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イベント

第34回ひよし夏祭り2018
ひよし夏祭り実行委員会　島崎

090(4966)1289

夏だ！祭りだ！ひよしの和！

子どもからお年寄りまで、皆さんで楽

しめる企画が満載です。

日 ● 7 月 28 日（土）13：00 ～ 21：00

　 ● 7 月 29 日（日）10：00 ～ 20：30

場日吉台小学校校庭

内大人みこし、子どもみこし・山車の

　巡行、屋外ライブ、模擬店、大抽選

　会、盆踊り

相　談

年金相談
国保年金課　 (93 )4085

日７月 19 日（木）　

　10：00～12：00／13：00～15：00

場市役所本庁舎 1 階会議室

ふくし

長寿祝金を贈呈
高齢者福祉課　 (93)4981

多年にわたり社会に貢献されたことに

敬意を表し、長寿をお祝いすることを

目的に、長寿祝金を贈呈します。

対象の人には、７月下旬に祝金の受け

取り方法などを記載した通知を送付し

ますので、確認してください。

対市内在住（9 月 15 日時点）で、今

　年度中に次の年齢になる人

　 88歳　 昭和５年 4 月 1 日～

　　　　　    昭和６年3月31日生まれ

　100歳　大正７年 4 月 1 日～

　　　　　　大正８年3月31日生まれ

敬老会を開催します
高齢者福祉課　　 (93)4981

高齢者を敬い、長寿を祝う敬老会を、

地区社会福祉協議会が中心となって、

開催します。子どもから高齢者まで多

世代の交流により、各地区の特色を生

かした地域コミュニティの形成の場と

なる敬老会を、ぜひお楽しみください。

詳細は、各地区の社会福祉協議会から

通知します。

日 場

▼七栄地区　９月 15 日（土）

　七栄小学校体育館

▼富里南地区　９月 18 日（火）

　富里南小学校体育館

▼富里第一地区　10 月２日（火）

　富里第一小学校体育館

▼根木名地区　10 月６日（土）

　根木名小学校体育館

▼富里地区　10 月 12 日（金）

　富里小学校体育館

▼日吉台地区　10 月 13 日（土）

　日吉台小学校体育館

▼浩養地区　10 月 13 日（土）

　浩養小学校体育館

▼洗心地区　10 月 21 日（日）

　二区協同館

募　集

富里市と芝山町の共同開催
シニア従業員のお仕事説明会ｉｎ富里
申込 商工観光課　 (93)4942

市と「高齢者見守りネットワーク事業」

の協定を締結しているセブン - イレブ

ン・ジャパンが、高齢者の雇用を推進

するため、仕事説明会を開催します。

日８月 10 日（金）14：00 ～ 15：30

　受付 13：40 ～

場すこやかセンター 2 階会議室１

対おおよそ 60 歳以上　

定 30 人　申前日まで

わが家の犬・猫写真コンク―ル

県動物保護管理協会

043 (214)7814

〒 260-0001　

千葉市中央区都町 463 －３

対県内在住の人

申８月 20 日（月）【消印有効】までに

　次の 2 点を郵送

　①Ｌ判プリント写真（裏面に住所、 

　　氏名、電話番号を記入） 

　　※３枚まで

　②しつけなど適正飼育についてのコ

　　メント（４００字詰め原稿用紙１

　　枚以内）

※作品は原則として返却しません。

他優秀作品 15 点は、９月開催の動物

　愛護週間のイベント会場に展示し、

　表彰します。

印旛沼環境基金
第1回公開講座

佐倉市生活環境課

043 (484)4278　
E seikatsukankyo@city.sakura.lg.jp

かつてのいんば沼を語る

ー農業と洪水ー

日８月４日（土）13：30 ～ 16：00

場ミレニアムセンター佐倉ホール

　＜佐倉市宮前３－４－１＞

定 100人

申 7月17日（火）～電話またはメール

千葉いのちの電話
第31期ボランティア相談員

（福）千葉いのちの電話　事務局

043(222)4322

〒 260 ー 0012

千葉市中央区本町 3 ー 1 ー 16

対 20 歳以上（2018 年 4 月現在）で、

　基礎研修講座第Ⅰ～Ⅳの各課程を原

　則全出席、宿泊研修に出席できる人。

　資格・経験は問いません。

期研修　9 月～平成 31 年 2 月

