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　　　　　　 幼稚園
するな♪

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載しているイベントなどが中止になる場合もあります。
    最新情報は、　問い合わせていただくか、市公式ホームページで確認してください。

撮影場所：浩養幼稚園入園式

○新型コロナワクチン接種
○健康診査・各種健診の
　お知らせ

TOPIC
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新型コロナワクチン接種について

※基礎疾患がある方は、ワクチン接種について、
　かかりつけ医（市外のかかりつけ医を含む）に　　
　相談してください。
※かかりつけ医が個別接種対応医療機関の場合は、
　かかりつけ医でのワクチン接種をお願いします。

【個別接種】

主に平日

市内医療機関

16か所で実施

ワクチン接種体制について

ワクチン接種会場について

ワクチン接種の予約方法について

【集団接種】

毎週日曜日

市保健センター

で実施

ワクチン接種の流れ

１ ２ ３ワクチン接種クーポン券が届く インターネットや電話で予約 接種を受ける

４月下旬に 65 歳以上の高齢者
から発送しました。それ以外の
人の発送については、発送時期
が決まり次第、お知らせします。

５月上旬以降にインターネット
または電話で予約します。接種
を希望する日や、医療機関等を
選択し、予約をしてください。

予約をした医療機関等でワク
チン接種を受けてください。
当日は、クーポン券、予診票、
本人確認書類、お薬手帳（お
持ちの方のみ）をお持ちください。

＋

市のワクチン接種は、医療機関での「個別接種」をメインに、
仕事等の都合で平日などに医療機関へ行けない方は「集団接
種」で対応する２種類で実施します。

ワクチン接種には、事前予約が必要です。受付は市の独自
のワクチン接種予約システムで行います。市外のかかりつ
け医ご希望の際は、当該医療機関に問い合わせてください。

インターネットから 電話（コールセンター）から

スマートフォンで、クー
ポン券に記載されている
QR コードを読み取るか、
パソコンから予約システ
ムにアクセスします。

コールセンターに電話し、
クーポン券に記載され
ている予約受付番号と
ご自身の生年月日を伝
えて、予約を受け付けます。

ワクチン接種の予約受付

ワクチン接種に関する相談

コールセンター

富里市新型コロナワクチン
接種コールセンター

0570（034）415

受付時間：平日の８:30～17:15
（土・日曜、祝日を除く）　

●新型コロナウイルスワクチン接種推進室（健康推進課内）  （93）6493

新型コロナワクチン接種は、国・県の通知や事業の検討等により、
スケジュール等が変更になる場合があります。（令和 3 年 4 月 12 日現在）

№ 医療機関名 住所

１ あづま醫院 七栄 646-786

２ 黒須医院 十倉 44

３ さかもと
クリニック 日吉台 2-91-6

４ すずきこども
クリニック 七栄 646-786

５ せいの胃腸内科
クリニック 七栄 590

６ 龍岡クリニック 七栄 653-73

７ 戸村内科
クリニック 御料 923-11

８ 中原医院 十倉 313-96

№ 医療機関名 住所

９ 成田富里
徳洲会病院 日吉台 1-1-1

10 はる内科小児科
クリニック 日吉台 4-16-18

11 日吉台病院 日吉台 1-6-2

12 ベルななえ
クリニック 七栄 650-2048

13 みやび内科
クリニック 日吉倉 572-2

14 目黒クリニック 十倉 1

15 湯山整形外科 七栄 674-19

16 吉川医院 七栄 298-29

●個別接種（五十音順）

実施日 会　場
毎週日曜日 市保健センター（すこやかセンター内）

●集団接種

●ワクチン接種に関する問い合わせ
●ワクチン接種の予約受付

厚生労働省　コロナワクチンに
関する電話相談窓口

0120（761）770
受付時間：9:00～21:00

●ワクチン接種に関する問い合わせ
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市の健康診査・

各種検診のお知らせ

 問い合わせ先　
●国保年金課国保班　 （93）4083、 高齢者医療年金班　 （93）4085
●健康推進課 （93）4121

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、健診会場を保健センター（すこやかセンター内）、
北部コミュニティセンターに限定します。
年齢や加入している健康保険などによって、健診の実施主体が異なります。
加入している健康保険組合などから受診券が送付された人で、「契約とりまとめ機関名」の欄に、

「人間ドック学会／日本病院会（略称『ド／日』）」、または『健保連集合Ａ』と記載されている人も、
市が実施する健康診査会場で受診できます。

○市の国民健康保険に加入している40～ 74歳の人は、市国保特定健康診査
　対象者には、市から受診票を郵送します。
　なお、令和３年４月１日以降に国民健康保険（以下、「国保」）に加入した人で、受診を希望する人は、　
　国保年金課に申し込んでください。
　※令和３年度に人間ドックの助成を受けた人は、対象外です。

○75歳以上の人は、後期高齢者医療制度の後期高齢者健康診査
　対象者には、市から受診票を郵送します。

○職場などで健康診査を受けられない16～ 39歳の人は、一般健康診査（一般健診）
　昨年、一般健診を受けた人には、市から受診票を郵送します。
　新規に受診を希望する人は、健康推進課に申し込んでください。

○協会けんぽ特定健康診査
　受診券は発送済みです。再発行する場合は、問い合わせてください。
　問 全国健康保険協会千葉支部　保健グループ　 043（308）0525

○健康保険組合特定健康診査
　加入している健康保険組合へ問い合わせてください。

○市の国民健康保険に加入していない40～ 74歳の人
　各医療保険者が実施する特定健康診査（特定健診）を、受診してください。
　各医療保険者から受診券などが送付されます。詳細は、各医療保険者に問い合わせてください。

健康診査で病気の早期発見・早期治療を！

対象者には４月
下旬に受診票
を発送しました
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■日程　次のページの上段のとおり　
■受付時間　午前の部・９：00 ～ 11：00 ／午後の部・13：00 ～ 15：00
■持ち物　健康手帳、受診票、胃がん検診予約券、自己負担金　
　※生活保護世帯の人は、生活保護受給証明証をお持ちください。
　　　　　

健（検）診の種類 検査内容 対象年齢 自己負担額

市国保特定健康診査　 身体計測・腹囲計測・血圧測定・
尿検査・血液検査・診察

40 ～ 74 歳
（年度末）

1,000円

後期高齢者健康診査 身体計測・血圧測定・尿検査・
血液検査・診察

75 歳以上
（受診日時点） 無料

一般健康診査 身体計測・血液検査・尿検査 16 ～ 39 歳
（年度末） 500円

協会けんぽ特定健康診査（扶養者のみ） 身体計測・血圧測定・尿検査・
血液検査・診察 40 ～ 74 歳 無料

健康保険組合特定健康診査 加入している健康保険組合に
問い合わせてください 40 ～ 74 歳 受診券に記載

肺がん（結核）検診 胸部レントゲン 18 歳以上 300円

前立腺がん検診（ＰＳＡ） 血液検査 50 歳以上 1,000円

肝炎ウイルス検査　※今まで検査を受け
たことがない人が対象です。

血液検査 40 歳以上 無料

胃
が
ん
検
診

①バリウム検査【要予約】　※１ 胃部レントゲン 40 歳以上 1,200円

②ペプシノゲン検査　※２ 血液検査 40 ～ 69 歳 600円

③ピロリ菌検査　※３ 血液検査 40 歳以上 600円

貧血・尿酸検査・クレアチニン検査  ※４

※市国保特定健康診査と後期高齢者健康
診査の対象者は、基本検査項目に含まれ
ているため、個別受検できません。

血液検査 40 歳以上 200円

健診会場で受けられる検診の種類・内容

○対象年齢は令和４年３月 31 日時点の年齢（後期高齢者健康診査を除く）
○肺がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、胃がん検診は、加入保険に関係なく対象年齢に
　該当する方は受診できます。

