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募　集

平成32年成人式実行委員
生涯学習課　 (93)7641

成人式の企画・運営について、新成人

の意見を反映させる参画型の成人式に

するため、成人式実行委員会の委員を

募集します。

成人式開催日

　平成 32 年 1 月 12 日（日）

内○成人式までに５回の実行委員会議       

　　を開催 

　○式典・アトラクションなど式全体

　　の企画・運営

対平成 11 年４月２日～

　平成 12 年４月１日に生まれた人

定 10 人程度　申 5 月 10 日（金）まで

第36回富里スイカロードレース大会
ボランティアスタッフ
実行委員会事務局　 (93)1145

６月 23 日（日）に開催する毎年恒例

の富里スイカロードレース大会に、お

そろいの T シャツを着て、ボランティ

アスタッフとして参加してみませんか？

学童クラブ指導員

子育て支援課　 （93）4497

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　 (91）2501

●根木名学童クラブ　 (91）1288

●富里第一学童クラブ　 (91）1597

●浩養すいかキッズクラブ　 (94）0520

●若草児童館学童クラブ（富里保育園併設）

　 (93）8226

「こども１１０番の家」協力者
生涯学習課　 (93)7641

子どもたちが犯罪

に巻き込まれそう

になった時、また

急病や怪我などで

困った時に、安心

して立ち寄れる場

所を「こども 110

番の家」といいま

す。

協力していただける家庭や地域企業を

募集しています。地域で子どもたちを

見守りましょう。

市立こども園
臨時・非常勤職員募集

葉山こども園　 （93）1215

向台こども園　 （93）2951　

内

●園児の保育・教育

　（通常・時間外・土曜）

　対　保育士・幼稚園教諭の有資格者

　額時給 1,200 円　

●園の保健業務全般

　対　正看護師または准看護師の有資格者

　額正看護師　時給 1,270 円

　　准看護師　時給 1,230 円

※交通費は市の規則に基づき別途支給

日●月～金曜日　8：30 ～ 19：15

　●土曜日　7：00 ～ 15：15

   の指定する日時

　※勤務日時などは相談してください。

　※看護師は月～金曜日の平日勤務

場葉山こども園または向台こども園

定若干名

他●保険適用

　　雇用保険・労災保険は、規定に基

　　づき適用

　●休暇など

　　年次有給休暇・特別休暇を市の規

　　則に基づき付与

申次の書類を提出

　●履歴書（市販のものに必要事項を

　　記入し、写真を貼付）

　●資格証の写し

　　（資格取得見込みも可）

介護認定調査員
（非常勤職員）
高齢者福祉課　 （93）4980

介護認定に関する調査や事務に従事す

る人を募集します。勤務条件など詳し

くは問い合わせてください。

定１人

期採用日から平成 32 年 3 月 31 日まで

申履歴書を提出

額時給 1,300 円（交通費は別途支給）

アダプトプログラム
環境課　 (93)4946

アダプトプログラムとは、市民や事業

者のみなさんが一定区間の道路の里親

になり、ボランティアで清掃・美化活

動を行う制度です。

市では、ごみ袋や軍手など清掃・美化

活動時に必要な物品を支給しています。

登録は随時受け付けていますので、詳

しくは問い合わせください。

相　談

就労・進路相談
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

働くことに悩みを抱えている若者を支

援するため、「就労・進路相談」を受

け付けています。

日４月 11 日（木）13：00 ～ 17：00

場北部コミュニティセンター会議室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

不妊相談
申込 印旛健康福祉センター地域保健課

  043 （483）1135

不妊で悩む夫婦などを対象に、相談を

受け付けています。また、不妊治療や

不育症に関する情報提供も行っています。

日 4 月 11 日（木）午後

　（偶数月の第２木曜日に実施）

場印旛健康福祉センター

　＜佐倉市鏑木仲田町 8‐10 ＞

申 4 月８日（月）まで

スポーツ

市ダブルステニス大会

市体育協会テニス専門部　平野

090(9363)0307

E h iranokykk@yahoo.co.jp

市体育協会テニス専門部主催のダブル

ステニス大会を開催します。

日 4 月 28 日（日）

　 8：45 集合

　雨天の場合は５月５日（日・祝）

場市営テニスコート

内ダブルス

　（男女組合せ自由、ハンディなどあり）

対市内在住または在勤で中学生以上

定 16 組前後　

費 1 人 1,200 円

申 4 月 22 日（月）まで

第81回市卓球大会
申込 生涯学習課（社会体育館内）

FAX (93)9640

日 5 月 12 日（日） 8：30 集合

場社会体育館２階アリーナ

対市内在住、在勤、市内クラブ所属の

　中学生以上

種○男女シングルス

　○ミックスダブルス

費１人５００円（当日徴収・中学生無料）

申 5 月 7 日（火）までに、住所、氏名、

　連絡先、年齢、性別、ミックスダブ

　ルス参加希望の有無を記入し、直接

　窓口に持参または FAX

問 市体育協会卓球専門部　粕谷

　 090（2530）5101

　（月～金曜日の 19：00 ～ 21：00）

市バスケットボール大会
第23回ペガサスカップ
申込 市バスケットボール協会　長谷川

E tomisatobasket@yahoo .co . jp

日６月８日（土）、９日（日）

場社会体育館２階アリーナ

対市内在住、在勤、在学の人で構成さ

　れたチーム

費１チーム 5,000 円

申 4 月 26 日（金）まで

　※募集予定チームに達し次第締め切り

事例 
近所にスポーツジムがオープンし、新規入会キャンペーンが行われてい

たので、割引料金で申し込みをした。

ジムでマシンを使って運動したところ、膝が痛くなってしまった。自分

には負荷が大きすぎると思い、退会を申し出ると「キャンペーン価格で

入会した場合、半年間はやめられない。やめる場合は半年分の会費に相

当する違約金を支払わなければならない。」と言われた。

退会するのに違約金！キャンペーン価格で入会したジム

はい、こちら

消費生活センターです！

　消費生活全般に関するトラブルについて、消費生活センターに寄

せられる相談事例を紹介します。

アドバイス

●スポーツジムなどの店舗で交わした契約は、原則、クーリング・オフが

　できません。契約する際は、契約書面や規約を必ず読み、施設の利用方

　法や退会の手続き、解約時の料金精算方法などを確認し、分からないこ

　とはスタッフに十分に説明してもらいましょう。

●特にキャンペーンなどで入会金無料や月会費の割引を行っている契約で

　は、その条件として一定の期間解約ができなかったり、中途解約すると

　違約金などを請求されたりすることもあるので注意しましょう。

●入会後、健康状態などによって通うことが困難になる場合もあります。

　事前に家族やかかりつけの医師に相談することも大切です。

問・相談先　消費生活センター　 （93）５３４８

■日時　平日（祝日、年末年始を除く）

　　　　9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00

■場所　市役所分庁舎２階

消 費 生 活
相談コラム
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とみリンです

電話待ってるリン♪


