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お知らせ
空気が乾燥しています
消防署　 （92）1311

この季節、空気が乾燥し強風の日があ
ります。一度発生した火災は、周囲へ
の燃え広がりが速くなります。乾燥注
意報や強風注意報発令中または予想さ
れる場合には、たばこ等火の取り扱い
には気を付けましょう。

11 月９日～ 15日
秋の火災予防運動
消防本部予防課　 （92）1313

～その火事を　防ぐあなたに　金メダル～
この時期は、ストーブなどの暖房器
具を使用することが多くなりますの
で、暖房器具の取り扱いには十分注意
し、火災を起こさないように気を付け
ましょう。
また、就寝前の火の元の点検をお願い
します。
★住宅防火　いのちを守る　７つのポ
イント
－３つの習慣－
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離
　れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるとき
　は、必ず火を消す。
－４つの対策－
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
　警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災
　を防ぐために、防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住
　宅用消火器などを設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守る
　ために、隣近所の協力体制をつくる。

住宅用火災警報器の
設置は義務です
消防本部予防課　   （92）1313

寝室及び寝室がある階の階段には、煙
感知器を設置しましょう。
住宅用火災警報器は、古くなると電子
部品の寿命や電池切れなどで、火災を
感知しなくなることがあるため、とて
も危険です。
定期的に点検を行い、10 年を目安に
交換しましょう。
悪質な訪問販売や訪問点検に注意ください
消防職員が住宅用火災警報器の販売や
特定の業者にあっせん・販売・点検を
依頼することはありません。

防火ポスター展
消防本部予防課　 （92）1313

市内小学生から出展された防火ポス
ターの入選作品を展示します。
日 場① 11 月 10 日（火）～ 15 日（日）
　　 　9：30 ～ 18：00
　　　市立図書館 1 階
　　 ② 11 月 17 日（火）～ 23 日（月）
　　 　9：00 ～ 21：00
　　　北部コミュニティセンター

　　

令和 3年度八街駅前
第1・第5自転車駐車場
利用登録申請受付開始

八街市都市整備課
043（443）1432

〒289 － 1192（住所不要）
HP https://www.city.yachimata.lg.jp

八街駅前第１・第５自転車駐車場の第
１次利用登録申請の受付を開始します。
受付期間　
11 月６日（金）～ 11 月 27日（金）
利用期間　　
令和３年4月１日～令和４年３月31日
申請方法　
利用登録申請書（※）に必要事項を記
入し、郵送（27 日消印有効）または
持参。新型コロナウイルス感染症対策
として、郵送での申請にご協力をお願
いします。
※八街市都市整備課、八街市役所受付、
　ＪＲ八街駅自由通路、八街市ホーム
　ページに設置・掲載しています。

教室・講座・試験
甲種防火管理新規講習
防火・防災管理新規講習

消防予防課　   （92）1313
（一財）日本防火・防災協会

03（3591）7121

日 12 月 23 日（水）、24 日（木）
　※ 2 日間とも参加できる人に限る。
場成田国際文化会館
　＜成田市土屋 303 ＞
費○甲種防火管理新規講習
　　8,000 円（テキスト含む）
　○防火・防災管理新規講習
　　10,000 円（テキスト含む）
申申込期間
　11月12日（木）～19日（木）
　（一財）日本防火・防災協会へ申込書※
　を FAX またはホームページで申込
　 ※申込書は、（一財）日本防火・防
　　災協会、（一社）千葉県消防設備
　　協会または市消防本部窓口で配布
　　
危険物取扱者の保安講習会

市危険物安全協会（市消防本部予防課内）
（92）1313

（一社）千葉県危険物安全協会連合会
〒260 － 0843
千葉市中央区末広2-14-1ワクボビル2階

043（266）7930

日令和３年１月 21 日（木）
　午前　給油取扱所で主に従事する人
　午後　給油取扱所以外の施設で従事
　　　　する人
場千葉市文化センターアートホール
　＜千葉市中央区中央 2-5-1 ＞
費 1 人につき 4,700 円
　（千葉県収入証紙を申請書に貼付）
持受講日に危険物取扱者免状と受講票
　を必ず持参してください。
申 11 月 30 日（月）～ 12 月 4 日（金）
　の期間中に申請書を提出