■胃がん検診は、バリウム・ペプシノゲン・ピロリ菌のいずれか１つです。
　※ 1　胃バリウム検査は、午前のみ実施し、予約制です。
　　　　５月７日（金）から電話による予約・変更開始をはじめます。
　　　　予約受付時間：平日の 9：30 ～ 12：30 ／ 13：30 ～ 15：30
　　　　 080（7701）4971　／　 080（2276）5091
　※ 2　萎縮性胃炎の検査です。胃を切除した人や治療中の人は受けられません。
　※ 3　採血でピロリ菌感染の有無を調べる検査です。　　　
■受診日時点で、市国民健康保険の資格を喪失した場合は、市が負担する検査費用を、全額自己負担して  
　いただく場合があります。
■令和３年度内に人間ドックの助成を受けた人、または受ける予定の人は健康診査を受診できません。　

注意事項

日程など

1.

2.

令和 3 年度 市の特定健診・健康診査の日程
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月 日 曜 午前の部 午後の部 胃がん
バリウム 対象地区

５
月

12 水 ○ ○ ○ 立沢台、成城台、七栄中央、葉山台

13 木 ○ ○ ○ 七栄第三（１）

14 金 ○ × × 新橋、南平台

19 水 ○ × × 立沢、太木、武州、太陽の丘、十倉南、十倉台、あけぼのの会

20 木 ○ × × 東内野、七栄第五、七栄第六（２）

21 金 ○ × × 東七栄、ひまわり団地、すみれ団地、第六サニータウン

６
月

１ 火 ○ ○ ○ 葉山、宮前南、葉山第一、葉山第二

２ 水 ○ ○ ○ 七栄第六（１）

３ 木 ○ ○ ○ 二重堀、四区、高松、高松入、立沢ニュータウン、実の口、三区、みどり台

９ 水 ○ × × 高野、金堀、吉川、両国、旧平、十倉374通、十倉十光台

10 木 ○ × × 宮内、旭、新宮内、二区、ハニワ台ニュータウン

11 金 ○ ○ ○ 全地区

15 火 ○ ○ ○ 大堀、東立沢、人形台西、七栄人形台、旭ヶ丘

16 水 ○ ○ ○ 七栄第三（２）、ファミリータウン富里

22 火 ○ ○ ○ 七栄第二、七栄第四

23 水 ○ × × 南七栄、七栄第一、南高台

７
月

16 金 ○ ○ ○ 中沢、新中沢、中沢みどり台、松原、新中沢ひまわり、南山、花輪台

20 火 ○ ○ ○ 大和台、大和、北大和、大和ニュータウン、赤坂、根木名、緑ヶ丘、
富里台、根木名ニュータウン、グリーンヒルズ、さつき団地

9
月

８ 水 ○ ○ ○
予備日

10 金 ○ ○ ○

保健センター（すこやかセンター内）  ※対象地区は目安です。都合のよい日に受診してください。

月 日 曜 午前の部 午後の部 胃がん
バリウム 対象地区

５
月

25 火 ○ ○ ○ 日吉台2丁目、日吉台6丁目、木戸前、大山台

26 水 ○ ○ ○ 日吉台1丁目、日吉台3丁目

27 木 ○ ○ ○ 日吉台4丁目、サニーパークハイツ、スカイハイツ

28 金 ○ ○ ○ 日吉台5丁目

29 土 ○ ○ ○ 日吉倉、プリンスハイツ、ハーモニーパーク日吉倉、久能、桜台、
栄ニュータウン、東ヶ丘、小松台、日吉倉新田

北部コミュニティセンター　※対象地区は目安です。都合のよい日に受診してください。

大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、骨粗鬆症検診については、広報とみさと
６月号でお知らせしますが、昨年度、受診された方には個別に通知もします。

会　場3.
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問  国保年金課　 （93）4083

後期高齢者医療保険制度

歯科口腔健康診査（歯科健診）のお知らせ
 問い合わせ先　
●歯科健診に関すること
　千葉県後期高齢者医療広域連合　給付管理課　給付第 1 班　 043（216）5013
●受診票・協力医療機関に関すること　
　国保年金課高齢者医療年金班  （93）4085

■対象　昭和 20 年 4 月 2 日～昭和 21 年 4 月 1 日生まれで、千葉県後期高齢者医療制度に加入をしている人
■期間　6 月１日（火）～ 12 月 27 日（月）
■費用　歯科健診に係る窓口負担はありません。　※健診後の治療に要する費用は有料です。
■歯科健診の項目　○口腔診査…歯と歯肉の状況、口腔機能の状況
　　　　　　　　　○口腔衛生指導…むし歯、歯周疾患の予防法
■受診時の持ち物　受診票、被保険者証（保険証）

川村歯科医院（日吉台 2-20-12） （93）6661

いとう歯科クリニック（日吉台 3-24-6） （93）4114

天野歯科医院（日吉台 4-7-13） （92）1999

宮内歯科（御料 1032-86） （91）2030

内田歯科医院（七栄 575） （93）8677

なお歯科・矯正歯科医院（七栄 595-1） （92）0777

千葉県後期高齢者医療広域連合で、今年度 76 歳になる被保険者を対象として、歯科健診を実施します。
対象者には受診票を郵送します。希望する協力医療機関に直接予約してください。（受診は期間中 1 人 1 回）

特定保健指導を受けましょう

市国保特定健診の結果で、「積極的支援」「動機付け支援」と判定された人を対象に、5 ヶ月間の
特定保健指導を実施します。この機会に参加して生活習慣の改善をしましょう。
対象となる人には、結果通知に案内が同封されますので、申込みのうえ参加してください。

○積極的支援は、特定健診で「腹囲」のほかに血圧や中性脂肪、血糖値などの複数項目が基準値より
　高いメタボリックシンドロームの人への支援です。

○動機付け支援は、特定健診の項目のいずれか１つでも基準値より高い、メタボリックシンドローム
　予備群の人への支援です。

生活習慣の改善を！

健康はお口から！

■市内協力医療機関
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ゴールデンウィーク中の
ごみ収集とクリーンセンターの受け入れ

