お知らせ

成年年齢引き下げに伴う新成人の
消費者トラブルにご注意を

宝 く じの 収 益 金 を 市 の 事

業に活用しました

くじの収益金の配分を受けて

民法改正により4月1日から成年年齢が18
歳になります。
成人になると、親などの法定代理人の同意
が無くても、自分の意思で契約ができたり、
高校生でもローンを組んだり、クレジットカー
ドが作れるようになります。未成年 者の場
合、親などの法定代理人の同意が無い契約
については取り消すことができますが、成人
になると民法の「未成年者取消権」に基づく
取り消しができなくなります。そのため、保護
が無くなったばかりの高校・大学在学中の新
成人を狙う悪質な業者がいます。トラブルに
巻き込まれないよう注意してください。
◇契約や買い物で「困ったな」と思ったら
市消費生活センターへ
▶︎相談日時＝㈪・㈫・㈬・㈮
10時～12時、13時～16時
▶会場＝中央公民館１階相談室
☎０４７５（７０）０３４４
問〈貸金業について〉
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決
センター
☎０５７０（０５１）０５１
関東財務局千葉財務事務所
☎０４３（２５１）７２１４
〈警察に対する相談〉
☎＃９１１０

千葉県動物愛護センター動物愛護事業
◎図書室の開室
こども読書週間にちなみ、大網白
里市図書室のみ、祝日の開室をしま
す。
▶開室日時＝4月29日㈮・５月３日
㈫・4日㈬・５日㈭９時～17時
※中部分室・白里分室は休室。
◎今月の展示棚
「図書 室 職 員が選ぶ！ワタシの推し
本」
今回は図書室の全職員、各自が思
い入れのある本をご紹介。好きな本、
思い出の本、影響を受けた本など選
んだ理由はさまざま。職員の推し本、
ぜひご覧ください。
「わくせいキャベジ動物図鑑」
Tupera tupera/作・絵 アリス館
「都風俗化粧伝」
佐山 半七丸/著 平凡社
「アクロイド殺害事件」
アガサ・クリスティ/著 東京創元社
「乗合船」
北原 亞以子/著 新潮社
「長くつ下のピッピ」
リンドグレーン/作 岩波書店
図書室休室日

「ＮＨＫ連続人形劇のすべて」
池田 憲章/編著 アスキー
◎大網白里市図書館おはなし会
▶日時＝毎週㈯14時30分～
▶会場＝図書室会議室
◎中部分室おはなし会
▶日時＝毎週㈬15時30分～
◎白里分室おはなし会
▶日時＝毎週㈭15時30分～
◎春のおはなし会
大型絵本の読み聞かせや、パネル
シアター等を行います。詳細は問い合
わせください。
①白里分室
▶日時＝４月21日㈭15時30分～
▶会場＝白里公民館講堂
②大網白里市図書室
▶日時＝４月23日㈯14時30分～
▶会場＝図書室会議室
③中部分室
▶日時＝４月27日㈬15時30分～
▶会場＝中部コミュニティセンター会
議室
※新型コロナウイルスの感染状況によ
り中止となる場合があります。

4日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪・28日（木・室内整理日）
・
29日（金・昭和の日）
※29日は、市図書室のみ開室しています。

問大網白里市図書室 ☎０４７５
（７２）
８３８３ 大網白里市図書室 検索

◇飼い主募集中（準備中）
センターホームページ・所内掲示
で保護した譲渡対象の成犬・成猫
を紹介します。個別審査や事前講
習会等が必要です。
◇犬と猫との出会いの場
犬や猫の新しい飼い主の方を探
しています。詳細を確認し申請して
ください。
※マッチングは両者間でメールにて
調整していただきます。
◇動物愛護教室
学校の授業や地域の勉強会等の
依頼により、講師を派遣します。
◇親子体験教室（夏休み期間中の
み）
小学生とその保護者の方を対象
に、犬との安全な接し方や動物由
来感染症等について講習します。ま
た、センターの施設見学も実施して
います。
◇犬のしつけ方（動画配信）
ＹｏｕＴｕｂｅにて希望者に動画
配信をしています。センターホーム
ページ（犬のしつけ方教室）のちば
電子申請システム「犬のしつけ方教
室（基礎講座）動画配信の申し込
み」から応募ください。
◇動物の飼い方相談等
（公財）千葉県動物保護管理協

