
お知らせ

パブリックコメント
富里市放置自動車の適正な
管理に関する条例（骨子）

財政課契約管財班

(93)1116　 FAX (93)7810
E keiyakukanzai@city.tomisato.lg.jp

市では、公共施設に放置された自動車な

どの適正な処理について必要な事項を定

める条例の制定をすすめています。その

条例の骨子について、意見を募集します。

閲覧方法・意見募集期間

日 5月 7日（月）～28日（月）の

　市役所開庁時

場財政課契約管財班、日吉台出張所、

　市民活動サポートセンター

　市公式ホームページでも閲覧可

意見書の提出

意見書（自由様式）に住所、氏名、電

話番号を明記したものを、次のいずれ

かの方法で提出。

●閲覧場所に持参　● FAX

●郵送（28日消印有効）　●メール

他提出された意見と、意見に対する市

の考え方や意見を考慮して修正したと

きは、内容と理由を公表します。

ふくし

FAX やメールでの119番通報
消防署

(92)1311　 FAX (93)8837

電話による119番が困難な人からの、

火災・救急などの通報をFAXやメー

ルで受け付けています。

FAXからの119番通報

119番（局番なし）で送信

送信用紙は、消防署、北分署、社会福

祉課で配布しているほか、市公式ホー

ムページからダウンロード可。

あらかじめ用紙に氏名や住所を記入し

ておくと、緊急時にすぐ送信できます。

メール119番通報 （登録制）

利用案内書と申込書は消防署、北分署、

社会福祉課で配布しているほか、市公

式ホームページからダウンロード可。

郵送またはFAXで送るか、消防署ま

たは北分署に持参してください。

手話通訳などの無料サービス
社会福祉課
FAX (93)2215　 (93)4192　

市役所での手話通訳

社会福祉課内に、手話通訳者を配置し

ています。市役所内の手続きや相談な

どに利用してください。

手話通訳者・要約筆記者を派遣します

耳の不自由な人が、日常生活を営むう

えで手話通訳が必要な場合に、手話通

訳者を派遣しています。

手話がわからない難聴者・中途失聴者

には、話し言葉を要約し、文字で伝え

る要約筆記者も派遣しています。

中途失聴者・難聴者との
手話学習とミニ懇談会

NPO 県中途失聴者・難聴者協会
FAX 043（461）6533

　047（432）8039

日 5月 5日（土・祝）、20日（日）

　13：30～16：00

場佐倉市中央公民館＜佐倉市鏑木町＞

費初回参加のみテキスト代1,200 円　

申不要

他要約筆記で聞こえのサポートをします。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

(93)4192　 FAX (93)2215

日 5月 18日（金）13：30～15：30

場福祉センター２階娯楽室に集合

内グループミーティングもしくは成田

山散策（予定）

対 18歳以上で、精神科などに定期的

に通院している人　申前日まで

北部地域包括支援センター
日吉台４－６－14　 (36)7725

※駐車場に限りがありますので、自

動車での来所はご遠慮ください。

絵手紙教室

　日 5月 2日（水）、16日（水）

　　10：30～12：00

　費 1回 500 円

書道教室

　日 5月9日（水）、23日（水）

　　10：30～12：00

　費 1回 1,000 円

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

中部オレンジカフェ

　日 5月15日（火）13：30～15：00

　 対認知症の人やその家族、認知症に

　関心のある人

地域交流スペースとみのわサロン

　日 5月25日（金）13：30～15：00

　内○情報交換　○お茶飲み会

　　○ミニレクリエーション　など

南部地域包括支援センター
九十九荘隣地　 (90)6331

高齢者サロンぷらっと・南歩（なんぶ）

日 5月20日（日）14：00～15：00

内○情報交換　○お茶飲み会

　○ミニレクリエーション　など

季節の小物づくり

日 5月 15日（火）、6月12日（火）

　10：30～12：00

申前日まで

募　集

学童クラブ指導員
子育て支援課　 (93)4497

次の学童クラブで指導員を募集してい

ます。勤務条件など、詳しくは各学童

クラブに問い合わせてください。

