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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。
○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

ファミリーサポートセンター
提供会員・両方会員募集
ファミリーサポートセンター

（92）2452

子育ての援助ができる人を募ります。
内保育施設などへの送迎、自宅での一
　時的な預かりなど
対市内在住で心身ともに健康な人　　
　※基礎研修あり

試験・教室・講座
予備自衛官補（一般・技能）
自衛隊成田地域事務所　 （22）6275

普段は学生や社会人であっても、震災
などの災害時に自衛官として社会に貢
献できる制度です。所定の教育訓練の
終了後、予備自衛官として任用されま
す。
詳しくは問い合わせてください。
対○一般　18 歳～ 34 歳未満の人
　○技能　18 歳以上で国家免許資格
　などを有する人（資格により年齢制
　限があります）
試験期日…4 月 17 日（土）～ 21 日
                （水）の指定する日
申 4 月 9 日（金）まで

　
普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

日２月 21 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２月 14 日（日）まで

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３月５日（金）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）

２月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日２月 10 日（水）
　※９日（火）までに入金確認をお願いします。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日２月19日（金） 13：30～15：30
場集合　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。

北部コミュニティセンター
臨時休館
北部コミュニティセンター　 (93）3755

休館日　２月 21 日（日）
館内床清掃のため、施設の利用と図書
の貸し出し・返却はできません。

お子さんの入学通知書は
届いていますか
学校教育課　   （93）7658

４月から市立小・中学校へ入学する予
定のお子さんに、入学通知書を発送し
ました。入学通知書が届いていない人
は連絡をしてください。また、入学通
知書が届いていて、私立学校などに入
学が決まってる人や、転居予定の人も
連絡してください。
対○小学校入学児童（平成 26 年 4 月
　　2日～平成27年4月1日生まれ）
　○中学校入学生徒（平成 20 年 4 月
　　2日～平成21年4月1日生まれ）

募　集
富里市廃棄物減量等
推進審議会委員募集

環境課　 (93)4946
E kankyou@city.tomisato.lg.jp

対次の要件を全て満たす人
　○市内在住または在勤で 20 歳以上
　○年４回程度の会議（平日の日中に
　　開催）に出席できる
　○市の審議会などの公募委員を２つ
　　以上兼ねていない
　○市の議員または職員でない
定 2 人以内　
任委嘱日から令和５年３月 31 日まで
額１日 7,000 円
申２月 19 日（金）までに、申込書（※）
　に必要事項を記入し「ごみの減量・
　再資源化について」をテーマとする
　レポート（任意様式で 800 字程度）
　を添えて、直接持参するか郵送（19
　日消印有効）またはメールで申し込
　んでください。
　郵送またはメールで提出した人は、
　提出した旨を電話で連絡してください。
　※申込書は環境課、日吉台出張所の窓
　　口に備え付けてあるほか、市公式ホー
　　ムページからもダウンロードできます。
選書類選考
　結果は応募者全員に個別に通知

▼

自衛隊成田地域事務所
　ホームページ

口座振替にすると毎月自動的に口座から引き落としされますので、金融機関
などへ行く手間が省け、納め忘れもありませんので、ぜひ利用してください。
振替方法
①毎月納付（翌月末に振替）
　通常の当月分の振替は翌月末になります。（割引はありません）
②毎月納付（当月末振替による早割）
　当月分をその月末に振替になります。（令和２年度の割引額　月額 50 円）
③６か月前納（２月末日、８月末日までに手続き）
　６か月分の保険料をまとめて前払いで振替になります。
　（令和２年度の割引額　１，１３０円）
④１年前納 ( ２月末日までに手続き）
　１年度分の保険料をまとめて前払いで振替になります。
　（令和２年度の割引額　４，１６０円）
⑤２年前納 ( ２月末日までに手続き )
　２年度分の保険料をまとめて前払いで振替になります。
　（令和２年度の割引額　１５，８４０円）
申金融機関や郵便局の窓口または年金事務所（郵送も可）へ
持①年金手帳または納付書　②預（貯）金通帳　③預（貯）金通帳届出印

国民年金保険料の納付は前納と口座振替がお得
3 3

です！

問幕張年金事務所　 043（212）8621

■公立こども園（葉山こども園、向台こども園）
　会計年度任用職員（パートタイム）
　○勤務時間　月～金曜日７：00 ～ 19：15　土曜日７：00 ～ 15：00
　　　　　　　の指定する時間　※勤務日時などは相談してください。
　○職務内容　葉山こども園　保育教諭、正看護師（准看護師）
　　　　　　　向台こども園　保育教諭　
　○給　　料　保育教諭　時給 1,002 円～ 1,209 円
　　　　　　　正看護師　時給 1,054 円～ 1,314 円
　　※時給は職務経験などで決定します。勤務条件により、期末手当支給あり。
　○保険適用　労災保険加入。勤務条件により、社会保険、雇用保険加入あり。
　○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　　込　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）
　問 葉山こども園　 （93）1215 ／向台こども園　 （93）2951
■私立保育園（富里保育園、こひつじ保育園、青空保育園、ひよしだい保育園、
　　　　　　　あい・あい保育園富里園）
　私立保育園でも保育士を募集しています。詳しくは、各園に問い合わせてください。
　問 富里保育園　 （93）0155 ／こひつじ保育園　 （93）1048
　　 青空保育園　 （91）6151 ／ひよしだい保育園　 （93）4408
　　 あい・あい保育園富里園　 （37）3596

市内の保育園・こども園で働きませんか？

保育士資格をお持ちでブランクのある人や、こども園・保育園での勤務が未経
験の人も歓迎します。子どもたちの笑顔に囲まれて、楽しく働きませんか？

「ひとり親世帯臨時特別給付金」　

「市ひとり親家庭応援給付金」のご案内

ひとり親世帯臨時特別給付金
■対象　次のいずれかに該当する人
　①令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている
　②公的年金などを受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受
　　けていない
　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児
　　童扶養手当の対象となる水準に下がった
■給付金の支給手続き
　○対象①の該当者　　　申請は不要です。該当者には、指定の口座に振り
　　　　　　　　　　　　 込みましたので、確認してください。
　○対象②、③の該当者　 申請が必要です。
追加給付
■対象　対象①または②に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影
　　　　響を受けて家計が急変し、収入が減少した人
■申請期限　２月 28 日（日）（消印有効）
※市ひとり親家庭応援給付金は、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給認定を受
　けた人に支給します。

問子育て支援課　 （93）4497


