広報とみさと

5 月 20 日（水）11：00
防災行政無線を用いた
全国一斉の情報伝達訓練
防災課

FAX やメール、音声によらない
119 番通報
消防署

（93）1114

内 チャイム音「これはＪアラートのテ

FAX

（92）1311
（93）9949

電話による 119 番通報が困難な人

富里市立図書館 ☎（90）４６４６
（9:30～17:00）
https://www.library.tomisato.chiba.jp/
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図書館からのお知らせ

問 図書館

（90）4646

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5 月に予定していた下記行事は中
止とします。皆さまの御理解をお願いします。
○おはなし会

○親子おはなし会

○映画会

ストです。こちらは防災富里です。
」 からの「火災・救急などの通報」を
チャイム音

FAX やメール、音声によらない通報

※他の地域でも、同時刻に同様の訓

で受け付けています。

練が実施されます。

FAX からの 119 番通報

ひとり親家庭の支援
子育て支援課

（93）4497

119 番（局番なし）で送信できます。
FAX119 番送信用紙は、消防署、北
分署、社会福祉課で配布しています。

講座を申し込む前に相談が必要です。

また、市公式ホームページからもダウンロード

ひとり親家庭自立支援給付金事業

できます。あらかじめ用紙に氏名や住所などを

○自立支援教育訓練給付金

記入しておくと、緊急時にすぐ送信できます。

ひとり親家庭の親が、就労に結びつ

メール 119 番通報（登録制）

く雇用保険制度の指定教育訓練講座

利用案内書と申込書は、消防署、北分

（医療事務やホームヘルパーなど） 署、社会福祉課で配布しています。
を受講した場合に支給されます。 また、市公式ホームページからもダウン
○ひとり親家庭高等学校卒業程度

健康推進課からのお知らせ
問 健康推進課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5 月に予定していた下記教室は中
止とします。皆さまの御理解をお願いします。
○もぐもぐごっくん離乳食教室
○かみかみ歯ッピー教室

