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募　集

第37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 21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？

令和2年度葉山こども園
会計年度任用職員
（パートタイム）
葉山こども園　 （93）1215

日○７：00 ～ 19：15
　　の指定する時間

○土曜日　7：00 ～ 15：15
※勤務日時などは相談してください。

場葉山こども園
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 991 円～ 1,200 円
　（経験者などは考慮します）
※交通費は市の規則に基づき別途支給
※任期 6 か月以上、週 23 時間 15 分
　以上勤務の場合は、期末手当を支給
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）

令和 2年度市立幼稚園
会計年度任用職員

富里幼稚園　 （93）2387
浩養幼稚園　 （94）0054

日○フルタイム
　　８：15 ～ 17：00（休憩 1 時間）

○パートタイム　
　　９：00 ～ 14：00

※勤務日などは相談してください。
場富里幼稚園または浩養幼稚園
内園児の保育・教育
　（通常・保育補助）
対 幼稚園教諭の有資格者
額○フルタイム
　　月給 161,300 円～ 195,400 円
　　※任期6か月以上で期末手当を支給

○パートタイム　
　　時給 991 円～ 1,200 円
※経験者などは考慮します
※交通費は市の規則に基づき別途支給
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）

「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。

【事例】
ネット通販で靴を購入した。サイズが小さかったので交換を希望したが、合
うサイズがなく、「返品できない」と言われた。注文前に「返品できない」と
の表示は目に入らなかった。クーリング・オフできないのか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80 歳代　男性）

通信販売はクーリング・オフできないの？

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活
相談コラム

189

●アドバイス
・通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品については事業
者が決めた特約（返品特約）に従うことになります。
・「返品特約」が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて８日以
内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。
・通信販売で、商品などを購入する時は、事前に返品の可否や返品・交換が
可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
わからないことがあったり、対処に迷ったら、すぐに消費生活センターに
相談してください。
問相談先　消費生活センター　 （93）5348　
日平日（祝日、年末年始を除く）
　9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
場市役所分庁舎２階
他地域や団体などの希望に応じて、
　消費生活相談員を無料で派遣し、
　トラブルを未然に防止するための講座などを開催しています。

　　
富里国際交流協会会員
富里国際交流協会事務局（企画課内）

（93）1118

富里国際交流協会では、富里市の人た
ちと外国から来た人たちが交流を図り、
親交や相互理解を深めるために様々な
活動を主催・支援しています。　
協会では、新規会員を募集しています。
費○一般　年間 2,000 円

○学生　年間 1,000 円

令和３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

　令和３年 1 月 10 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 12 年４月２日～
　平成 13 年４月１日に生まれた人
定 10 人程度
申 5 月８日（金）まで

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

「日常生活が思うようにできない」、「人
と付き合うのが苦手」などの悩みを持
つ人の社会参加を目的とした集団活動
を月に 1 回行っています。
日４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

とみさとザ・ワールド・キッズ
講師・運営委員
生涯学習課　 （93）7641

とみさとザ・ワールド・キッズは、保
護者をはじめ地域の人たちが中心と
なって運営する、小学生を対象とした
英会話体験活動です。
子どもたちと一緒にこの活動を行う外
国人講師と運営委員を募集しています。
年 12 回程度の活動で、「見る・聞く・
話す」の体験・交流などを通じて、楽
しみながら英語を学んでいきます。
Dear teachers: 
Could you help English events 
in our city? Please contact 
the following number if you 
are interested in.

教室・講座・試験

普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

応急手当に関する正しい知識と、技術
の普及を図るための普通救命講習会を
実施しています。講習の中でＡＥＤの
取り扱いも学習できます。いざという
ときのために講習を受けてみませんか。
日４月 19 日（日）
　 9：00 ～ 12：00
　受付　8：30 ～
場消防本部 3 階講堂
対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学
　いずれかの人
定 20 人　
申４月 12 日（日）まで

前期危険物取扱者試験
受験者講習会
市危険物安全協会（消防本部予防課内）

（92）1313

日５月 23 日（土） 9：30 ～ 16：45
場県教育会館２階
　＜千葉市中央区中央 4‐13‐10 ＞
定 100 人　
費受講料 3,700 円、
　テキスト代 4,500 円
申 4 月 20 日（月）～ 24 日（金）