問  クリーンセンター　 （93）4529

５／１
（土）

５／２
（日）

５／３
（月・祝）

５／４
（火・祝）

５／５
（水・祝）

５／６
（木）

ごみ収集 通常収集 休み 通常収集

クリーンセンター 通常 閉所 通常

※クリーンセンター直接搬入受付時間
　月～金　 ８：30（受付開始）～ 12：00（退場時間）、13：00（受付開始）～ 16：00（退場時間）
   土曜日　 ８：30（受付開始）～ 12：00（退場時間）

日　時 ５月 30 日（日）　８：00 ～ 11：00　※小雨決行

○実施の有無は、当日、防災・防犯メールと防災行政
   無線でお知らせします。
○荒天の場合は、６月６日（日）に実施します。

○収集袋は、あらかじめ地区・自治会に配布するほか、  
   環境課窓口またはクリーンセンターで配布します。
   希望する人は、事前に窓口までお越しください。
○収集したごみは、各地区に設ける臨時集積場所に
   運んでください。

その他

お願い
ゴミゼロ運動は、道路わきなどのポイ捨てごみの回収が目的です！
※個人の土地に投棄されたごみ、庭の剪定枝、公園・団地内の刈草、家庭から出たごみ　
　などは、ゴミゼロ運動時の回収場所に出さないでください。

三密の回避やマスクの着用など、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じた上で、
ご協力をお願いします。

５月30 日はゴミゼロ運動

問  環境課リサイクル推進班　 （93）4946 
【ゴミゼロ運動当日問い合わせ先】クリーンセンター　 （93）4529
　　　　　　　　　　　　　　　  

※電話番号の押し間違いが発生しています。
　電話番号を今一度お確かめください。
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情報ネット Tomisato information

◎相続手続きをサポート 

・戸籍謄本等を代理取得します 
・相続人調査と相続関係説明図 
・遺産分割協議書の起案、作成 
・預貯金名義変更、その他手続 
相続手続きをお手伝いします 

◎遺言書の作成をサポート 

・認知症では遺言書作成が困難 
・未成年者、認知症者を含む相
続では手続が複雑化します 

早めに遺言書を作成して対策！ 
行政書士内田敏夫事務所 

☎（９１）５３１３ 
０８０-１２５３-４５１６ 

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。　　問 広報情報課　  （93）１１１9

「とみさと元気アップ」商品券の
販売は 5 月 14 日（金）までです。
購入引換券をお持ちの人は、必ず
期間内にご購入ください。

問 「とみさと元気アップ」商品券専
　用ダイヤル　 （90）1130

「とみさと元気アップ」商品券

5月14日（金）で販売終了i

県税は市役所窓口で納付できます
■場所　会計課、日吉台出張所
県収入証紙の販売
■場所　会計課

県税（自動車税など）の
納付と県収入証紙の販売i

問 会計課 （93）6491

軽自動車税（種別割）納税通知書
を５月 10 日（月）に発送します。
納期内納付にご協力ください。
■納付期限日　５月 31 日（月）
※障害者手帳などによる減免の申
請も５月 31 日（月）までです。
必要書類等、詳しくは問い合わせ
てください。

軽自動車税（種別割）の
納期内納付にご協力をi

問 課税課 （93）0443

i
■日時　５月 19 日（水）
　　　　11：00 ～

【訓練放送の内容】
チャイム音＋「これはＪアラート
のテストです。（３回）こちらは
防災富里です。」＋チャイム音
※他の地域でも、同時刻に同様の
訓練が実施されます。

５月19日（水）

全国一斉の情報伝達訓練

問 防災課 （93）1114

システムメンテナンスに伴い、次
の期間はコンビニ等での住民票の
写し及び印鑑登録証明書の交付を
停止します。
■運用停止期間
５月１日（土）～５月５日（水）

コンビニ交付サービス
の運用停止i

問 市民課 （93）4086

下記に該当する人は、確定申告ま
たは、市・県民税の申告をお願い
します。
○国民年金保険料の免除申請継続者
○障害基礎年金受給者
○年金生活者支援給付金該当者
※未申告の場合は、免除・障害基
礎年金・給付金などを受け取れな
くなる場合もあります。

市民税・県民税
申告のお願いi

問 国保年金課 （93）4085

確定申告時の医療費控除の添付資
料としても重要な書類ですので、
大事に保管してください。
　診療月　　　　　通知発送時期

① 1 ～ 5 月分 　→ 8 月中旬
② 6 ～ 10 月分 →翌年 1 月中旬
③ 11 月分         →翌年 2 月中旬
④ 12 月分         →翌年 3 月中旬

令和3年度
医療費通知発送時期i

問 国保年金課 （93）4083
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5 月から 7 月はカラスによる人
への威嚇などの被害が多く確認さ
れる時期となります。
カラスから被害を受けないために、
カラスのいる場所は迂回するよう
にしたり、帽子を被るなどし、ま
たカラスのエサとならないように
ごみなどを適正に管理しましょう。

繁殖期のカラスに
ご注意i

市に犬の登録をしている人には案内はがきを送付していますので、会場にご持参ください。
■対象　生後 91 日以上の犬
■費用　

月日 会場 時間

5/17（月）
七栄集会所（獅子穴公園隣） 9:00 ～ 10:30
東七栄集会所 10:55 ～ 11:35

5/18（火）

しらかば公園
（ファミリータウン富里内） 9:00 ～ 9:40

根木名公民館 10:00 ～ 10:35
久能集会所 11:00 ～ 12:00

5/19（水）

南七栄第３公園（南七栄区民会館隣） 9:00 ～ 9:30
南平台自治会館 9:50 ～ 10:30
中沢消防機庫（富里第二工業団地第２公
園） 10:55 ～ 11:50

5/20（木）
三区公民館 9:00 ～ 10:10
実の口集会所 10:30 ～ 11:00
高松入集会所 11:25 ～ 12:00

5/21（金）
両国共同利用施設 9:00 ～ 10:20
葉山集会所 10:45 ～ 11:35

5/23（日）
富里市役所 8:50 ～ 10:30
北部コミュニティセンター第２駐車場 11:15 ～ 12:15

※新型コロナウイルス感染症対策のため、 安全が確保できない会場は
使用を見送っています。
問 環境課 （93）4945

令和3年度狂犬病予防集合注射i

登録と注射
の場合

注射のみの
場合

注射料金 2,950 円 2,950 円
登録手数料 3,000 円 －
注射済票交付
手数料 550 円 550 円

合計 6,500 円 3,500 円

空き地の雑草を放置しておくと、
ごみの不法投棄や害虫などの発生
原因となります。
所有者は日ごろから土地の適正管
理を心掛けてください。

問 環境課 （93）4945

空き地の管理は
適正にi

問 環境課 （93）4945

犬と猫の出会いの場【オンライン
申請】
犬や猫を譲りたいと思っている人
と譲ってほしい人たちの情報の場
としてページを公開しています。
詳しくは、QR コードを読み取る
か、ホームページをご覧ください。
   

千葉県動物愛護セン
ターからのお知らせ

問 千葉県動物愛護センター

i

 （93）5711

i
FAX からの119番通報

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。
メール 119番通報（登録制）

利用案内書と申込書は、消防署、
北分署、社会福祉課で配布してい
ます。
郵送または FAX で送るか、消防署
または北分署に持参してください。
音声によらない119番通報

