
ふくし

公開健康講座
「高齢期の健康管理として大切なこと」

～心と体の衰えとうまく付き合うために～

申込 成田赤十字病院社会課

(22)2311（内線 7504）

日 7月 20日（金）

　14：00～15：30　開場　13：30

場 成田赤十字病院A棟8階講堂

　＜成田市飯田町90 － 1 ＞

講佐々木香さん

　（成田赤十字病院看護部看護係長）

定 100 人

　（定員に達し次第締め切り）

募　集

とみっこ大学公開講座
生涯学習課（中央公民館内）

(93)7641

【共通申込方法】

7月 7日（土）までに申込用紙に、必

要事項を記入し、提出。郵送可。

※対象児童に配布している申込用紙、

または市公式ホームページに掲載し

ている申込用紙で申し込んでください。

陶芸を体験しよう（全 4 回）

日①8月 1日（水）

　　13：30 ～ 16：00

　②8月 2日（木）

　　13：30 ～ 16：00

　③8月　18日（土）

　　13：30 ～ 16：00

　④8月　25日（土）

　　10：00 ～ 11：30

場中央公民館

内共通作品、自由創作作品を作ります。

対市内在住の小学4～6年生

定 10人程度

費 1,120 円（材料費、保険料など）

古代装飾品まが玉ペンダントづくり

日●8月22日（水）

　　13：30 ～ 15：00

　●8月28日（火）

　　10：00 ～ 11：30

場中央公民館

内石をけずって、まが玉ペンダントを

　作ります。

対市内在住の小学生

定各回30人（定員を超えた場合は抽選）

費 330 円（材料費、保険料など）

学童クラブ指導員
子育て支援課　 (93)4497

経験がない人や資格がない人も歓迎し

ます。曜日や時間は相談に応じます。

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

　（15：00～18：00） (91）2501

●富里南学童クラブ

　（15：00～18：00） (92）0092

●根木名学童クラブ

　（15：00～18：00） (91）1288

●若草児童館学童クラブ（富里保育園併設）

　（13：00～18：00） (93）8226

員に達し次第締め切り
女性のための農業入門講座
申込 県男女共同参画センター（月曜休）

043(252)8036　FAX 043(252)8037

E kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

日 7月 27日（金）

　10：00～15：00

場県立農業大学校

　＜東金市家之子1059＞

　JR 東金線・求名駅からシャトルバ

　スあり、駐車場完備

内●基礎講座

　　①農業の基礎

　　　講越川幸芳さん

　　　　（（一社）千葉県農業会議参事）

　　②県立農業大学校の紹介

　●収穫体験

　　農場見学、ブルーベリー狩り

定女性20人（定員に達し次第締め切り）

申電話で申し込むか、郵便番号、住所、

　氏名、電話番号を書いて、ＦＡＸま

　たはメール。

自衛官
自衛隊成田地域事務所

(22)6275

約 23万人の自衛官たちが、防衛や災

害援助、国際貢献を担い、日本や世界

を舞台に活躍しています。

自衛隊では、将来活躍する人材を募集

しています。

試験
区分

受験資格
申込
受付

試験日

自
衛
官
候
補
生

18～27歳
未満の男女

随時
受付時
に周知

一
般
曹
候
補
生

18～27歳
未満の男女

7月1日

（日）～

9月7日

（金）　

9月21日

（金）～

23日

（日・祝）

航
空
学
生

高等学校を卒
業または卒業
見込みの 21
歳未満の男女
（海上自衛隊
は23歳未満）

7月1日

（日）～

9月7日

（金）　

9月17日

（月）

　　　　　　　 ▲自衛隊成田地域事務所

　　　　　　　　ホームページ

　　　　　　　　ＱＲコード

千葉県警察官（第 2 回）

成田警察署

（27）0110　内線 211

試験

区分
受験資格 募集人数

警

察

官

A

学校教育法に

規定する大学を

卒業した人

（卒業見込みを

含む）

●男性

　30人程度

●女性

　10人程度