家庭で使用した食用油をリサイクルしましょう

会では、動物の飼い方相談やしつ
け方教室を開催しています。詳細は
会へ問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症等の
影響で開催を中止する場合は、
センターホームページでお知らせ
します。
問〈譲渡・愛護教室等について〉
千葉県動物愛護センター（本所）
☎０４７６（９３）５７１１
〈飼い方相談・しつけ方教室に
ついて〉
（公財）千葉県動物保護管理協会
☎０４３（２１４）７８１４

▲犬と猫との出会いの場
（センターホームページ）

▲犬のしつけ方教室
（センターホームページ）

まま回収箱に出してください。

▼ 回 収できる 油＝植 物 性 油

（ 使 用 済みの油は、一度こし

てください）

油は回収できません。

※エンジンオイルや事業系の

・問地域づくり課環境対策班

☎０４７５（７０）０３８６

高 齢 者 見 守 り サ ー ビスを

申

廃食用油のリサイクルにご

17

協力ください
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▼回収場所＝別表のとおり

▼回収時間＝８時 分～ 時

※年末年始を除く。

ご利用ください

市では、認知症高齢者等の

検定し、これを公証する国家

方を対象にした見守りサービ

めに利用を希望している方。

検定制度です。

スを開始しています。

万が一徘徊してしまった場

※家族等がメールを受信でき

市では、サマージャンボ宝

合に居場所を知らせるサービ

（一部職種）および単一等級

くじ、ハロウィンジャンボ宝
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▼等級＝１級、２級、３級

▼利用料＝無料（１人１セッ

▼職種＝園芸装飾、造園など

職種 作業

52

る環境が必要です。

シールを帽子や服 、杖 、シル

ト 枚）追加購入は有料。

30

スで、ＱＲコード付きラベル

バーカーなどに貼って利用し

は、語学指導等を行う外国青

います。令和３年度の収益金

▼申込方法＝高齢者支援課で

種とも所定の実務経験が必要

年の招致や図書室運営などの

▼受検資格＝原則として各職

▼受付期間＝４月４日㈪～

ます。

・問地域包括支援センター

申し込み

申

徘徊を発見した方がスマー

☎０４７５（７０）０４３９
宝くじの収益金は、都道府

15
財源の一部として活用しました。

県別の販売実績などによって

日㈮

～９月 日㈰の間の指定する日

▼試験実施日程＝６月７日㈫

11

トフォンなどでラベルシール

のＱＲコードを読み取ると、

事前に登録した家族などに発

護されたことが分かる仕組み

ひ千葉県内の宝くじ売り場を

詳細は問い合わせください。 配分されますので、購入はぜ

問県 職業 能 力開発 協会 技 能

ご利用ください。

問財政課財政班

第７回ハマボウフウ種まき会

▶日時＝４月２日㈯13時45分
～15時30分※雨天の場合３
日㈰に順延。
▶集合場所＝白里海岸北駐
車場
▶対象＝ハマボウフウの里親
の方、市民
▶持ち物＝軍手、
マスク、動き
やすい靴・服装
問街資源再興プロジェクト
☎０４７５
（７２）
８２７８

