
倒木による停電・通信障害
を防ぐために
市民活動推進課　 (93)1114

台風などの被害による倒木・倒竹が原

因で、電線や電話線が断線し、停電や

通信障害などの事故が発生しています。

こうした事故を未然に防ぐため、土地

所有者は私有地内の樹木などの適切な

管理をお願いします。

●電線に掛かっている場合の連絡先

　東京電力パワーグリット㈱

　カスタマーセンター

　 0120(995)007

●電話線に掛かっている場合の連絡先

　ＮＴＴ東日本故障受付センター

　 0120(444)113

6月23日～29日
男女共同参画週間
企画課　 (93)1118

走り出せ　性別のハードルを超えて　今

男性と女性が、職場で、学校で、地域

で、家庭で、それぞれの個性と能力を

発揮できる「男女共同参画社会」を実

現するためには、一人ひとりの取り組

みが必要です。

男女のパートナーシップについてこの

機会に考えてみませんか？

市では、市男女共同参画計画（第２次）

改訂版を推進し、男女が共に尊重し合

い、支え助け合い、一人ひとりが幸せ

を感じる住みよい地域づくりの実現に

向けて取り組んでいきます。

相　談

就労に悩む若者応援
申込 ちば北総地域若者サポート

　　ステーション　 (37)6844

厚生労働省委託事業

働くことに悩みを抱えている若者を支

援するため、「就労・進路相談」を受

け付けています。

日６月 14 日（木）13：00 ～ 17：00

場北部コミュニティセンター会議室１

対 15 ～ 39 歳で就労に悩みを抱えて

　いる人またはその家族

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 (93)5148

専門の相談員が住宅の耐震に関して個

別の相談に応じます。

自分の住んでいる建物が地震に対して

安全なのか考えてみましょう。

日 場 定６月 10 日（日）

　1 組につき 45 分程度

　○ 9：00 ～ 12：00　

　　中央公民館　6 組

　○ 13：00 ～ 17：00

　　中央公民館または依頼主宅　4 組

対市内在住者

持建築確認通知書など

　（建築確認申請時の平面図など、住

　宅の間取りがわかるもの）　

申 6 月７日（木）まで

ふくし

中途失聴者・難聴者との
手話学習とミニ懇談会

NPO 県中途失聴者・難聴者協会
FAX 043（461）6533

　047（432）8039

日 場

○６月２日（土）

　佐倉市中央公民館＜佐倉市鏑木町＞

○６月 17 日（日）

　八街市中央公民館＜八街市八街ほ＞

時 13：30 ～ 16：00

費初回参加のみテキスト代 1,200 円

申不要

他要約筆記で聞こえのサポートをします。

医療講演会　腰痛体操
自宅でもできる体操・予防方法
成田富里徳洲会病院地域連携室

(93)1001　

日６月 15 日（金）

　15：00 ～ 16：00

場北部コミュニティセンター

　２階小ホール

講高原里歩さん

　（成田富里徳洲会病院リハビリテー

　ション科・理学療法士）

定先着 40 人

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

(93)4192　 FAX (93)2215

日６月 22 日（金）13：30 ～ 15：30

場中央公民館１階ロビーに集合

内じゃがいも掘り（予定）

対 18 歳以上で、精神科などに定期的

に通院している人　申前日まで

難病患者等見舞金支給申請
社会福祉課　 (93)4192

県が認定する指定難病や特定疾患など

の治療を受けている療養者に対する見

舞金制度があります。

対次の３つの要件を満たしていて、

　①～④のいずれかの受給者証などの

　交付を受けている人

▼要件

　○市内在住で市内に住民登録がある

　○市の福祉手当などを受給していない

　　（重度心身障害者等福祉手当を除く）

　○市民税非課税世帯に属している

▼受給者証などの種類

　①特定医療費（指定難病）受給者証

　②特定疾患医療受給者票

　③小児慢性特定疾病医療受給者証

　④先天性血液凝固因子障害等受給者証

額月額５，０００円

※重度心身障害者等福祉手当受給者

は月額１，０００円

持○印鑑

　○県が発行する各受給者証など

　○療養者本人名義の振込先口座の確

　　認ができるもの

北部地域包括支援センター
日吉台４－６－ 14　 (36)7725

駐車場に限りがありますので、自動        

車での来所はご遠慮ください。
 

絵手紙教室

　日６月６日（水）、20 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日６月 13 日（水）、27 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 1,000 円

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

中部オレンジカフェ

　日 6 月 19日（火）13：30 ～ 15：00

　 対認知症の人やその家族、認知症に

　関心のある人

地域交流スペース「とみのわサロン」

　日 6 月 22 日（金）13：30 ～ 15：00

　内○情報交換　○お茶飲み会

　　○ミニレクリエーション　など

南部地域包括支援センター
九十九荘隣地　 (90)6331

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日 6 月 20 日（水）14：00 ～ 15：00

　内○情報交換　○お茶飲み会

　　○ミニレクリエーション　など

募　集

学童クラブ指導員
子育て支援課　 (93)4497

次の学童クラブで指導員を募集してい

ます。勤務条件など、詳しくは各学童

クラブに問い合わせてください。

●日吉台学童クラブ（日吉台小学校内）

　 (91）2501

●富里南学童クラブ（富里南小学校内）

　 (92）0092

●根木名学童クラブ（根木名小学校内）

　 (91）1288

※問合せは15：00～18：00。各小学校

では対応できませんので注意してください。

ビジネスチャンス
広報とみさと有料広告
秘書広報課　 (93)1112

「広報とみさと」毎月１日号に掲載す

る広告を募集しています。

配布部数　１９，２００部

掲載料・規格

　１枠　１０，０００円

　（縦９㎝×横５．5 ㎝）

　２枠　２０，０００円

　（縦９㎝×横 11．５㎝）

色　２色（黒と市の指定色）

締切　掲載希望月の前々月 25 日

▲昨年度の最優秀作品・特選作品（左）と入選作品（右）

６月は環境月間です。環境月間に併せ、「第 36 回富里市環境美化ポスター

展」を開催します。

このポスター展には、市内小学校の５年生から応募された作品のうち、上

位優秀作品 20 点が展示されます。子供たちの素晴らしい作品をぜひご覧

ください。

日６月５日（火）～ 22 日（金）までの中央公民館開館日時

　※展示最終日は 16：00 までです。

場中央公民館１階オープンスペース　問環境課　 （93）４９４６

第36回環境美化ポスター展を開催します！ 富里いいね！
動画上映会&写真展

日６月２日（土）

　10：00 ～ 17：00

場イオンタウン成田富里店

　1 階イベントスペース

内

○市のＰＲ動画の上映（10分程度）

　10：00／11：30／13：00／　

　14：45 ／ 16：00

○富里いいね！写真展

○～まちづくりカフェ～

　カフェ内で「とびだすミニカー

　ド」を制作します（随時受付）

問とみさと市民活動

　サポートセンター　

　 （93）4123
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