（Net119緊急通報システム）

スマートフォンやタブレットなど
の携帯端末を利用し、119 番通
報できます。画面をタッチする簡
単な操作で119番通報ができます。
申請書は、消防署、北分署、社会
福祉課で配布しています。また、
市公式ホームページからもダウン
ロードできます。

FAXやメール、音声に
よらない119番通報

問 消防署 （92）1311

市営水道の検針は、２か月ごとに
行います。検針がしやすいよう、
次の事項にご協力をお願いします。
○メーターボックスの中はいつも
きれいにしておく。
○犬は、メーターボックスから離
してつなぐ。
○メーターボックスの上に物を置
かない。（ボックスのふたが破損
する恐れがあります）
○メーターボックスの上に車など
を駐車しない。

検針にご協力をi

問 上下水道課 （93）3340
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活動を通じていろいろな方と交流
すると、気持ちを若々しく保つこ
とができます。認知症などの予防
にもつながります。
■主な活動　グラウンドゴルフ、
ゲートボール、囲碁、将棋、文化・
社会奉仕活動への取組みなど

富里市シルバー
クラブ会員

問 社会福祉協議会 （92）2451

募

■日時　５月13日（木）
　　　　13：00～17：00
■場所　北部コミュニティセンター
　　　　会議室１
■対象　15 ～ 49 歳で就労に悩
みを抱えている人またはその家族

就労・進路相談

 （37）6844

問・申込先

ちば北総地域若者サポートステーション

i

■日時　５月27日（木）
　　　　10：00～11：30
　　　　受付　９：40 ～
■場所　市役所分庁舎 2 階
　　　　大会議室
■対象　おおよそ 60 歳以上
　　　　（年齢上限なし）
■定員　15 人

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i

車いすを必要とする高齢者や心身
障がい者の通院等援助や外出支援
のために、スロープ付きの自動車
を貸し出します。
■費用　無料。ただし、燃料費は
実費負担となります。

福祉カーの貸し出しi

問 高齢者福祉課 （93）4981

自立支援教育訓練給付金
就労に結びつく雇用保険制度の指
定教育訓練講座を受講した人に支
給されます。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認
定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親または児童が、
高等学校卒業程度認定試験の合格
を目指す場合に、民間事業者など
が実施する対象講座を受講するた
めの支援をします。

ひとり親家庭
自立支援給付金事業i

問 子育て支援課 （93）4497

ひとり親家庭の親が、看護師や介
護福祉士などの資格取得のため、
１年以上養成機関で就業する場合
に支給されます。

高等職業訓練促進
給付金等事業i

問 子育て支援課 （93）4497

i
ジェネリック医薬品希望カードを、
国保年金課と日吉台出張所で配布し
ています。
ジェネリック医薬品とは…

新薬と同じ有効成分を使用し、開
発費用が抑えられるので低価格で
す。詳しくは、医師や薬剤師に相
談してください

ジェネリック医薬品の
お知らせ

問 国保年金課 （93）4083

市では、社会福祉課に手話通訳者
を配置しています。市役所内の手
続きや相談時にご利用ください。

手話通訳者を配置し
ていますi

問 社会福祉課 （93）4192

 FAX （93）2422

日常生活で手話通訳が必要なとき
や、手話がわからない難聴者・中
途失聴者のために、手話通訳と要
約筆記奉仕員の派遣をしています。

手話通訳者・要約
筆記者を派遣しますi

問 社会福祉課 （93）4192

障害福祉に関する相談支援の中核
的な役割を担い、相談内容に応じ
て必要な支援や情報を提供してい
きます。
障害者相談支援センター
■場所　富里市七栄 653- １（富
里市福祉センター１階　富里市
社会福祉協議会内）
■電話　（93）0081

富里市障害者基幹相談
支援センターを設置i

問 社会福祉課 （93）4192

 FAX （93）2422

５・６月を赤十字運動月間とし、
自治会役員や赤十字奉仕団が社資
の募集に伺いますのでご協力をお
願いします。
社会福祉課窓口でも受け付けてい
ます。

赤十字活動資金への
ご協力をお願いしますi

問 社会福祉課 （93）4192

赤十字奉仕団とは、赤十字の人道・
博愛の精神に基づき、ボランティ
ア活動を通じて社会に貢献する団
体です。
災害時には、避難所での炊き出し
や救護活動などの奉仕活動を行う
役割を担います。救護活動やボラ
ンティア活動に興味のある人は、
一緒に活動してみませんか。

地域赤十字奉仕団
団員

問 社会福祉課 （93）4192

募

問 ・申込先　
商工観光課 （93）4942
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■日時　５月 16 日（日）
               9：00 ～ 12：00
　          受付　8：30 ～
■場所　消防本部 3 階講堂
■対象　12 歳以上で市内在住、
在勤、在学いずれかの人
■定員　５人　
■申込　５月９日（日）まで

普通救命講習会
受講者募集

問 ・申込先　
消防署 （92）1311

募

「日常生活が思うようにできない」、
「人と付き合うのが苦手」などの
悩みを持つ人の社会参加を目的と
した集団活動です。
■日時　5月14日（金）
               13：30～15：30
■場所　中央公民館１階ロビー
■内容　成田山散策（予定）
■対象　18 歳以上で、精神科な
どに定期的に通院している人

デイケアクラブ

問 社会福祉課 （93）4192

募

4 月分は 5 月分をまとめて振り
替えますので、２か月分の入金を
お願いします。
■振替日　５月 10 日（月）　
※ 5 月 7 日（金）までに入金確
認をお願いします。

学校給食費
口座振替日

5/31（月）

軽自動車税（種別割）　全期

後期高齢者医療保険料　随時期

介護保険料　　　　 随時期

納期内納付に
ご協力ください

自転車の安全な利用に努めましょう。
ちばサイクルール

【自転車に乗る前のルール】
１．自転車保険に入ろう
２．点検整備をしよう
３．反射器材（リフレクター）を
付けよう
４．ヘルメットをかぶろう
５．飲酒運転はやめよう

【自転車に乗るときのルール】
１．車道の左側を走ろう
２．歩いている人を優先しよう
３．ながら運転はやめよう
４．交差点では安全確認しよう
５．夕方からライトをつけよう

毎月１５日は
「自転車安全の日」i

問 市民活動推進課 （93）1117

本調査は、全国すべての事業所・
企業を対象に、国の全産業分野に
おける事業所及び企業の経済活動
の状態を、全国的及び地域的に明
らかにするために行うもので、「経
済の国勢調査」とも言える重要な
統計調査です。
また、調査の結果は、各種行政施
策や、地域の産業振興及び民間企
業における経営計画の策定などの
基礎資料として、広く利用されて
います。
対象事業所には、５月中旬頃から、
調査員が「調査員証」を携行して
調査に伺いますので、ご協力をお
願いします。

経済センサスー活動
調査にご協力をi

問 広報情報課 （93）1119

新しい働き方・休み方を実践する
ためには、計画的な業務運営や休
暇の分散化にも資する年次有給休
暇の計画的付与制度や、労働者の
様々な事情に応じた柔軟な働き方・
休み方に資する時間単位の年次有
給休暇制度の導入が効果的です。
詳しくは、千葉労働局雇用環境・
均等室に問い合わせてください。

