
募　集

葉山こども園・向台こども園
臨時・非常勤職員
●葉山こども園　 (93)1215

●向台こども園　 (93)2951

詳しくは問い合わせてください。

対保育士・幼稚園教諭の資格を有する人

費時給１, ２００円

アメリカ・ホームステイ
体験ツアー

富里国際交流協会事務局

（企画課企画統計班内）

(93)1118

アメリカの家庭や学校生活を通して、

今までと違う世界を体験してみませんか。

日 10 月４日（木）～ 12 日（金）

場アメリカ合衆国

　ウィスコンシン州メクオン市

対市内中学生に在籍する 2 年生で

　○国際交流に興味がある

　○積極的に交流を図れる

　※英語力は問いません。

定 12 人（予定）

費 160,000 円（予定）

申 6 月 6 日（水）までに申込書類（※）

　を企画課へ提出、または郵送。

※申込書と募集要項は各中学校で配

布しています。

普通救命講習会
申込 消防署　 (92)1311

日６月 17 日（日）9：00 ～ 12：00

　受付　8：30 ～

場消防署北分署２階会議室

対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

いずれかの人

定 20 人　申６月 10 日（日）まで

千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験

県社会福祉協議会

043(204)1610

〒 260 ー 8508

千葉市中央区千葉港４－３

日 10 月 14 日（日）10：00

対医療・保健・福祉分野の有資格者な

　どで一定期間以上の実務経験のある人

申６月 30 日（土）までに申込書（※）

を簡易書留で郵送（30 日の消印有効）

※市高齢者福祉課または市社会福祉

協議会で配布しています。

　
終活セミナー
申込 商工観光課　 (93)4942

自分の人生に悔いのない最期を迎えた

ときに、残された家族が困らないよう

にするためには、どんなことが必要な

のか一緒に考えましょう。

日○６月 27 日（水）○７月 18 日（水）

時 13：15 ～ 15：30

場中央公民館 4 階大会議室

講横岡宏志さん

（消費生活相談員・終活アドバイザー）

定 50 人程度　持筆記用具

申定員に達し次第締め切り

私の中の働き方改革講座
申込 県男女共同参画センター（月曜休）

043(252)8036　FAX 043(252)8037

E kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

日６月 30 日（土）13：00 ～ 16：00

場県男女共同参画センター大会議室

　＜千葉市稲毛区天台＞

内●「多様な働き方」

　　女性起業家を講師に招き、体験談、

　　多様な働き方について講演します。

　●講座説明「就労支援・就農支援・

　　起業支援講座について」

　●個別相談

定女性 50 人　※託児あり。

申 6 月 22 日（金）までに電話または、

郵便番号、住所、氏名、電話番号を書

いて、ＦＡＸまたはメール。

市民活動フェスタ参加団体
申込 市民活動推進課

(93)1117　FAX (93)9954

E kyodo@city .tomisato . lg . jp

日平成 31 年２月９日（土）（予定）

場中央公民館、とみさと市民活動サポー

　トセンター（予定）

対市内で市民活動を行っている団体

申６月 29 日（金）までに、申込用紙（※）  

　に必要事項を記入し、次の方法で提出

○市民活動推進課または、とみさと市

　民活動サポートセンターの窓口に直

　接持参

○メール　○ＦＡＸ

○郵送（29 日の消印有効）

　窓口以外で提出した団体は、提出し

た旨を電話で連絡

※市公式ホームページからもダウン

ロード可。

市産業振興推進会議の委員
を公募します
申込 商工観光課　 (93)4942　

E shoukou@city .tomisato . lg . jp

産業振興ビジョンの進行管理などにつ

いて調査・審議をする委員を募集しま

す。

対次の要件を全て満たす人

　○市内在住・在勤で 18 歳以上（平

　　成12年４月１日以前に生まれた人）

　○年２回程度の会議に継続して出席

　　できる

　○市の審議会などの公募委員を２つ

　　以上兼ねていない

　○市の議員・職員でない

定２人　任委嘱日から２年間

額日額　7,000 円

　費用弁償１回１,000 円

申６月 15 日（金）までに申込書（※）

　と「市内の産業の発展と活性化につ

　いて」をテーマとするレポート（任

　意様式で４００字程度）を添えて、

　次の方法で提出

　○窓口に直接持参

　○メール　○郵送（15日消印有効）

※日吉台出張所の窓口で配布のほか、市

公式ホームページからもダウンロード可。

選書類選考（選考結果は応募者全員に

　個別に通知します。）

子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て６月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