☎０４７５（７０）０３１０

おもてなしプロジェクト
（フードパントリー）第２弾

～コロナ禍でお困りの方へ食品・日用品等を援助～
◇家庭で余っている品物の寄付を
▶持ち込み期間＝①食品・日用品等（４月５
日㈫まで）、②野菜（４月８日㈮15時まで）
◇品物の仕分け作業にご協力を
▶作業日時＝４月８日㈮13時～17時
◇ご厚意で集まった品をお渡しします
▶配布日時＝４月９日㈯13時～15時
▶募集人数＝30人※要事前予約。
▶申込締切＝４月８日㈮15時（定員になり
次第締め切り）
詳細は問い合わせください。
申・問ＮＰＯ法人市民ステーション・まちサポ
☎０４７５
（７２）
８２７８

▶日時＝4月28日㈭15時～
17時
▶検討内容＝交通事故損害
賠償と社会保障の調整問題。
①生活保護制度、②介護保
険制度
▶会場＝中央公民館
▶参加費＝無料
参加希望の方は4月22日ま
でに電話連絡をお願いします。
問田中 ☎090（8850）5977

令和４年度前期技能検定

料理作りを学び家でも実
践してみましょう。
また、会員
相互の親睦を図りましょう。
▶日時＝第3㈮9時～13時
▶会場＝中央公民館調理室
▶募集人数＝若干名（先着）
▶参加費＝7,000円／半年
問横野
☎090（2546）3767

検定課

大網社会法研究会
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☎０４３（２９６）１１５０

男性料理の会

玄関

http://www.chivada.or.jp

テニス
（硬式）
で汗を流し、親睦
を図りませんか。
初心者大歓迎です。
▶日時＝平日および休日
▶会場＝南飯塚テニスコート
▶募集人数＝1クラス8人まで
▶参 加 費＝1レッスン（ 2 時 間 ）
1,000円
電話またはメールで申し込みく
ださい。
問崎口
（代表）
☎090（8811）4842
sakiabc@r6.ucom.ne.jp

開講11年。新たに高校生のた
めの英検クラス開設。大網から国
際舞台で活躍する若者の育成。
目
標を持たせ非行防止を図る。
▶日時＝原則㈯・㈰8時30分～19
時まで。平日希望の場合要相談。
▶対象＝小・中・高校生
▶参加費＝無料（教材等は実費
負担）
現在、他の有料英語塾に通って
いる方は受講不可。
詳細は問い合わせください。
問廣瀬 ☎080（2029）0277

当直室前

白里出張所

技能検定は、働く方々の有

ボランティア英語塾のご案内

玄関ロビー

※中部コミュニティセンターは、施設休館日は利用できません。

歳以上の方で、徘徊したこ

テニス教室（エンコントロの会）

市役所

玄関

する技能を一定の基準により

小さな美術館と言われる
切手。多くを学び、楽しさを
味わってみませんか。楽しい
仲間が待っています。
▶定例会日時＝4月9日㈯
10時～11時
▶会場＝中央公民館２階
▶対象＝子どもから大人まで
▶会費＝無料
問大網白里切手クラブ／前田
☎080（5647）4262

土・日・祝日

中部コミュニティ
センター※

とがある方、または今後のた

▶日時＝4月17日㈰14時～
▶会場＝中央公民館講堂
▶講師＝鵜澤良臣氏（本会
副会長）
▶演題＝郷土出身の早世の
言論人 高山 樗陰の
「無
絃琴」
を読む。
▶参加費＝無料
問郷土史研究会/中村
☎090（2205）2301

平日

見通知メールが送信され、保

切手会からのお知らせ

施設

です。利用には、市役所での

記念講演会のご案内

回収場所

登録が必要です。

※新型コロナウイルス感染症
の影響により、中止となる
場合があります。

●別表

▼対象者＝市内に住所がある

大 網小 学 校の裏の里山
で花の手入れ、
草刈りなど自然の中で
楽しみましょう
▶作業日時＝毎月第3㈰
9時～12時
▶会費＝2,000円／年
問おおあみ里山の会／
松浦
☎0475（72）5343

▼回収方法＝キャップをよく
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