柔軟な年次有給休暇
制度の導入をi

問 千葉労働局雇用環境・均等室
　 043（306）1860

i
■日時　６月６日（日）９：00集合
■場所　社会体育館 2 階アリーナ
■対象　市内在住、在勤者の中学
生以上の人
■種目　男女ダブルス、３部制
■費用　１人1,000円
■申込　5 月 21 日（金）までに
郵送またはＦＡＸ

第７６回春季
バドミントン大会

市スポーツ協会　バドミントン専門部
渋谷　富里市御料 910 番地 86

  090（7806）8479
FAX（93）7207

問 ・申込先　

市では，小・中学校の特別支援学
級等に就学する児童・生徒の保護
者の経済的な負担を軽減するため
に、学用品費や学校給食費などの
一部を援助しています。
手続きに必要な書類など、詳細は
問い合わせてください。

特別支援教育就学
奨励制度i

問 学校教育課 （93）7658

問 学校給食センター （93）2550

日６月下旬～令和４年２月
　毎月第３木曜日（全９回）
　10：00 ～ 12：00
場中央公民館など
対 市内在住の 20 歳以上で、10
回以上受講できる人
定 20 人
費 1,000 円　（資料印刷代）
申５月 10 日（月）～ 14 日（金）
までに生涯学習課窓口に持参

いつまでも元気に　地域で活躍！

創年セミナー受講生募集

問生涯学習課 （93）7641

募
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■私立保育園（富里保育園、こひつじ保育園、あい・あい保育園富里園、　
　　　　　　　ひよしだい保育園）
　　　　　　　 ※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。

■公立こども園パートタイム（葉山こども園、向台こども園）
○勤務時間　月～金曜日７：00 ～ 19：15
                        土曜日７：00～15：15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
　　　　※勤務条件により、期末手当支給あり。
○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）を提出してください。

問 葉山こども園 （93）1215

市内の保育園・こども園で働きませんか？

 　向台こども園 （93）2951

問 富里保育園　 （93） 0155

　　　こひつじ保育園　 （93） 1048

　　　あい・あい保育園富里園　 （37） 3596

募

　　　ひよしだい保育園　 （93） 4408

令和３年度富里市職員採用試験を実施します。 問 総務課　 （93）1113　
　 〒 286 － 0292（住所不要）

富里市の職員募集募

■１次試験　印旛郡市職員採用共同試験（上級職等）
　○日程　７月 11 日（日）
　○会場　東京学館高等学校（酒々井町伊篠 21）
■２次試験　１次試験合格者のみ実施（２次試験合格者
　のみを対象とした３次試験まで実施を予定しています。）

経験・資格がない人でも大歓迎！
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
○若草児童館学童クラブ

（富里保育園併設）
(93）8226

学童クラブ指導員
募集募

音色の美しい電子大正琴。
あなたも一緒に弾いてみませんか。
■日時　第 1・３水曜日
　初心者クラス第 2・４月曜日
　14：00 ～ 16：00
■場所　中部ふれあいセンター
■費用　入会金なし。月会費2,000円。
　　　　（別途琴城流年会費2,640円）
■その他　琴 3 か月間貸出可。

大正琴“琴星会”

問 大津　 080（6544）1360

募

問 子育て支援課 （93）4497

◇一般行政職（2 名程度）

◇土木上級（2 名程度）

 〇平成３年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれた人（学歴不問）
 〇平成 12 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業した人
　 ※令和４年３月までに卒業する見込みの人を含む。

◇一般行政職（若干名）

　＜専門試験なし＞

 〇昭和 61 年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれた人（学歴不問）
 〇平成 12 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業した人
　 ※令和４年３月までに卒業する見込みの人を含む。

◇保育教諭（2 名程度）
 〇平成３年４月２日から平成 14 年４月１日までに生まれた人で次のいずれにも該当する人
 　・保育士登録を受けている人、または令和４年３月末日までに保育士登録を受ける見込みの人
 　・幼稚園教諭の免許を有する人、または令和４年３月末日までに幼稚園教諭の免許を取得見込みの人

◇保健師（2 名程度）
 〇平成３年４月２日から平成 13 年４月１日までに生まれた人で資格を有する人、または令和４年春季までに資格
 取得見込みの人

■申込　５月 19 日（水）～６月２日（水）に、申込書
　を総務課人事給与班へ提出（郵送可、 ２日の消印有効）。
　申込書は、総務課窓口で配布のほか、市公式ホーム
　ページからダウンロードできます。
■その他　全ての受験者に、合否結果を通知します。
　　　　　試験日などは変更になる場合があります。
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5月の個別予防接種 母子保健班

※対象者には通知します。　※契約医療機関への予約が必要です。
ヒブ・小児用肺炎球菌・B 型肝炎・ロタウイルス　
令和３年 3 月生まれ
ＢＣＧ　令和２年 12 月生まれ
４種混合　令和３年 2 月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘　令和２年 4 月生まれ
日本脳炎　平成 30 年 4 月生まれ

成人保健班献血にご協力を

12 月 24 日、3 月 22 日に市役所で、富里市医師連絡協議
会と富里市商工会の協力で献血を実施しました。
血液は、人工的に造ることができず、長期保存もできません。
輸血を必要としている人に、いつでも安全な輸血を提供す
るためにも、献血のご協力をお願いします。
実施予定は、市公式ホームページでお知らせします。

成人男性の風しん予防接種（第5期）成人保健班

昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日までに生
まれた男性に対し、風しんの抗体検査と予防接種を実施
しています。
令和元年度から2年度までに、対象の方にお送りしたクー
ポン券（無料）の有効期限が、令和 4 年 2 月まで延長さ
れました。医療機関または健診の機会を通じて抗体検査
を受け、抗体価が低いと認められた場合には予防接種を
受ける必要があります。
ただし、過去に予防接種を受けた等により、抗体を十分
に保有している方は対象から除かれます。
1 回の予防接種で「風しん」を約 95％予防できます。
ぜひ、この機会に抗体検査を受けましょう。

ベビーマッサージ&
ママヨガ教室 母子保健班

日　時　５月 27 日（木）
　　　　① 9：45 ～　② 10：45 ～
　　　　※兄弟姉妹と一緒に参加するときは①に申し込ん
　　　　　でください。
場　所　保健センター（すこやかセンター内）
対　象　令和 2 年 11 月～令和 3 年 1 月生まれ
　　　　（初めての参加に限ります）
定　員　各時間７組　　持ち物　母子手帳、バスタオル
費　用　１組 500 円