定 40 人程度

費受講料などが必要となります。

　詳しくは問い合わせてください。

申８月 13 日（月）までに受講申込書、

　応募アンケートに必要事項を記入し

　郵送。（13 日必着）

※必要書類などはホームページから

ダウンロードしてください。

千葉いのちの電話　ボランティア 検索

危険物取扱者の保安講習会

市危険物安全協会（市消防本部予防課内）

(92)1313

日　対９月５日（水）

　 ●午前　

　　給油取扱所で主に従事する人

　 ●午後

　　給油取扱所以外の施設で従事する人

場四街道市文化センター大ホール

　＜四街道市大日 396 ＞

費１人 4,700 円

　（県収入証紙を申請書に貼付）

持受講日は、危険物取扱者免状と受講

　票を必ず持参してください。

申７月 23 日（月）～ 27 日（金）

　８：30～12：00／13：00～17：15

夏休みちびっこ
リサイクルセミナー
申込 環境課　  (93)4946

成田空港に行き、空港での環境への取

り組みについて勉強してみませんか。

日 場８月 21 日（火） ９：00 ～ 15：00  

　　 中央公民館前に ９：00 集合

　　 ※雨天決行

対市内の小学 4 ～ 6 年生

定先着 20 人

持筆記用具、弁当、飲み物

申８月１日（水）～ 8 日（水）　

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。経験がない人、資格がない人も

歓迎します。申込方法や勤務日時など

詳しくは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

●若草児童館学童クラブ

　（富里保育園併設）

　 （93）8226

仲　間　募　集

第16回舞のつどい
日本舞踊発表会

佐々木　  (93)1542

日 7 月 22 日（日）

　10：30 ～

場中央公民館講堂

他先着 250 人にお弁当とお茶を進呈し

　ます。抽選会もあります。

わかちあいの会ひだまり
　大切な人、愛する人を自死でなくさ

れた方へ…

　同じような体験を持つ人が集い、心

おきなく話せ、ホッとできるひととき

を過ごしてみませんか。

日８月 17 日（金）、　12 月 21 日（金）、

　平成 31 年２月 15 日（金）

　いずれも 13：30 ～　

場印旛合同庁舎２階

　＜佐倉市鏑木仲田町８－１＞

対面相談
　想いや悩みをお話しください。

日９月 21 日（金）、11 月 16 日（金）

　平成 31 年１月 18 日（金）

　いずれも 13：00 ～ 16：00

　1 面接 50 分 継続相談あり

場印旛合同庁舎２階

　＜佐倉市鏑木仲田町８－１＞

対原則、千葉県在住の人

　※精神科的治療を受けている人は、

治療者の了解を得てください。

申電話予約

自死遺族支援
問・申込先（福）千葉いのちの電話事務局

　 ０４３（２２２）４４１６

　（月～金曜日、9：00 ～ 17：00）

１次試験　

　印旛郡市職員採用共同試験

日９月 16 日（日）

場佐倉市立佐倉中学校

　＜佐倉市城内町＞

２次試験　１次試験合格者のみ実施

※ 2 次試験合格者のみ３次試験までの

実施を予定しています。

職種・募集人数・受験資格

▼消防（救急救命士含む）若干名

　平成２年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月

1 日までに生まれた人。救急救命士は、

平成31年3月末日までに救急救命士の

資格取得見込みの人を含む。（学歴不問）

▼管理栄養士　若干名 

　昭和 58 年 4 月 2 日～平成 9 年４月

1 日までに生まれた人で、管理栄養士

の資格を有する人または平成 31 年春季

までに資格取得見込みの人（国籍不問）

※資格が取得できなかったときは、

採用を取り消します。

申７月 23 日（月）～８月６日（月）　

　までに提出（郵送可、６日の消印有効）

　申込書は総務課窓口で配布、または

　市公式ホームページからダウンロー

　ドできます。

合格発表　

　全ての受験者に合否結果を通知

問・申込先　総務課　 （93）１１１３

　〒２８６ー０２９２　（住所不要）
富里市職員募集

消防・管理栄養士