6月分の学校給食費振替日
学校教育課　 (93)7659

日６月 11 日（月）

※前日までに入金確認をお願いします。

ファミリーサポートセンター説明会
ファミリーサポートセンター　 (92)2452

子育ての援助を受けたい人と援助ができる

人が会員になり、会員同士で支え合います。

日６月６日（水）10：00 ～ 11：00

場葉山キッズ・ランド多目的室

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 　 (93)2800

センター室開放

0歳児・妊婦 水曜日14：00～15：30

0～5歳児

月～土曜日

9：00～11：30

（８・９・13・15・20・23・

29日を除く）

月・火・木～土曜日

14：00～15：30

（５・15日を除く）

双子または

三つ子

13日（水）

9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 13 日（水）～ 16 日（土）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

育児講座「３Ｂ体操」

　日８日（金）10：00 ～ 11：00

　定 20 組

　申 4 日（月）9：00 ～

とみさとトイズクラブ

　日 14 日（木）10：30 ～ 11：15

　内とみさとトイズクラブと一緒に楽

　　しく遊びます。

移動支援（現地集合）

●北部コミュニティセンター

　日 15 日（金）10：00 ～ 11：30

　対市内北部地域在住の未就学児

　他親子おはなし会も開催

●中央公園イベント広場

　日 29 日（金）10：00 ～ 11：00

　　雨天・強風時はセンター室開放に

　　変更

　内パラシュートを作って遊ぼう

　対未就学児

　持飲み物、帽子、タオル

育児講座「子育てチョキチョキ」

　日 20 日（水）9：30 ～ 11：00

　定 10 組

　申４日（月）9：00 ～

親子お話し会

● 0 ～ 5 歳児

　日 21 日（木）11：00 ～ 11：30

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 27 日（水）

　　 9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

子育て支援センター（向台こども園）
申込 　 (37)7070

センター室開放・園庭開放

0歳児・妊婦 木曜日14：15～15：45

0～２歳児

火～金曜日

14：15～15：45

土曜日13：00～15：00

１～5歳児

火・水・金・土曜日　

9：00～11：30

（20日を除く）

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　日 26日（火）～29日（金）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時　申個別相談希望は前日まで

親子お話し会

●０歳児

　日 13 日（水）14：45 ～ 15：15

●２～３歳児

　日 27 日（水）11：00 ～ 11：30

みんなで探検隊（荒天時はセンター室開放）

　日 20日（水）10：00　向台こども園集合

　内中沢公園で宝探しをしよう！

　対おおよそ 2 歳児以上　定 10 組

　持飲み物、帽子、タオル、着替え、

　　動きやすい服装

　申５日（火）9：00 ～

おおきくなったね

　日 29日（金）午前と午後の「帰りの会」

　内みんなで誕生日お祝い会をします。

　対６月生まれの子ども
こひつじ保育園
申込 　 (93)1048

子育て交流の場　「さろんバンビ」

　日２日（土）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組　申前日まで

　持上履き、飲み物、帽子

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日 13・27 日（水）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組　申前日まで

　持上履き、飲み物、帽子　

子育て相談（匿名可）

●来園相談（予約制）

　日毎週水曜日 13：00 ～ 15：00

●電話相談「テレフォンバンビ」

　日毎週月～金曜日13：00 ～ 15：00

　 ®0120（765）767

富里保育園
申込 　 (93)0155

保育参加「つくしんぼ広場」

　日随時実施　9：30 ～ 12：00

　対 定未就園児、妊婦。各年齢 2 組

　申希望日の１週間前まで

子育てサークル「おやこの森」

　日 12・26 日（火）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子　申前日まで

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 19 日（火）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組　

　持上履き、飲み物、帽子　申前日まで

育児講座「陶芸を体験してみましょう」

　日 27 日（水）　9：30 ～ 11：30

　対 定 3 歳～就学前の子ども 20 組

　申 15 日（金）まで

　持上履き、飲み物、タオル

子育て相談「キッズテレフォン」（匿名可）

　日毎週月～金曜日　10：00 ～ 15：00

　 ®0120（733）525
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