警

察

官

B

警察官Aに

該当しない人

●男性

　210人程度

●女性

　35人程度

日●受付　7月3日（火）～8月10日（金）

　●一次試験　9月16日（日）

平成30年度　学生を募集します

海上保安大学校・海上保安学校

銚子海上保安部管理課

0479（21）0118

海上保安学校

日●受付　7月17日（火）～19日（木）

　●一次試験　9月23日（日・祝）

海上保安大学校

日●受付　8月23日（木）～27日（月）

　●一次試験　10月27日（土）、28日（日）

普通救命講習
消防署　 （92）1311

日 7月 15日（日）9：00 ～ 12：00

　受付　8：30 ～

場消防本部３階講堂

対 12歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20人　申 7月 8日（日）まで

スポーツ

第40回水泳教室・第38回水泳大会
申込 生涯学習課スポーツ振興室

　　（市社会体育館内）

(92)1597

【共通】

申 7月２日（月）～10日（火）の

　17時までに直接窓口で申し込み

　（土・日曜日を除く）

場七栄小学校プール

第 40 回水泳教室

日 7月 23日（月）～27日（金）

　９：30 ～ 11：30　

　※小雨決行、予備日なし

対市内在住で小学生以上の初心者

　（小学3年生以下は保護者同伴）

費３００円（申し込み時に納入）

第 38 回水泳大会

日 7月 29日（日）９：00 ～ 12：00

　※小雨決行、予備日なし

対市内在住または在勤で小学生以上

内自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライほか

費５００円（申し込み時に納入）

大人のための水泳教室
申込 市水泳協会　片岡

080(1369)8709

日 7月 25日（水）　※小雨決行

　13：00 ～ 15：00

場七栄小学校プール

対市内在住の20歳以上

申事前に電話または当日会場にて

一緒にゴルフを楽しみましょう
市ゴルフ協会　会員募集

申込 市ゴルフ協会　増子

（92）0013

ゴルフを通して親睦を深めながら、

ルールや知識を身につけませんか？女

性も大歓迎！詳しくは問い合わせてく

ださい。

イベント

第 9 回文化フォーラム

市文化団体連絡協議会　松本

（93）7641

日 7月 14日（土）9：40 ～

場大栄公民館＜成田市松子393 ＞

内さまざまな演目の舞台発表

　対６月生まれの子ども
富里福葉苑　夏まつり
富里福葉苑　 （93）8133

毎年恒例の夏まつりを開催します。

日 7月14日（土）　15：00 ～ 19：30

場富里福葉苑＜中沢975－3＞

内盆踊り、チャリティービンゴ大会、

　模擬店、ゲームコーナー

第 71 回チャリティー
市歌謡協会発表会
木内　 090（4369）7679

日 7月 29日（日）　9：00 ～

場中央公民館講堂

出ゲスト歌手

　川島一成さん、藤まり子さん

他発表会観覧者には、先着150人に弁

　当を用意しています。

　夏休み期間を利用して、市内福祉施設、保育園、ボランティアグループ

でボランティア体験をしてみませんか？

　日　内　場

　　①オリエンテーション（ボランティアの心構えなど）

　　７月24日（火）14：00 ～ 15：00　市福祉センター

　　②体験プログラム

　　７月25日（水）～８月31日（金）　9：00 ～ 17：00

　　（土・日曜日、８月13日（月）～15日（水）を除く）

　　※施設により日時が異なります。

　　③アンケートの提出

　対市内在住、在勤、在学で中学生以上

　定各施設など１日につき３人まで　費無料

　申７月23日（月）までに電話で申し込むか、申込書（※）を直接持参　

　　またはＦＡＸで送信してください。

　　※窓口で配布のほか、市社会福祉協議会ホームページからもダウンロード可。

申込 市ボランティアセンター（平日の9：00 ～ 17：00）

（92）８２２１　FAX（92）２４９５　富里市ボランティアセンター 検索

平成 30 年度 夏のボランティア体験 

ボランティア体験してみませんか？

7 広報とみさと　2018.7.1


