I n f o r m a t i o n

の インフォメーション
くらし●

募集・催し物・お知らせなど、暮らしに役立つ情報を届けます。

〉募集

Recruitment

あなたの時間を有効活用
水道業務の外勤パート
募集人数／若干名

応募対象／市内在住で普通自動車免許

テニスの基礎から学んでみませんか
「初級テニス教室
（後期）
」
日 時 ／10月19日 〜12月21日 の 土 曜
日
（全10回） 午前９時〜10時30分

場所／旭文化の杜公園テニスコート
対象／18歳以上の人
く。

※高校生を除

があり、心身共に健康な人

定員／15人 ※定員を超えた場合は初

の検針、滞納整理業務の補助など

費 用 ／1,850円（保 険 料） ※65歳 以

業務内容／水道開閉栓、水道メーター
勤務日時／１週間に３〜４日程度

●平日：午前８時30分〜午後５時30
分

●土曜日：午前８時30分〜正午

※日曜日に勤務の場合あり。
賃金／時給950円

※雇用保険、通勤

手当、制服の貸与あり。

提出書類／履歴書
（写真添付）

めての人を優先。

上の人は1,200円。

申込期間／９月19日（木）午前10時〜
25日
（水）午後５時

申し込み方法／総合体育館にある申込
書に必要事項を記入し、窓口で申し込
んでください。

体育振興課体育施設班
（☎64-110

申し込み方法／提出書類を旭市水道お

1・総合体育館内）

してください。

〉催し物

客様センターに直接持参するか、郵送
〒289-2504 旭市ニの2791 旭

市水道お客様センター
（☎63-8881）

かき揚げ作りに挑戦
「男の料理教室」
日時／10月31日
（木） 午前９時30分
〜午後１時

場所／いいおかユートピアセンター
対象／市内在住の男性
定員／20人程度

費用／500円
（材料費、保険料）

持ち物／エプロン、三角巾、タオル

旭市社会福祉協議会
（☎57-3133）

海上キャンプ場
健康管理教室
森の中のヒーリングヨガ教室

日時／10月〜令和２年３月までの毎

月第１・３火曜日
（全12回） 午後２時
〜３時10分

イキイキ体操教室

日時／10月〜令和２年３月までの毎

月第１・３金曜日
（全12回） 午後２時
〜３時10分

〈共通事項〉

場所／海上キャンプ場多目的ホール
定員／30人
（先着順）

費用／一回当たり500円

海上キャンプ場
（☎55-5250）
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Events

地域社会の交流を図る
「ロザリオ福祉まつり」
日時／９月29日
（日） 午前10時〜午
後２時

場所／社会福祉法人ロザリオの聖母会
内容／ものまね歌謡ショー、ふれあい
動物園、バザー、模擬店など

社会福祉法人ロザリオの聖母会
（☎

60-0600）

東総リビングフェスタ2019〜地元の匠
と創る災害に強く人に優しい家づくり〜
日時／９月22日
（日） 午前10時〜午
後４時

場所／東総文化会館

〉お知らせ

問…問い合わせ

Information

精神障害者の家族の対話力向上に
「心の健康・家族教室」
ソーシャル・スキルズ・トレーニン

グ（SST）で対話などを学び、家族の中
で互いの思いを理解した、良い関係を
つくりませんか。

日時／10月８日（火） 午後１時〜４
時

場所／第二市民会館

内容／講演「家族まるごとSST 〜高森

流 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 〜」
（SSTリ ー
ダー：高森信子さん）
費用／無料

地域生活支援センター友の家（☎

60-0680）

入札への参加には事前の登録を
「旭市競争入札参加資格者名簿」
受付期間／９月17日（火）〜11月15日

（金）午後５時

対象／令和２・３年度に入札への参加
を希望する事業者

※登録方法は、市ホームページや
「ち
ば電子調達システム」のホームペー

ジ（https：//www.chiba-ep-bis.