ストップ！ザ・むし歯 母子保健班

3 月５日に行われた 3 歳児健診で、むし歯や治療
済み歯のなかった子どもたちの紹介です。

　　秋元　琥
こ は る

晴　　伊藤なつな　　伊藤　颯
は や と

音

　　大濵　瑞
み ず き

稀　　大平　湊
そうすけ

介　　岡本　有
ゆ い

唯

　　小川　瑠
る い

生　　加 　碧
あ お と

人　　川井　珠
た ま み

美　

　　酒井　結
ゆ い か

楓　　櫻井　藍
あ い な

那　　椎名　奏
か な た

太

　　鈴木　瑚
こ は ね

羽　　瀬井　琴
こ と は

葉　　清家　龍
りゅうま

舞

　　関　　彩
あ や と

斗　　髙野琥
こ た ろ う

太郎　　谷口　　進
すすむ

　　田村　　朱
あかり

　　鳥谷部陽
は る と

斗　　林　　綾
あ や と

士

　　道下　茉
ま ほ

穂　　宗政　達
た つ や

也　　山本　壮
そ う ま

真

　　　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

健康広場

健康推進課　 （93）4121　FAX  （93）2422
健康推進課 Twitter

健康広場のお問い合わせ・お申し込みは、健康推進課までお願いします。

5月の健康カレンダー
日（曜日） 行　　　事 場 　所 受付時間
10（月） 育児相談（要予約）

保健センター
（すこやかセンター内）

13：30 ～ 14：30

11（火） １歳 6 か月児健診（令和元年 10 月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30

14（金） 3 歳児健診（平成 29 年 10 ～ 12 月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30

17（月） 育児相談（要予約） 北部コミュニティセンター 13：30 ～ 14：30

18（火） ２歳児歯科（平成 30 年 12 月生まれ）
※対象者には個別に通知 保健センター

（すこやかセンター内）

13：00 ～ 13：30
13：30 ～ 14：00

21（金） 乳児健診（令和２年 12 月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30
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健康広場

かみかみ歯ッピー教室 母子保健班

日　時　５月25日（火）
　　　　①9：15～10：00（インスタライブ配信）
　　　　②10：15～11：00（教室）
　　　　③11：15～12：00（教室）
場　所　保健センター3階（すこやかセンター内）
内　容　むし歯予防の話、仕上げ磨きの方法について
対　象　令和2年６月・7月生まれの子どもと保護者
費　用　無料
持ち物　母子手帳、バスタオル
定　員　②・③各10組程度

もぐもぐごっくん離乳食教室 成人保健班

日　時　６月7日（月）
　　　　①9：15～10：00（インスタライブ配信）
　　　　②10：15～11：00（教室）
　　　　③11：15～12：00（教室）
場　所　保健センター3階（すこやかセンター内）
内　容　離乳食の量の確認、進め方、個別相談など
対　象　離乳食が2回食になる頃の子ども
費　用　無料
持ち物　母子手帳、バスタオル、オムツ等　必要な物
定　員　②・③各10組程度

～「食べる力」＝「生きる力」を育む～

食育とは、様々な経験を通じて、『食』に関する知識と『食』を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践する
ことができる力を育むことです。
食育が重要とされる背景には、近年、食に関連した様々な課題が浮上していることがあります。例えば、栄養の
偏りや不規則な食事などによる肥満や、それらが原因と考えられる生活習慣病の増加がみられます。また、高齢
者の低栄養傾向等の健康面での問題も指摘されています。
主食・主菜・副菜を基本にいろいろな食品を組み合わせてバランスよく食べること、また、野菜・果物、牛乳・乳製品、
豆類、魚なども組み合わせて食べることなどが推奨されています。

コラム　Vol.6健 康

筋肉や骨・ホルモンなど体
を構成したり、エネルギー
源となる
肉、魚、卵、大豆製品等

主菜ビタミン・ミネラル・食物繊維が
豊富で、主に体の調子を整える
野菜、きのこ、海藻、こんにゃく等

副菜

炭水化物を多く含み、エネ
ルギー源となる
　　ご飯、パン、麺類等

主食

富里小・七栄小地区　7名
岡野　陽子（七栄第２）　
今井まさ子（七栄第３）
橋本よし子（七栄第３）
髙𣘺　行江（七栄第５）
松尾美千代（七栄第６）
鈴木佐代子（東七栄）
北村　美和（久能）

第一小地区　９名
相川美佐子（中沢）
篠原真由美（中沢）
森下てるよ（立沢）
並木　菜苗（新橋）
大城　延子（南七栄）
野牧　惠子（南七栄）
丹　さく子（南平台）
橘　　幸代（南平台）
中山チヱ子（新中沢）

根木名小地区　５名
二上　正栄（大和NT）
岩﨑　早苗（旭ヶ丘）
菅原富士子　（ファミリータウン富里）
相馬きよ子（富里台）
伊藤由美子（根木名）

南小地区　7名
吉田幾久子（旭）
ガスカ亜里沙（東立沢）
岡田のり子（三区）
越川　一恵（三区）
福田　明美（立沢台）
鈴木美智子（高野）
江原　ゆみ（武州）

日吉台小地区　６名
井上　清子（日吉台１丁目）
中村　君枝（日吉台2丁目）
飯泉　早苗（日吉台３丁目）
中村壽美子（日吉台3丁目）
国井貴美子（日吉台6丁目）
松本ヒトミ（日吉台６丁目）

浩養・旧洗心小地区　５名
佐々木佳代（金堀）　川島　ゆき（実の口）
山下久美子（四区）　芹川　照代（二区）
引田　敏子（二区）

特定健診のお手伝いや、 保健センターで行っている教室の協力
などを担当しています。
また、 地域で子育て支援や健康づくり活動を行う予定です。

今年度は 39 人で活動します　
こんにちは！富里市地区保健推進員です

＜敬称略＞
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相　談　名 日　　時 場　　所 問い合わせ 申込など

法律相談 17・31日（月）
13：00～ 16：00

市役所分庁舎
1階会議室

社会福祉課　　　　
（93）4192

毎月5日（閉庁日
の場合は翌開庁日）
から社会福祉課窓
口で受付

年金相談 20日（木）
10：00～ 15：00

北部コミュニティ
センター
1階会議室

国保年金課
（93）4085

心配ごと相談 11・18日（火）
10：00～ 14：30

福祉センター
2階小会議室

社会福祉協議会
（92）2451

相談時間は１時間
以内

人権・行政・心配ごと
合同相談

25日（火）
10：00～ 14：30

福祉センター
2階小会議室

社会福祉協議会
（92）2451

家庭児童相談 月～金曜日（祝日を除く）
9：00～ 16：00 子育て支援課 家庭児童相談室

（93）4498 電話相談も可能

教育相談 火～金曜日（祝日を除く）
9：00～ 15：45

市立図書館2階
ふれあいセンター

ふれあいセンター
（91）6600

消費生活相談 月～金曜日（祝日を除く）
9：30～ 16：00

市役所分庁舎２階
消費生活センター

消費生活センター
（93）5348

敷地内で漏水したときは？ 今月の当番は（有）富里総業　 （93）1152

成田市急病診療所（成田市赤坂）    

    (27）１１１６

内科
小児科

毎日 19：00 ～ 22：45

日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

外科 日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

歯科 祝日・振替
（日曜日を除く） 10：00 ～ 16：45

印旛市郡小児初期急病診療所（15歳まで）
（佐倉市江原台・佐倉市健康管理センター内）　

  ０４３（４８５）３３５５

月～土曜日 19：00～翌朝5：45

日曜日・祝日 9：00 ～ 16：45 ／
19：00 ～翌朝5：45

○急病診療所を受診するときは、まず電話で相談してください。
○持ち物…保険証、子ども医療費助成受給券（対象者）

急病のときは？

こども急病電話相談

　 ♯８０００
(ダイヤル回線　 ０４３（２４２）９９３９)

