2/6 0.11 0.13

※測定値の単位：マイクロシーベルト毎時

　国では、長期的な目標として追加被ばく線量が年間 1 ミリシーベルト

以下（0.23 マイクロシーベルト毎時）を目指すことが示されています。

農産物の放射性物質検査

採取日 品目 栽培方法
放射性

セシウム134
放射性

セシウム137
合　計

１/30 たけのこ 露地 1.48 9.3 11

※測定値の単位：ベクレル毎キログラム

　農産物の基準値は１００ベクレル毎キログラムです。

問農政課農政畜産班　 （93）４９４３
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