supercals.jp/portalPublic/）
で見る

ことができます。

千葉県電子自治体共同運営協議会サ

ポートデスク（☎043-441-5551）
※土・日曜日、祝日を除く。

郷土芸能の祭典
「第14回あさひのまつり」
地域に伝わるおはやしや神楽、踊り

内容／耐震相談や省エネ住宅の提案、

などを披露する郷土芸能の祭典です。

入場料／無料

場所／東総文化会館大ホール

木工教室、新築・リフォームの相談

東総災害に強い家づくりの会
（☎62-

1341・石川商会住宅機材内）

日時／10月６日（日） 開演：正午
入場料／無料

生涯学習課文化振興班
（☎55-5728）

働くことに悩みを抱えている若者へ
無料相談会
日時／９月27日
（金） 午前10時〜午
後５時

※要事前予約

場所／第二市民会館

（仮称）
銚子沖洋上風力発電事業
計画の環境配慮書の縦覧

健診を受けて
生活習慣病を予防しよう

東京電力ホールディングス株式会社

が、
環境配慮書の意見を募集しています。

生活習慣病の予防には定期的な健康

チェックが大切です。
「 国民健康保険

縦覧名称／（仮称）銚子沖洋上風力発電

（国保）特定健康診査」と「後期高齢者健

む無職の人、またはその保護者

縦覧期間／９月30日
（月）
まで 午前８

までです。健診は通院している人も受

ション
（☎0476-24-7880） ※土・日

縦覧場所／環境課、飯岡支所 ※東京

対象／15歳以上40歳未満の自立に悩
ちば北総地域若者サポートステー

事業計画段階環境配慮書
時30分〜午後５時15分

曜日、祝日を除く。

電力ホールディングス株式会社のホー

消費者や仕入れ業者目線で解説
「商品の販売戦略セミナー」

press/release/2019/1516225_87

商品の特徴や売り場などを分析し、

商品の強みを見直すヒントを解説しま
す。セミナー終了後には個別相談会も
実施します。

日時／10月３日（木） 午後１時30分
〜午後４時30分

※要事前予約

場所／旭市商工会３階大研修室

対象／商品の販路を広げたい事業者
費用／無料

公益財団法人千葉県産業振興セン

ター経営支援部活性化支援室
（☎043299-1078）

ムページ
（http://www.tepco.co.jp/

康診査」の実施期間は、９月30日（月）
けられますので、受診していない人は
早めに受診しましょう。

対象／●国保特定健康診査：35〜74
歳の国保加入者

●後期高齢者健康診

査：75歳以上の人、65歳以上で一定の

09.html）でも見ることができます。

障害のある人で後期高齢者医療保険加

募集期限／９月30日（月）消印有効

費用／無料

意見書の提出

提出方法／縦覧場所や市ホームページ

にある意見書に必要事項を記入の上、
縦覧場所に設置された意見箱に投函す
るか、東京電力ホールディングス株式
会社に郵送してください。
〒100-8560

東京都千代田区内

幸町1-1-3 東京電力ホールディングス
株式会社風力事業推進室調査グループ

（☎03-6373-1111） ※土・日曜日、
祝日を除く、午前９時〜午後５時。

入者

保険年金課国民健康保険班（☎62-5

401）、健康管理課予防班（☎63-876
6）

市税の休日納税窓口
日時／９月22日
（日） 午前８時30分
〜正午

場所／税務課

税務課収税班（☎62-5322）

消費生活センター

ほっと通 信
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光回線サービスの勧誘トラブル

平成27年から開始された光回線サービスの卸売りに

より、多くの事業者が消費者にさまざまなサービスを提

今より安くなります

供しています。

消費者にとっては、契約先やサービス内容の選択肢が

増えるといったメリットがある一方で、事業者の勧誘時
の説明不足により、十分な理解を得られないまま契約し
て、トラブルになるケースも発生しています。
【事例１】

契約先事業者の新プランへの契約変更だと思ったら、

別の事業者との契約になっていた。解約したいが連絡先
が分からない。

【事例２】

光回線に変更が必要であるかのような勧誘を受け契約

したが、インターネットを使う機会がないので解約した
い。

【事例３】

料金が安くなると言われて契約したら、説明されてい

勧誘の多くは、光回線の卸売りを受けた
「光コラボレー
ション事業者」であることも多いため、新たな契約にな
る可能性があることを理解しましょう。
◦現在の契約内容を確認しましょう。

◦契約先の事業者名やサービス名など、契約内容をよく
確認しましょう。

ないオプションを含めた契約になっていて、高額な請求

◦現在の契約内容と新たな契約内容を比べた上で、本当

約解除料が３万円かかる」
と言われた。

◦困ったときは消費生活センターに相談しましょう。

を受けた。事業者に連絡し、解約したいと伝えると「契
アドバイス

NTTの名称を名乗っても、光回線サービスに関する

に必要なものなのか検討しましょう。

旭市消費生活センター（☎63-7272）
・相談直通電話

（☎62-8019）
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