中高年のための
再就職支援セミナー
申込 商工観光課　 （93）4942

日 11月26日（木）10：00～12：00
場中央公民館 2 階研修室　定 30 人
対おおむね40～65歳以上で求職中の人
内仕事の探し方、応募書類の書き方など

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

高齢者の雇用を推進するため、仕事説
明会を開催します。
当日はセブン - イレブン店舗の業務内
容の説明や、個別相談会を行います。
日 12月7日（月）10：00～11：30
　受付　9：40 ～
場分庁舎 2 階大会議室　定 15 人
対おおむね 60 歳以上（年齢上限なし）
　相　談
空き家セミナー&総合相談会
空き家対策有識者会議事務局

043（483）7407

日 12 月５日（土）
　○セミナー 14：00 ～ 14：45　
　○相談　　 14：45 ～ 16：15
場中央公民館 4 階大会議室
内空き家に関するセミナー、空き家の
　管理・相続・複数所有者、税務など
　の問題、空き家・空き地の利活用、
　解体についての相談
※マスク着用。事前にチェックシート
　の記入をお願いします。
関都市計画課　 （93）5148

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 (93）5148

専門の相談員が住宅の耐震に関して個別の
相談に応じます。自分の住んでいる建物が
地震に対して安全なのか考えてみましょう。
日 11 月 15 日（日）
　 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（午後は依頼主宅も可）
対市内在住の人　定 10 組
申 11 月 12 日（木）までに電話予約
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
ニュースポーツで楽しく
汗を流しましょう
生涯学習課（社会体育館内）

（92）1597

日 12月１日（火）19：00～21：00
場社会体育館 2 階アリーナ A 面
内子どもから大人まで楽しめるニュー
　スポーツ（バドポンなど）の体験
講市スポーツ推進委員
対市内在住または在勤の人
　未成年者は必ず保護者同伴
持運動のできる服装、室内履き、汗拭
　き用タオル、水筒

募　集
少人数指導　豊かな自然　地域のぬくもり

小規模特認校　浩養小学校

学校教育課　 （93）7658

市では、浩養小学校を小規模特認校に指定
し、市内全域から児童を募集します。転入
学要件など、詳しくは問い合わせてください。
４月からの入学を希望する新入学児童
令和３年４月からの入学を希望する場
合は、原則として 11 月 30 日（月）
までに申請してください。

発行に向けてご協力を
子育て応援ブック
申込 （株）サイネックス　 (23）6140

市の子育てに関する行政情報や施設案内
をまとめた「とみさと子育て応援ブック」
を（株）サイネックスと協働で発行します。
発行部数　６，０００部
地域の事業者の皆さんへ
掲載広告を募るため、（株）サイネックス
が地域の事業所を訪問します。広告の掲載
または説明を希望する事業所は、（株）サ
イネックスへ直接問い合わせてください。
関子育て支援課　 （93）4497

陸上自衛隊
高等工科学校生徒
自衛隊成田地域事務所

（22）6275

対中卒（見込含む）17 歳未満
　※推薦試験は、学校長の推薦が必要
推薦試験
日令和３年１月10日（日）、11 日（月）
　の指定する１日
申 11 月 30 日（月）まで
一般試験
日○第１次試験　令和３年１月29日（金）
　○第２次試験　
　　令和３年２月４日（木）～
　　２月７日（日）の指定する１日
申令和３年１月６日（水）まで

千葉中途失聴者・難聴者
からのお知らせ

NPO 千葉中途失聴者・難聴者協会
FAX  043（461）6533

日 場 内　
　① 11月７日（土）13：30～16：00
　　 佐倉市中央公民館
　　 ＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞
　　 手話学習会
費初回のみ 1,200 円（テキスト代）
　②１1月21日（土）13：30～16：00
　　 志津公民館＜佐倉市上志津1627-7＞
　　 聞こう会・話そう会
他要約筆記で聞こえのサポートをします。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日 11月19日（木）13：30～15：30
場中央公民館　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。