●日吉台学童クラブ（日吉台小学校内）

　 (91）2501

●富里南学童クラブ（富里南小学校内）

　 (92）0092

●根木名学童クラブ（根木名小学校内）

　 (91）1288

※問合せは15：00～18：00。各小学校

では対応できませんので注意してください。

普通救命講習会
申込 消防署　 (92)1311

日 5月 20日（日）9：00～12：00

　受付　8：30～

場消防本部３階講堂

対 12歳以上で市内在住、在勤、在学

いずれかの人

定 20人　申 5月 13日（日）まで

就労に悩む若者応援
申込 ちば北総地域若者サポート

　　ステーション　 (37)6844

厚生労働省委託事業

日 5月10日（木）13：00～17：00

場北部コミュニティセンター1階会議室1

対 15～39歳で就労に悩みを抱えてい

　る人またはその家族

関商工観光課　 (93)4942

市スポーツ少年団　団員
市スポーツ少年団事務局　 (92)1597

青少年にスポーツを振興し、心身の健

全な育成に努めることを目的に活動し

ており、約450人が団員として登録し

ています。スポーツに興味がある人は

問い合わせてください。見学も歓迎。

内サッカー、ミニバスケットボール、

ハンドボール、卓球、軟式野球、剣道、

空手道

シルバークラブ会員募集
社会福祉協議会　 (92)2451

活動を通じていろいろな人と交流する

と、気持ちを若々しく保つことができ

ます。認知症の予防にもつながります。

内グランドゴルフ、ゲートボール、囲

碁、将棋、文化・社会奉仕活動への取

り組み　など

平成31年3月新規学校卒業予定者
求人手続等説明会

申込 成田公共職業安定所

　 (27)8609

日 5月 24日（木）

　14：30～16：30

　受付　14：00～

場成田国際文化会館１階大ホール

　＜成田市土屋＞

内求人申し込みと採用選考など、事業

　者向けの説明

申前日まで

関商工観光課　 (93)4942

相　談

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 (93)5148

日 5月20日（日）

　9：00～12：00／13：00～17：00

　1組につき45分程度

場北部コミュニティセンター

対市内在住者

定 14組

持建築確認通知書など

　（建築確認申請時の平面図など、住

　宅の間取りがわかるもの）　

申 17日（木）まで

イベント

第３回ひよし青空市
ひよし商店会 伊部  090(8054)6697

手作り品や飲食店、参加体験型教室な

ど多数出店。家族皆さんでどうぞ。

日 5月 19日（土）10：00～15：00

　雨天決行

場●日吉台メイン通りのテナント軒先など

　 ●北部コミュニティセンター

（臨時駐車場）

●日吉台小学校

●北部コミュニティセンター第2駐車場

スポーツ

第70回春季バドミントン大会

渋谷　 090(7806)8479

　　  FAX（93）7207

　　 〒 286-0211 御料 910-86

日 6月 3日（日）8：30集合

場社会体育館2階アリーナ

内男・女ダブルス、3部制

対市内在住または在勤で中学生以上

費 1人 1,000 円（当日集金）

申 5月 20日（日）までに氏名、住所、

電話番号、希望部門（男・女、1～3部）

を記入して郵送またはFAX。郵送ま

たはFAX後、電話で連絡してください。

ゴールデンウィーク中のごみの搬入と収集

クリーンセンター　 (93)4529　

クリーンセンターの受入・搬入時間 ごみ収集

5月

1日（火）
8：30～12：00／ 13：00～ 16：00

通常収集

2日（水）

3日（木・祝）

閉所
4日（金・祝）

5日（土・祝）

6日（日） 休み

7日（月） 8：30～12：00／ 13：00～ 16：00 通常収集

クリーンセンターへの直接搬入は…

○ ゴールデンウィーク後の数日は大変混雑します。混雑時は、左折による車両

入場をお願いします。

○ 車番登録していない車両で搬入するときは、市内で発生したごみであるかな

どの確認のため、免許証などの提示をお願いしています。

○ 可燃ごみ（草や葉を含む）の搬入は、必ず収集袋や透明または半透明の中身

の確認できる袋に入れてください。
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