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お知らせ

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

日 10 月 27 日（日）　※雨天決行

　９：00～11：30 ／13：00～15：00

場中部ふれあいセンター駐車場

当日回収できる紙類

○新聞（チラシ含む）、雑誌、段ボール、

　紙封筒、トイレットペーパー・ラッ

　プフィルムの芯

　…種類ごとにひもで束ねてください。

○飲料用紙パック

　…水洗いして切り開き、乾かし、紐

　　で束ねてください。

○パッケージペーパー（お菓子の箱、 

　紙袋など）

　…紙袋に入れるか、紐で束ねてくだ さい。

狂犬病予防注射は
お済みですか？
環境課　 （93）4945

狂犬病予防法では、犬の所有者は「そ

の犬の所在地を管轄する市町村長に犬

の登録を申請しなければならない」こ

とや「その犬について、狂犬病の予防

注射を毎年一回受けさせなければなら

ない」ことなどが定められています。

まだ、予防注射を受けていない犬の所

有者は、動物病院などで予防注射を受

けさせ、獣医師が発行する「狂犬病予

防注射済証」を市環境課に持参し、「狂

犬病予防注射済票」の交付手続きをし

てください。

持注射済票交付申請書（ハガキ）、

　狂犬病予防注射済証

費狂犬病予防注射済票交付手数料

　１頭につき 550 円

他●既に、予防注射を受けていて、届

　　け出ていない場合も、同様に手続

　　きをしてください。

　●生後 90 日を経過した犬を飼って

　　いて登録をしていないときは、新

　　規登録の手続きが必要になります。

　　（別途 3,000 円）

第17回印旛沼流域環境・体験フェア

まるごと いんばぬま

印旛沼流域水循環健全化会議
（県河川環境課）

043（223）3155

日● 10 月 26 日（土）

　 　11：00 ～ 15：00

　● 10 月 27 日（日）

　 　10：00 ～ 14：00

 　※荒天中止

場佐倉ふるさと広場向かい側

　＜佐倉市臼井田 2714 ＞

内● 26 日のみ

　　E ボート（10 人乗りゴムボート）

　　乗船体験、流域市町のマスコット

　　キャラクター撮影会

　● 26、27 日

　　どじょうつかみ、ザリガニ釣り、

　　木の実工作など、工事用重機の乗

　　車体験、農産物・飲食物の販売、

　　ステージイベント

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、10 月上旬に祝金の受

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 100 歳になる人

　（大正８年 4 月 1 日～大正９年 3 月

　31 日生まれ）

軽油引取税のお知らせ

佐倉県税事務所軽油引取税課
043(483)1116

軽油は県内で買いましょう

軽油引取税は、軽油を購入した販売店

の所在する県の収入になり、教育・福

祉・道路整備などに使われます。

Ｎｏ！不正軽油宣言

不正軽油の製造・販売・使用は、軽油

引取税の脱税だけでなく、県民の健康

や地域の環境に悪影響を与える悪質な

犯罪行為です。

不正軽油の流通を防止するために、「買

わない」「売らない」「使わない」を徹

底し、不正軽油の販売や使用の防止に

ご協力をお願いします。

募集

ビジネスチャンス
広報とみさと有料広告
秘書広報課　 （93）1112

「広報とみさと」毎号に掲載する広告

を募集しています。

配布部数　19,200 部

掲載料・規格

1 枠 10,000 円

（縦 9 ㎝×横 5.5 ㎝）

2 枠　20,000 円

（縦 9 ㎝×横 11.5 ㎝）

色　2 色（黒と市の指定色）

締切　掲載希望月の前々月 25 日

向台こども園
非常勤職員募集
向台こども園　 （93）2951

向台こども園

日●月・水曜日　8：30 ～ 17：15

   の指定する日時

　※勤務日時などは相談してください。

内園の保健業務全般

対正看護師または准看護師の有資格者

定若干名

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

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）

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

育児サポート講習会（全３回）
申込 ファミリーサポートセンター

（92）2452

地域の育児サポートに関心のある人や、

すでに携わっている人を対象に、育児

について必要な基礎知識を学べる講習

会を開催します。

共通事項

　時いずれも 10：00 ～ 12：00

　対市内在住の人

　定 20 人（１科目でも受講可能）

　申 10 月７日（月）まで

日　内　

① 10 月８日（火）

　応急手当について

　講富里市消防本部

　場保健センター（すこやかセンター内）

　　２階会議室１

② 10 月 18 日（金）

　子どもの健康と安全

　子どもの栄養と食生活

　講保健師（市職員）、栄養士（市職員）

　場市民活動サポートセンター

③ 10 月 25 日（金）

　子どもの発達と心理

　講臨床発達心理士

　場市民活動サポートセンター

相　談

無料調停相談
千葉地方裁判所佐倉支部庶務課

043（484）1216

離婚や親子関係、遺産相続などの身の

回りの問題に、裁判所の調停委員（弁

護士を含む）が相談に応じます。

日　場

● 10 月５日（土）

　10：00 ～ 15：30

　ミレニアムセンター佐倉３階

　＜佐倉市宮前 3-4-1 ＞

● 10 月 26 日（土）

　10：00 ～ 15：30

　①成田市保健福祉館

　　＜成田市赤坂 1-3-1 ＞

　②四街道市総合福祉センター３階

　　＜四街道市鹿渡無番地＞

● 11 月 16 日（土）

　10：00 ～ 15：30

　印西市中央駅前地域交流館2号館３階

　＜印西市中央南 1-4-1 ＞

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、相談を受け付けています。

日 10 月 10 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

行政書士による無料相談会

千葉県行政書士会印旛支部　伊丹
090（7238）5726

相続、遺言、営業の許認可申請、外国

人の在留、契約書の作成などについて、

相談会を開催します。

日 10 月 19 日（土）9：00 ～ 12：00

場中央公民館１階サークル室

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 (93）5148

日 10 月 20 日（日）

　9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00

　1 組につき 45 分程度

場中央公民館

対市内在住の人

定 14 組

申 10 月 17 日（木）まで

持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

スポーツ

楽しくスポーツを始めましょう

市スポーツ推進委員協議会事務局

（生涯学習課スポーツ振興室内）

　 (92)1597

学校の体育館や社会体育館などを会場

に、楽しく気軽に軽スポーツを始めて

もらえるよう市が委嘱した人材を派遣

し、指導・普及を行っています。

詳しくは問い合わせてください。

対市内在住、在勤または在学のおおむ

　ね 10 人以上で構成された団体

申生涯学習課スポーツ振興室窓口にて

ボッチャ体験してみませんか
とみさとボッチャの会　井上

090（1115）9286

日 10 月５日（土）、26 日（土）

　13：00 ～ 15：00

場とみさと市民活動サポートセンター

市ダブルステニス大会
申込 市体育協会テニス専門部　平野

090（9363）0307

E h i ranokykk@yahoo .co . jp

日 10 月 27 日（日）8：45 集合

　予備日　11 月３日（日・祝）、10 日（日）

場市営テニスコート

内ダブルス

　（男女組み合わせ自由、ハンディなどあり）

対中学生以上で、市内在住または在勤

定 16 組程度　費 1 人 1,200 円

申 10月15日（火）まで


