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募　集

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

令和２年度を対象事業期間として、補
助金を活用する団体を募集します。
対市内を活動の拠点とし、自ら課題を
　見つけ、自主的に取り組む公益的な
　活動団体
申６月 30 日（火）まで
選公開プレゼンテーション
　（７月頃を予定）
　※※詳細は後日通知。
他支援補助金が予算額に達した時点で、
　応募は終了となります。

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
○富里南学童クラブ
　 (92）0092
○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

市社会福祉協議会
事務職員（臨時職員）

市社会福祉協議会　 （92）2451
〒 286-0221
富里市七栄 653 － 2

日 7 月 1 日から勤務できる人
　月～金曜日　８：30 ～ 17：15
内事務職員（事務補助など）
定 1 人（年齢不問）
額時給 930 円
対〇ワード、エクセルで簡単な入力が
　　できる人
　〇要普通自動車運転免許
申 6 月 12 日（金）までに履歴書を持
　参、または郵送

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日６月11日（木）
　13：30～15：30
場集合　中央公民館ロビー
内農作業ジャガイモ収穫体験
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人

教室・講座

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

市と「高齢者見守りネットワーク事業」
の協定を締結しているセブン‐イレブ
ン・ジャパンが、高齢者の雇用を推進
するため、仕事説明会を開催します。
日６月17日（水）
　10：00～11：30
　受付　９：40 ～
場市役所分庁舎 2 階大会議室
対おおよそ 60 歳以上
　（年齢上限なし）
定 30 人

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、普通救命講習会を
実施しています。
日６月 21 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

令和2年度創年セミナー
開校を延期します

生涯学習課　 （93）7641

５月号で受講生を募集しましたが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、
当面の間、開校を延期します。
開校は、改めてお知らせします。

【事例】
〇市の新型コロナウイルス対策室を名乗り、個人情報を聞き出す不審な電話
　を受けた。
〇携帯電話会社名で、新型コロナウイルス関係の助成金を配布するとのメー
　ルが届いた。
〇自宅の固定電話に「新型コロナウイルスの検査が無料で受けられる。マイ
　ナンバーが必要。これから自宅に行く」という電話があった。
〇不審なマスク販売広告メールが、スマートフォンに届いた。
〇マスクを無料送付するというメッセージが、スマートフォンに届いた。

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意を！

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活消 費 生 活
相談コラム相談コラム
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●アドバイス
　新型コロナウイルス対策に便乗し、市役所などの公的機関や、携帯電話会
社などになりすまして、個人情報や口座情報を詐取しようとする相談が見ら
れます。電話やメールなどで「助成金があるので個人情報や口座情報を教え
てほしい」と言われたら、詐欺の疑いがあります。こうした電話はすぐに切り、
メールは無視しましょう。
　市役所などの行政機関の職員を名乗る怪しい電話や、心あたりのない送信
元からの怪しいメール、ＳＭＳが届いても反応しないようにしましょう。

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。

令和２年度千葉県調理師試験
県健康づくり支援課調理師試験担当

043（223）2667
〒 260-8667
千葉市中央区市場町 1-1

日 10 月 10 日（土）
場千葉大学西千葉キャンパス
　総合校舎４・5 号館
　＜千葉市稲毛区弥生町１ー 33 ＞
　願書配布日時・場所

　５月 11 日（月）～
　 ●印旛健康福祉センター
　　＜佐倉市鏑木仲田町 8-1 ＞
　 ●印旛健康福祉センター成田支所
　　＜成田市加良部 3-3-1 ＞
　願書受付期間

　６月29 日（月）までに、県健康づく
　り支援課に郵送（簡易書留）
　
千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験

県社会福祉協議会　
043（204）1610

〒 260 ー 8508
千葉市中央区千葉港４－３

日 10 月 11 日（日）
　 10：00 ～
対医療・保健・福祉分野の有資格者
　などで一定期間以上の実務経験の
　ある人
申６月 30 日（火）までに申込書（※※）
　を簡易書留で郵送
　（30 日の消印有効）
　※　※市高齢者福祉課または市社会福祉
　協議会で配布しています。

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
日６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 ～ 49 歳で就労に悩みを抱えて
　いる人またはその家族

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 (93）5148

日６月 17 日（水）
　9：00 ～ 12：00 ／
　13：00 ～ 17：00
　1 組につき 45 分程度
場中部ふれあいセンター
対市内在住の人　
定 14 組
申６月 15 日（月）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

仲　間　募　集

誠道空手
相京　 （93）2765

空手の修行を通じて人格形成を図り、
強くてたくましく、優しく思いやりの
ある人間を育てます。
日 毎週火・金曜日
　19：00 ～ 21：30
場 富里中学校柔剣道場
対 ４歳以上の男女（親子でも可）
費入会金 5,000 円、月会費 4,000 円

児童手当の現況届は６月中に

６月上旬に児童手当現況届を郵送します

現況届は、毎年６月１日現在の状
況を記載し、児童手当を引き続き
受ける要件があるかどうかを確認
するためのものです。
現況届の提出がないと、６月分以
降の手当が受けられなくなります
ので、注意してください。
また、子育てワンストップサービ
スを利用した電子申請も可能です。

６月は児童手当の振込月です

●振込予定日　６月 10 日（水）
●支給対象月　令和２年２月～５月分
令和元年度の現況届を提出してい
ない人は、振り込みができませんの
で、至急、手続きをしてください。

問子育て支援課　 （93）4497
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