社会福祉課
（93）4192

FAX（93）2215

日 ５月 15 日（金）13：30 ～ 15：30
場 集合

中央公民館ロビー

認定試験合格支援事業

か、
消防署または北分署に持参してください。

対

ひとり親家庭の親または児童が、高

音声によらない 119 番通報
スマートフォンやタブレットなどの携

対象講座を受講するための支援をします。 帯端末を利用し、音声によらない緊急

環境基本計画策定
市民懇話会委員

申込

内 成田山散策（予定）

場合に、民間事業者などが実施する

○ベビーマッサージ＆ママヨガ教室

○プレパパママ教室（土曜コース）

デイケアクラブ

ロードできます。郵送または FAX で送る

等学校卒業認定試験の合格を目指す （Net119 緊急通報システム）

○継続して会議に出席できる

に通院している人

○市の審議会などの公募委員を２

募

つ以上兼ねていない

集

○市の議員または職員でない

学童クラブ指導員

ひとり親家庭の親が、看護師や介護福

3 日から始まりました。画面をタッチ

祉士などの資格取得のため、１年以上

する簡単な操作で119番通報ができます。 詳しくは、各学童クラブに問い合わせ

健康推進課

（93）4121

昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月
１日までに生まれた男性に対し、風し

課で配布しています。また、
市公式ホー

子育て支援課

（93）4497

で提出。

○富里南学童クラブ

(92）0092

○環境課へ直接持参 ○メール

毎月15日は自転車安全の日
市民活動推進課

（93）1117

県では、自転車の安全な利用について

○浩養すいかキッズクラブ

※申込書は環境課、日吉台出張所の

○若草児童館学童クラブ
（富里保育園併設）

式ホームページからダウンロード

または健診の機会を通じて抗体検査を

ナーアップ強化月間として取り組んで

令和２年度を対象事業期間として、補

受け、抗体価が低いと認められた場合

います。
「自転車安全の日」
とあわせて、

助金を活用する団体を募集します。

に予防接種を受けることになります。

自転車に乗る時の基本ルール「ちばサ

対 市内を活動の拠点とし、自ら課題を見つ

過去に予防接種を受けたなどで、抗体

イクルール」を確認して実践するなど、

を十分に保有している人は、対象外と

自転車の安全な利用に努めましょう。

申 ６月 30 日（火）まで

なります。

ちばサイクルール

選 公開プレゼンテーション
（７月頃を予定）

自転車保険に入ろう、点検整備をし
よう、
反射器材を付けよう、
ヘルメッ
トをかぶろう、飲酒運転はやめよう
○自転車に乗るときのルール

字・計算）を実施しています。

車道の左側を走ろう、歩いている人

漢 字 検 定 は 87.7 ％、 計 算 検 定 は

を優先しよう、ながら運転はやめよ

92.0％の合格率でした。

う、交差点では安全確認しよう、夕

次の補助事業の受付を、５月８日（金）
から予定しています。契約前に申請が

方からライトをつけよう

富里市ボランティア
ポイント制度
高齢者福祉課

(93）4981

窓口に備え付けてあるほか、市公

(93）8226

で、九都県市でも同様に、自転車マ

○自転車に乗る前のルール

○郵送（30 日消印有効）

(94）0520

ン券を発送していますので、医療機関

（93）5148

に必要事項を記入し、
「富里市の環

(91）1288

５月は「自転車安全利用推進強化月間」

都市計画課

申 ６月 30 日（火）までに申込書（※
※）

ムページからもダウンロードできます。 ○根木名学童クラブ

日までに生まれた男性を対象にクーポ

住宅耐震などの補助事業

期 委嘱日から計画策定終了まで

800 字程度） を添えて、次の方法

定めています。

の向上を図るため「とみの国」検定（漢

3,000 円

(91）2501

和 37 年４月２日～昭和 47 年４月１

市教育委員会では、児童・生徒の学力

額 １回

○日吉台学童クラブ

毎月 15 日を、
「自転車安全の日」と

（93）7659

2人

境について」のレポート（任意様式

令和２年度については４月下旬に、昭

学校教育課

定

てください。

んの抗体検査と予防接種を実施します。 の関心と理解を深めてもらうために、

令和元年度「とみの国」検定結果

対 市内在住または在勤で 18 歳以上の

18 歳以上で、精神科などに定期的

通報できるシステムが令和 2 年 2 月

成人男性の風しん予防接種
（第 5 期）

環境課
（93）4945
E kankyou@city.tomisato.lg.jp
次の要件に全て該当する人

高等職業訓練促進給付金事業

養成機関で修業する場合に支給されます。 申請書は、消防署、北分署、社会福祉

（93）4121

令和 2 年度事業
（第２期）
市民活動支援補助金
市民活動推進課

（93）1117

け、自主的に取り組む公益的な活動団体

可。
選 書類選考。選考結果は応募者全員に

個別に通知します。

協働のまちづくり推進
計画検討委員会委員
市民活動推進課
（93）1117
E kyodo@city.tomisato.lg.jp
対 市内在住または在勤で 18 歳以上の

次の要件に全て該当する人

※詳細は後日通知。

○継続して会議に出席できる

他 支援補助金が予算額に達した時点で、

○市の審議会などの公募委員を２

応募は終了となります。

ファミリーサポートセンター
会員募集
ファミリーサポートセンター
（92）2452

申込

つ以上兼ねていない
○市の議員または職員でない
定

2人

額 １回

1,000 円

期 委嘱日から令和 3 年 3 月 31 日まで
申

5 月 15 日（金）までに申込書（※
※）
に必要事項を記入し、
「協働のまち

内 保育施設への送迎、一時的な預かりなど

づくりに必要なこと」
のレポート
（任

対 市内在住で心身ともに健康な人

意様式 800 字程度）を添えて、次

※基礎研修あり

の方法で提出。

シルバークラブ会員募集
社会福祉協議会

（92）2451

○市民活動推進課へ直接持参
○メール

必要です。詳しくは広報とみさと４月

受け入れ施設でボランティア活動をし

号掲載の記事をご覧いただくか、問い

たときに、交付金（上限５千円）に換

活動を通じていろいろな人と交流する

※申込書は市民活動推進課、日吉台

合わせてください。

算可能なポイントを得ることができま

と、気持ちを若々しく保つことができ

出張所の窓口に備え付けてあるほ

○木造住宅耐震診断費補助事業

す。

ます。認知症の予防にもつながります。

か、市公式ホームページからダウ

○木造住宅耐震改修費補助事業

対象は、市内在住の 65 歳以上です。

内 グラウンドゴルフ、ゲートボール、

ンロード可。

○住宅リフォーム費補助事業

詳しくは、問い合わせてください。

○危険ブロック塀等撤去費補助事業

囲碁、将棋、文化・社会奉仕活動へ
の取り組み など

○郵送（15 日消印有効）

選 書類選考。選考結果は応募者全員に

個別に通知します。

