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募　集

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　 FAX （93）2215

日１月 17 日（金）13：30 ～ 15：30

場福祉センター２階娯楽室

内グループミーティング

対 18 歳以上で、精神科などに定期的

　に通院している人

自衛官候補生

自衛隊成田地域事務所

（22）6275

自衛隊では、将来活躍する陸上・航空

自衛隊の人材を募集しています。

詳しくは問い合わせてください。

対 18 ～ 33 歳未満の男女

　※採用上限年齢が引き上げられま

　した。

受付期限 性別 試験日 会場

1 月 24 日

（金）
男・女

2 月２日

（日）

木更津

駐屯地

2 月 21 日

（金）
男・女

２月 29 日

（土）

習志野

駐屯地

　
普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

日１月 19 日（日）9：00 ～ 12：00

　受付　8：30 ～

場北分署 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１月 12 日（日）まで

千葉県男女共同参画
フェスティバル

申込 県男女共同参画センター

  043（420）8411

FAX 043（420）8581

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

日１月 19 日（日）13：00 ～ 16：30

場千葉市生涯学習センター

　＜千葉市中央区弁天 3-7-7 ＞

内第 1 部：講演会

　●演題　笑う門には福来たる

　●講師　柳谷三之助さん

　　　　　（銚子ふるさと大使）

　第２部：ワークショップ（男女共同

　参画について楽しく学べる場や体験

　などができます。）

定 300 人

申郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入し、

　FAX またはメールにて（電話も可）

　※託児希望の人は１月 10 日（金）

　までに申し込み。

ほっかほかクラブ
「おいしいおやつを作ろう」

日吉台地区社会福祉協議会　高徳

（93）2755

日１月 27 日（月）10：00 ～ 12：00

場北部コミュニティセンター 2 階和室

対 3 歳までの子どもと保護者

費 1 家族 100 円

令和元年度第２回

保育 de 就職！＠千葉　
保育のしごと就職フェスタ
千葉県社会福祉協議会

千葉県福祉人材センター内

ちば保育士・保育所支援センター

043（222）2668
HP http://www.chibahoiku.net/

詳細はホームページをご覧ください。

日１月 26 日（日）10：30 ～ 15：30

場ペリエホール（RoomA ～ RoomF）

　＜千葉市中央区新千葉 1-1-1 ＞

他直接会場へお越しください。

　履歴書は不要です。

セブンイレブンジャパンによる

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

日１月 31 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（年齢上限なし）

定 30 人

成田空港関連企業合同説明会・
面接会 2020 in 横芝光町

横芝光町産業課　 0479（84）1215

就職支援として、成田空港の貨物関連

企業によるお仕事説明会を行います。

一度に多くの企業の情報を集めること

ができます。

日２月７日（金）13：00 ～ 15：30

場横芝光町体育館

　＜横芝光町宮川 11905 ＞

他雇用保険受給者の人は、求職活動実

　績になります。

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

令和２年度市立こども園
会計年度任用職員募集

●葉山こども園　 （93）1215

●向台こども園　 （93）2951

場　内　　

葉山こども園または向台こども園

●園児の保育（通常・時間外）

　対　保育士・幼稚園教諭の有資格者

　額時給 991 円～ 1,200 円

※交通費は市の規則に基づき別途支給

日●月～金曜日 7：00 ～ 19：00

　　土曜日 7：00 ～ 15：00

　　の指定する日時

　※勤務日時などは相談してください。

定若干名

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）

水道水の放射性物質検査結果

　12 月３日の測定では、放射性物質は検出されず、安定した状態が続いて

います。今後も 3 か月に 1 回の測定を実施し、安全な水の確保に努めます。

なお、今までの測定結果は、市公式ホームページでお知らせしています。

　問上下水道課　 （93）3340

将来のまちづくりに関心のある人を募集します

総合計画策定の一環として、市長の諮問を受け、総合計画の内容（原案）を

審議する『富里市基本構想審議会』を設置します。

そこで、市の将来像や各分野の目標・施策などを検討する、審議会の委員を

公募します。

定 公募委員２人程度　※委員は、学識経験者などを含む 15 人で構成されます。

対 次の条件をすべて満たす人

　○ 市内在住・在勤の 20 歳以上の人

　○ 国、県、市町村の公務員や、議会議員、他の審議会の公募委員を２つ以

　　 上兼ねていない人

　○ 平日に開催予定の会議（５回程度）に継続して出席できる人

　　※委嘱期間　２月～ 12 月（予定）

申１月６日（月）～ 27 日（月）までに、申込書（※）に必要事項を記入し、『富

　里のまちづくりと市民の役割』をテーマとする４００字程度のレポートを

　同封し、次の方法で提出してください。なお、郵送・電子メールで提出し

　た人は、提出した旨を必ず電話で連絡してください。

　○市役所企画課窓口　○郵送（27日の消印有効）　○電子メール

　※申込書は、企画課窓口に備え付けてあるほか、市ホームページからダウ

　ンロードすることもできます。

選 市審議会等公募委員選考委員会で書類選考

　 （選考結果は応募者全員に個別に通知）

問・申込先　企画課　 （93）1118

　 E k ikaku@city .tomisato . lg . jp

市では、令和３年度から 10 年間のまちづくりの方針を定める『総合計画』

の策定に取り組んでいます。

次期総合計画の策定に伴い

　　富里市基本構想審議会の委員を公募します

富里の未来を担う子どもたちの働く姿を

見てみませんか？

市内を中心とした約１００か所の事業所

の協力を得て行われた職場体験学習の様

子を写真展示します。

日　場　● 1 月 10 日（金）～ 19 日（日）市立図書館１階

　　　● 1 月 21 日（火）～ 29 日（水）北部コミュニティーセンターロビー

　　　 ●１月 31 日（金）～ 2 月 5 日（水）中央公民館ロビー

中学生職場体験学習

わくわく Working! 写真展

問 学校教育課　 （93）7659




