
広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

中部ふれあいセンター臨時休館

休館日　12 月 7 日（木）

　中部ふれあいセンターでは、館内

床清掃が行われるため、終日施設の

利用ができません。

　利用者の皆さんには、ご不便をお

掛けしますが、ご理解・ご協力をお

願いします。

問市民活動推進課市民協働推進班

　 （93）１１１７

福  祉
南部地域ケア会議

家でずっとすごせます

～最期まで私らしく生きるために～

　住み慣れた地域で自分らしく生活

するために、自分たちでできること

などを話し合いませんか。

日時…12 月 1 日（金）

　　　午後 6 時～ 8 時

場所…南部地域包括支援センター

　　　（九十九荘隣接）

対象…市内在住・在勤の人

講師…三嶋泰之さん（さくら風の村

訪問診療所院長）

定員…50 人

申込み…11月24日（金）までに電話

問南部地域包括支援センター

　 （90）６３３１

富里障がい者フェスティバル

　12 月３日からの「障害者週間」に

合わせ、障がいのある人に対する理

解を深めてもらうために開催します。

日時…12 月２日（土）

　　　午前９時～

場所…福祉センター集会室

内容…ダンス、歌などの芸能発表

費用…無料　

申込み…不要

問社会福祉課障害福祉班

　  　（93）４１９２

　　FAX 　　（93）２２１５

介護予防リハビリ運動教室
（パート 2）

日時…12 月 15 日（金）

　　　午後１時 30 分～３時 30 分

場所…中部地域包括支援センター

　　　（龍岡ケアセンター内）

対象…65 歳以上の人（家族同伴可）

定員…20 人　

持ち物…室内靴

申込み…12月14日（木）までに電話

問中部地域包括支援センター

　 （85）５５７２

楽しく介護予防
とみさと健康ちょきん体操

　おもりを手や足につけ、歌に合わ

せてゆっくり行う体操です。

　詳しくは、お住まいの地域の包括

支援センターに問い合わせてくださ

い。

問い合わせ先

●北部地域包括支援センター

　 （36）７７２５

●中部地域包括支援センター

　 （85）５５７２

●南部地域包括支援センター

　 （90）６３３１

教室･講座
￥危険物取扱者の保安講習会

日時・対象…

　平成 30 年１月 17 日（水）

〇午前　給油取扱所の従事者

〇午後　給油取扱所以外の従事者

場所…千葉市民会館大ホール

　　　＜千葉市中央区要町＞

費用…４，７００円

      　（県収入証紙を申請書に貼付）

持ち物…危険物取扱者免状、受講票

申込み…11 月 27 日（月）～ 12 月

１日（金）（午前９時 20 分～正午

／午後 1 時～４時 40 分）に申請書

（※）を直接持参

※市危険物安全協会で配布のほか、

ホームページからダウンロード可

千葉県危険物安全協会連合会
問・申込先　市危険物安全協会

　　　　　　（市消防本部予防課内）

　　　　　　 （92) １３１３

　印旛郡市７精神障害者家族会
共催研修会

－親亡き後について－

日時…11 月 18 日（土）

　　　午後１時 30 分～３時 30 分

場所…成田市文化芸術センター

　　　＜成田市花崎町＞

費用…家族会会員以外２００円

　　　（資料代）

申込み…電話予約

主催…印旛郡市７精神障害者家族

会・千葉県家連

問・申込先　サルビアの会

　  　０８０（５０５４）１３０７

スポーツ

野球審判員

　市野球協会では、審判員を募集し

ています。男女問わず、初心者の方

もお待ちしています。

　詳しくは問い合わせてください。

問市野球協会審判部　峯島

　 ０９０（４７４６）６３６４

ニュースポーツで
楽しく汗を流しましょう！

　家族や友人同士での参加、また個

人での参加も歓迎します。

日時…12 月５日（火）

　　　午後 7 時～ 9 時

場所…社会体育館２階アリーナ A 面

内容…ニュースポーツ（バドポンなど）

対象…市内在住、在勤の人

　　　（未成年者は保護者同伴）

費用…無料

持ち物…動きやすい服装、室内靴、

タオル　※飲み物は用意します。

問生涯学習課スポーツ振興室

　 （92）１５９７

イベント

第５回まるごみ in とみさと2017

住みたい街　帰りたい街　富里

　ごみをなくしながら、地域の活性

化を目指すイベントです。ごみ拾

いの後は日吉台中央公園で行われる

「とみ市」に合流し、楽しいイベン

トを予定しています。

日時…12 月３日（日）

　　　午前９時 30 分～

　　　午後０時 30 分

　　　受付９時 15 分～

※小雨決行、荒天中止

受付場所…日吉台小学校

申込み…不要

問まるごみ i n とみさと実行委員会

　菅原　  ０９０（２５４２）０４２５

仲間募集
“ 50歳からの３B体操”無料体験

　運動不足、筋力低下を感じている

人はぜひ参加ください。簡単で楽し

い体操です。

日時…11 月 29 日（水）

　　　午前９時 15 分～ 10 時 45 分

場所…中央公民館２階和室

対象…50 歳以上の人

持ち物…飲み物　

申込み…電話予約

問本間

　 ０９０（４９６２）６６４４

中央公民館の使用申請

■12月1日（金）から受付

　公民館棟の平成 30 年３月使用分、

講堂棟の平成 30 年６月使用分の使

用申請書の受付が始まります。　

問中央公民館　 （92）１２１１

公民館

くらし

年末年始のし尿くみ取り・
浄化槽清掃の業務

　し尿くみ取り業務などは、12 月

29 日（金）～平成 30 年１月３日（水）

の間は休業になります。

　年内にし尿くみ取りなどを希望する

人は、12 月８日（金）までに該当

地区の清掃業者に申し込んでください。

※早めの申込みにご協力ください。

※年始は平成 30 年１月４日（木）

から平常通り開始します。

㈲下総衛生　 （93）１１０１

対象地区…日吉台、日吉倉、久能、大和、

七栄、根木名、十倉（大堀）、御料（葉山）

大成企業㈱ 　 （93）３３７９

対象地区…新橋、中沢、新中沢、高松、

立沢、立沢新田、高野、十倉（大堀

を除く）、御料（葉山を除く）、美沢

問環境課環境衛生班

　 （93）４９４５

10 月～ 12 月は
労働保険適用促進強化期間

　労働者を１人でも使用する事業主

（農林水産業の一部を除く）は、労

働保険（労災保険、雇用保険）に加

入することが義務付けられています。

未手続事業の事業主は至急、加入手

続きをしてください。

問千葉労働局労働保険徴収課

　 ０４３（２２１）４３１７

11 月 25 日～ 12 月１日
犯罪被害者週間

　犯罪などの被害に遭われた人やそ

の家族が、その被害から立ち直り、

再び平穏な生活を送るためには、地

域の人々の理解と配慮が必要です。

ご理解とご協力をお願いします。

問成田警察署　

　 （27）０１１０

11 月 30 日は年金の日

　「ねんきんネット」では、これま

での年金記録、これからの年金受給

見込額などに関する情報を簡単に確

認できます。未来の生活設計につい

て考えてみませんか。

　詳しくはホームページを確認する

か、問い合わせてください。

ねんきんネット

問幕張年金事務所　

　 ０４３（２１２）８６２１

い  い　　 み ら い

情報ネット
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