毎日 19：00 ～翌朝６：00

救急安心電話相談（15歳以上）
♯７００９

(ダイヤル回線　 ０３（６７３５）８３０５)

 月～土曜日 18：00 ～翌朝６：00

日曜日・祝日
年末年始・ＧＷ

 9：00 ～翌朝６：00

相　談　窓　口

○相談は無料で秘密は厳守されます。　○相談時間は、正午～13：00を除きます。
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9 日（日）・23 日（日）　8：30 ～ 17：15
　　　　　　　　　　　　　　※旅券交付は 9：00 ～ 16：30

○市民課一部証明交付（図①）

取扱手続　○住民票の写しの発行（本人または同一世帯員のみ）

　　　　　○印鑑登録証明書の発行（代理人可）

　　　　　○印鑑登録（本人のみ）

　　　　　○個人番号カードの交付（本人のみ）

　　　　　○旅券の交付（本人のみ）

　　　　　※旅券の交付は、９日のみ。

　　　　　※個人番号カードは、平日の市役所開庁時に要予約

持 ち 物　運転免許証などの本人確認書類

【問い合わせ】市民課　 （93）4086

23 日（日）　９：00 ～ 16：00○市税休日納付相談（図②）

相談対象税目　○市民税 ・県民税　○固定資産税・都市計画税　○軽自動車税（種別割）○国民健康保険税

【問い合わせ】●納税課　 （93）0433     ●国保年金課　 （93）4083

                      ※相談日の当日は、国保年金課に問い合わせてください。

※休日は正面玄関が施錠されています。
　すこやかセンターの休日夜間受付の
　入口を利用してください。

市役所本庁舎

分
庁
舎

中央
公民館

①

入口

②

すこやか
センター

駐
車
場

（図）

休　　日　　開　　庁

休館日　３日（月・祝）、４日（火・祝）、５日（水・祝）、
　　　　 10日（月）、17日（月）、24日（月）、31日（月）

（92）1211中央公民館 （92）1597社会体育館

休館日　６日（木）、10 日（月）、17 日（月）、　
　　　　24 日（月）、31 日（月）

※中央公民館、社会体育館の施設の利用や申請は各施設に問い合わせてください。

【開館時間】９：30 ～ 18：00
　　　　　○金曜日は 19：00 まで
　　　　　　（休日に重なった場合を除く）
　　　　　○土・日曜日、祝日は 17：00 まで

【問い合わせ先】 （90）4
よ む よ む

646
            　○ 9：30 ～ 17：00

※図書館行事は、新型コロナウイルスの感染状況に　
　より変更する場合があります。

図書館ホームページもご覧ください。

親子おはなし会

毎月１回水曜日 10：30 から 30 分程度で、図書館ボラ
ンティア「もりのなか」による乳幼児対象のわらべ歌を
中心とした、おはなし会を行っています。
日程：12 日（水）
場所：２階研修会議室３

５月の映画会

映画会は、休止とさせていただきます。
再開時期につきましては、決まり次第、広報と
みさとや図書館ホームページなどでお知らせし
ます。

図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週間です

休館日

6（木）、10（月）、17（月）、24（月）、27（木）、31（月）

information
Library図書館だより
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子育て広場

地域で子育ての援助ができる人（提供会員）を募集し
ています。
入会を希望する場合は問い合わせてください。
内容　子どもの一時的な預かりや、保育施設などへの送迎
対象　市内在住で心身ともに健康な人（基礎研修あり）

施設名 内容 日時など

子育て支援センター
（葉山キッズ・ランド）

申込 （93）2800

移動支援（要予約）
場所：北部コミュニティセンター

21 日（金）10：00 ～ 11：30

妊娠・子育てプチ相談（要予約）
※妊婦・０～５歳児対象

12 日（水）14：45 ～ 15：30
24 日（月）10：30 ～ 11：40

子育て支援センター
（向台こども園）

申込 （37）7070

移動支援（要予約）
場所：北部コミュニティセンター

  ７日（金）10：00 ～ 11：30

予約制でセンター室開放を行います。詳細はお問い合わせください。

富里保育園
申込 （93）0155

保育園開放　子育てサークル
「おやこの森」

11 日（火）・25 日（火）
９：30 ～ 11：00

子育て交流の場　「にこにこサロン」 18 日（火）９：30 ～ 11：00

若草児童館
申込 （93）8226

子どもの遊び場ミルキー

若草児童館
６日（木）お母さんへプレゼント
日吉台第 7 公園
7 日（金）お母さんへプレゼント

じどうかん食堂（要予約）
「オムライスほか」

15 日（土）12：00 ～ 14：00

こひつじ保育園
申込 （93）1048

保育園開放　子育てひろば
「ひろばバンビ」

12 日（水）・26 日（水）
９：30 ～ 11：00

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放「どんぐりクラブ」
定員：７組

毎週火・木曜日
９：00 ～ 11：30

子育て講座「体を動かして遊ぼう」
定員：７組

18 日（火）　10：20 ～ 10：50

日吉台幼稚園
申込 （93）4408

子育て教室「ちびたんくらす」
14 日（金）10：15 ～ 11：45
ちょうちょを作ろう・身体測定

未就園児園庭開放
（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）

26 日（水）11：00 ～ 11：45

５月は児童扶養手当の支給月です

５月 11 日（火）に、令和３年３～４月分の手当を
ご指定の口座に振り込みます。（振り込まれる時間は、
銀行によって異なります。）
現況届を提出していない場合などは支払いができませ
んので、至急手続きをしてください。

※詳しくは、各施設に問い合わせてください。

問  子育て支援課　 （93）4497問  ファミリーサポートセンター　 （92）2452

ファミリーサポートセンター提供会員募集
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とみさと Hot News !

犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を防止し、安心安全な地域社会づくりのため、更生保護活動に日々
取り組まれている次の皆さんが、更生保護活動の功労者として表彰されました。
【法務大臣表彰】
　〇保護司　小川　勇(七栄)
【法務大臣感謝状】
　〇更生保護女性会員　西村　智子(七栄)
【千葉保護観察所長感謝状】
　〇更生保護女性会員　
　　室井美登利（根木名）、小川美榮子（七栄）

令和２年度　更生保護活動功労者表彰

南七栄婦人防火クラブは、昭和58年に設立し、家庭における
災害予防の普及と防災思想の向上を目的に、地域のリーダーと
して防火防災活動に取り組まれました。
多年にわたる地域の防火防災活動の功績により、3月1日に千
葉県少年婦人防火委員会長表彰を受賞し、３月22日に、消防
庁舎で表彰状が授与されました。

地域の防火防災活動を称え南七栄婦人防火クラブが表彰

各種スポーツ大会などで優秀な成績を収められた４
名の方に、令和２年度富里市教育委員会教育長顕彰
が授与されました。

富里市教育委員会教育長顕彰

【千葉県保護司会連合会長表彰】
　〇保護司　中川　光男（七栄）

【千葉県更生保護女性連盟会長表彰】
　〇更生保護女性会員　
　　花島　久子（七栄）、髙𣘺　行江（七栄）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

市消防団員が表彰

【優秀選手賞】
　○ソフトテニス
　　林　　和代（市スポーツ協会）
　　山中　好恵（市スポーツ協会）
　○陸上
　　篠原倖太朗（県立富里高校）
　　※大会出場当時

【県民体育大会賞】
　○水泳
　　白井　竜平

　　　  （敬称略）

警察への地域防犯活動の協力に対し、成田警察署長から、
富里市防犯指導員連合会に感謝状が贈呈されました。
稲垣連合会長は、「今後も安全で安心なまちづくりの推進
のために、犯罪抑止に取り組んでいきます。」と語りました。

富里市防犯指導員連合会に感謝状

（敬称略）

消防行政に尽力された功績が認められ、市消防団員18人が表彰されました。
【日本消防協会長表彰】
　〇功績章
　　池田　正巳（副団長）
　〇勤続章
　　相川　英明（副団長）
　　大澤　　弘（副団長）
　

【県消防協会長表彰】　
　〇永年勤続功労章
　　萩原　隆（本部員）、土屋　則行（分団長）、伊藤　茂（副分団長）
　　鈴木　博之（部長）、佐瀬　崇（部長）、鈴木　誠（班長）、秋葉　俊之（班長）
　　矢吹　恵治（班長）、古関　智章（団員）、吉岡　弘之（団員）、川島　克之（団員）
　　山下　 洋（団員）、小山　裕之（団員）、並木　伸広（団員）、石井　和昭（団員）
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人権擁護委員

４月１日付の人事異動（主幹教諭以上）は次のとおりです。
■異動
　▼校長　○七栄小学校　大澤　昌宏（日吉台小学校へ）
　▼教頭　○富里南中学校　海老原　恭子（富里北中学校へ）
■昇任者
　▼校長　○浩養小学校　荒木　孝久（七栄小学校へ）
　　　　　○富里北中学校　林　誠一（富里第一小学校へ）
　▼教頭　○富里小学校　安倍　満志（浩養小学校へ）
　　　　　○富里北中学校　関口　晃子（富里南小学校へ）
■着任
　▼校長
　　○富里小学校　峯島　正樹（四街道市教育委員会から）
　　○富里中学校　今泉　克己（佐倉市立南志津小学校から）

教職員の異動

４月１日付の人事異動（部長級）は次のとおりです。
（　）は旧所属
■異動
　　○消防長　榊原　孝（消防次長兼消防総務課長）
　　○企画財政部長　山室　俊夫（課税課長）
　　○経済環境部長　長谷川　敏彦（市民経済環境部長）
　　○教育部長　金杉　章子（教育次長）

■退職（３月 31 日付）
　　○消防長　伊藤　裕之

市職員の異動

問総務課　 （93）1113

　▼副校長
　　○富里中学校　山田　孝雄（四街道市立四街道北中学校から）
　▼教頭
　　○富里南中学校　立﨑　直子（県立四街道北高校から）
　▼主幹教諭
　　○富里北中学校　櫻井　雅章（成田市立西中学校から）
■退職
　▼校長
　　○富里小学校　髙安　輝司　○富里第一小学校　小山　光子
　　○日吉台小学校　松井　秀明　○富里中学校　東城　孝
　▼副校長　○富里中学校　　伊藤　肇
　▼教頭　　○富里南小学校　　石橋　健男

問  学校教育課　 （93）1113

富里市の人権擁護委員
飯塚　徳政（七栄）、五十嵐和男（日吉台）、森 　久惠（七栄）
内田　和子（立沢）、飛ケ谷祐示子（立沢）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

また、全国各地の公共施設などに特設相談所を開設する
「全国一斉特設相談所」を実施しています。相談は無料で、
秘密は固く守られます。
■日時　6 月１日（火）　10：00 ～ 14：30
■場所　市役所分庁舎 1 階会議室

富里市の行政相談委員
令和 3 年 4 月 1 日付けで本𣘺幸子さん（高松）と小幡
健二郎さん（日吉台）
が、総務大臣から委
嘱されました。任期
は令和３年 4 月 1 日
～令和５年３月 31
日までです。

富里市の行政相談
■日時　毎月第 4 火曜日　10：00 ～ 14：30
■場所　福祉センター 2 階会議室

法務大臣から人権擁護委員を委嘱

令和３年４月１日付けで、飛ケ谷祐示
子さん（立沢）が人権擁護委員に委嘱
されました。任期は３年です。

6 月 1 日は人権擁護委員の日

行政相談

毎年６月１日は「人権擁護委員の日」とされています。
市内５人の人権擁護委員は、皆さんからの相談を受け
るなど、さまざまな活動を行っています。

問市民課　 （93）4087

問総務課　 （93）1112

本𣘺委員 小幡委員

飛ケ谷委員
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旧岩崎家末廣別邸　一般公開

■ 公開日　毎週日曜日　
　※ ゴールデンウイーク中は 5 月 1 日（土）～３日（月・祝）開場
■ 時間　10：00 ～ 16：00　（15：30 までに入場）　
■ 注意事項　○ 一部未整備のため、立ち入り禁止区域あり
　　　　　　 ○ 建物に立ち入っての見学はできません。
　　　　　 　○ 所定の駐車場に駐車あり（右図）　

～別邸と森林が調和した安らぎの空間があなたの疲れを癒します～

問生涯学習課　 （93）7641

駐車場

毎月１日発行　発行：富里市　
編集：総務部広報情報課　
〒286-0292　富里市七栄 652 番地１　

0476（93）1111（代）
FAX 0476（93）9954　

市公式
ホームページ とみちゃん

人口：49,645 人（前月比－ 97）

　男：25,330 人（前月比－ 54）

　女：24,315 人（前月比－ 43）

世帯数：23,716 世帯（前月比＋ 12）

市の人口
2021.3.31現在

日本大学芸術学部連携事業
　第 2 弾！富里市 PR ポスター

立派なスイカに、育てます。
市の魅力を発信し、知名度向上を図るため、本市の代表的な特産品をテーマにした PR ポスタ－を作成
しました。4 月号でご紹介した「にんじん」に続き、今回は第 2 弾となる「すいか」がテーマです。
このポスターは、3 月 23 日から 30 日まで電車の中吊り広告として掲出されました。

～デザイン協力をいただいた学生たちの思い～

スイカは夏のイメージですが、「富里すいか」は時期
が早く６月に旬を迎えます。そんな「富里すいか」
の美味しい時期を逃さずお伝えできるよう、種から
始まる成長過程を追ったＰＲポスターを企画しました。

今後も成長過程にあわせてＢ１ポスターを発表
していくので、「富里すいか」が立派に成長して
いく姿をご期待ください。


