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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１月14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　

募　集

市社会福祉協議会
職員募集

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

社会福祉協議会では、4 月 1 日から勤
務できる、正規職員を募集します。
日試験日時
　○ 1 次試験　2 月 28 日（日）
　○ 2 次試験　3 月 14 日（日）
　　※ 1 次試験合格者のみ実施　
対○高等学校程度の学力を有する（社
　　会福祉士などの資格を有する人が
　　望ましい）
　○普通自動車運転免許証所持者
　※年齢は問いません。
定若干名
申１月 4 日（月）～２月 17 日（水）
　までに申込書を持参、または郵送（必着）。
　申込書は、社会福祉協議会で配布し
　ています。（郵送可）

市地域福祉活動推進委員会
委員公募
市社会福祉協議会　  （92）2451

対次の要件に全て該当する人
　○市内在住または在勤の 18 歳以上
　○地域福祉活動やボランティア活動
　　などの経験がある
　○継続して委員会に出席できる
申１月 4 日（月）～ 29 日（金）
　※申込方法はホームページをご覧に
　なるか、問い合わせてください。

学童クラブ指導員募集
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。
○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

春季野球大会出場チーム募集

市野球協会事務局　香取
090（3060）4890

詳しくは問い合わせてください。
日３月 14 日（日）からの日曜日
場中央公園野球場
申１月31日（日）までに社会体育館窓口
他組み合わせ抽選会は、2 月７日（日）
　に中央公民館４階大会議室で行います。

障害年金を受給している
ひとり親家庭の児童扶養手当見直し
子育て支援課　 (93）4497

現在、障害年金の額が児童扶養手当の
額を上回る場合は児童扶養手当を受給
できませんが、令和 3 年 3 月分から、
児童扶養手当の額と障害基礎年金の子
の加算部分の額との差額が受給できる
ようになります。
令和 3 年 6 月 30 日までに申請した
場合、令和 3 年 3 月分の手当から受
給できます。
詳しくは問い合わせてください。
対障害基礎年金などを受給している
　ひとり親家庭の人
　
普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

日１月 17 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５人　申１月 10 日（日）まで

特定計量器定期検査

商工観光課　 （93）4942

この検査は 2 年に１回、計量法に基
づき実施されます。対象事業者は、近
くの検査会場で、計量器を持参の上、
受検してください。
日 場  ① 1 月 25 日（月）
　　　 北部コミュニティセンター
　　 ② 1 月 26 日（火）
　　　 中央公民館 1 階ロビー
時 10：30 ～ 15：00
対商店、工場など商業用に使用してい
　る計量器、病院、幼稚園、保育園な
　どで証明用に使用している計量器
費 1 台につき 500 円～ 3,600 円

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

日１月 31 日（日）　※雨天決行
　９：00 ～ 11：30 ／
　13：00 ～ 15：00
場中部ふれあいセンター駐車場
当日回収できる紙類
○新聞（チラシ含む）、雑誌、段ボール
　…種類ごとにひもで束ねてください。
○飲料用紙パック
　…水洗いして切り開き、乾かし、紐
　　で束ねてください。
他搬入時はマスクの着用をお願いしま
　す。事業ごみやその他のごみは回収
　できません。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日１月15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

水道水の放射性物質検査結果

12 月１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。

農産物の放射性物質検査

採取日 品目 栽培方法 放射性
セシウム 134

放射性
セシウム 137 合　計

10/30 原木しいたけ 露地 検出せず 1.61 1.6

10/30 原木しいたけ 施設 検出せず 4.49 4.5

※測定値の単位：ベクレル毎キログラム
　農産物の基準値は 100 ベクレル毎キログラムです。

日１月 10 日（日）　
　■第一部（富里中学校区）
　　受付 9：30 ～　  アトラクション 9：45 ～　   式典 10：25 ～
　■第二部（富里北・富里南中学校区）
　　受付 11：00 ～　アトラクション 11：15 ～　式典 12：00 ～
場中央公民館講堂
対平成 12 年 4 月 2 日～
　平成 13 年 4 月 1 日に生まれた人
　※対象者には案内状を送付しました。
　　市内に住民票がない人でも出席できます。 
他成人式当日の 8：30 から、国登録有形文化財「旧岩崎家末廣別邸」に記念
　写真用の撮影スポットを設置します。ぜひお越しください。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、内容などが変更になる場合もあります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は二部構成で行います。

問生涯学習課　 （93）7641

20 歳になった人には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせ
します。※厚生年金に加入している人は除きます。
国民年金のポイント
○将来の大きな支えになります
　国民年金は 20 ～ 60 歳の人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任
　をもって運営し、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
○老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もありま
　す。障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
   また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持され
　ていた遺族（「子のある妻または夫」や「子」）が受け取れます。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
○学生納付特例制度
　学生本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度
　対象：学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専
　　　　門学校、 専修学校、各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部
　　　　の海外大学の日本分校に在学する人
○納付猶予制度　
　学生でない 50 歳未満で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民
　年金保険料の納付が猶予される制度

新成人の皆さんへ国民年金のお知らせです

問い合わせ先 ●国保年金課　 （93）4085
　　　　　　  ●幕張年金事務所　 043（212）8621

令和3年富里市消防出初式　中止のお知らせ

問消防総務課　 （92）1314

毎年、市では年頭に消防職員・消防団員の士気と市民の防火意識の高揚を目的
として、消防出初式を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の状況
を踏まえ、参加者・来場者の健康と安全を最優先に考え、「令和 3 年富里市消
防出初式」を中止することにしました。今後も、市民の皆さまの安全・安心の
ため、消防行政に取り組んでいきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

問上下水道課　 （93）3340

問農政課　 （93）4943

令和３年成人式


