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募集

とみっこ大学運営ボランティア
生涯学習課　 （93）7641

期 6 月～令和 2 年 2 月

内子どもたちの各活動における準備、

　活動補助

対大学生以上　定 5 人程度

申生涯学習課（中央公民館内）で配布

　している応募用紙で提出

市民活動フェスタ参加団体
申込 市民活動推進課

（93）1117　FAX（93）9954

E kyodo@city .tomisato . lg . jp

日令和２年２月８日（土）（予定）

場中央公民館、とみさと市民活動サポー

　トセンター（予定）

対市内で市民活動を行っている団体

申６月 28 日（金）までに、申込用紙（※）  

　に必要事項を記入し、次の方法で提出

○市民活動推進課または、とみさと市

　民活動サポートセンターの窓口に直接持参

○メール ○ＦＡＸ ○郵送（28日の消印有効）

　窓口以外で提出した団体は、提出し  

　た旨を電話で連絡

※市公式ホームページからもダウンロード可。

市介護保険運営協議会
委員
高齢者福祉課　 （93）4980
E koure i@c ity .tomisato . lg . jp

対次の条件を全て満たす人

　① 40 歳以上で市内在住の人

　②国・県・市町村の公務員または議

　　会議員ではない人

　③平日昼間の会議に出席できる人

　　（年３回程度）

　④市の審議会などの公募委員を 2 つ

　　以上兼ねていない人

定３人　

額１回 7,000 円

　（委員長の場合は 7,500 円）

期募集期間　

　６月３日（月）～ 28 日（金）

　（郵送は 28 日の消印有効）

　任期　

　８月１日～令和４年７月 31 日

申応募申込書（※）に必要事項を記入し

　「富里市の介護保険について」をテー

　マとしたレポート ( 任意様式 800 字

　以内 ) を同封し郵送、メールまたは

　直接持参。窓口以外で提出した人は、

　提出した旨を電話で連絡。

※高齢者福祉課窓口で配布している

ほか、市公式ホームページからもダウ

ンロードできます。

選選考方法・選考結果　

　書類選考で応募者全員に個別に通知

消防団員
消防総務課　 （92）1314

各地域で活躍する消防団員を募集しています。

対市内在住または在勤で、18 歳以上

　の心身ともに健康な人

額市の条例に基づいて支給

アメリカ・ホームステイ
体験ツアー

富里国際交流協会事務局

（企画課内）

(93)1118

アメリカの家庭や学校生活を通して、

今までと違う世界を体験してみませんか。

日 10 月 10 日（木）～ 18 日（金）

場アメリカ合衆国

　ウィスコンシン州メクオン市

対市内中学生に在籍する 2 年生で

　○国際交流に興味がある

　○積極的に交流を図れる

　※英語力は問いません。

定 10 人（予定）

費 170,000 円（予定）

申 6 月５日（水）までに申込書類（※）

　を企画課へ提出、または郵送。

※申込書と募集要項は各中学校で配

布しています。

学童クラブ指導員

子育て支援課　 （93）4497

●日吉台学童クラブ　 (91）2501

●根木名学童クラブ　 (91）1288

●富里第一学童クラブ　 (91）1597

●浩養すいかキッズクラブ

　 (94）0520

●若草児童館学童クラブ（富里保育園併設）

　 (93）8226

ふくし

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　 FAX （93）2215

日６月 13 日（木）13：30 ～ 15：30

場集合　中央公民館ロビー

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

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５日（水）、19 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日６月 12 日（水）、26 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 1,000 円

とみさと北部ふれあいクラブ

（気軽に集える地域の居場所）

　日６月 11 日（火）14：00 ～ 15：30

ひよし大井戸端会議

～こんなまちをつくりたい～

　日６月 15 日（土）13：30 ～ 15：30

　場北部コミュニティセンター 2 階

　内地域住民との対話交流

　定 100 人

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

かさぎの助け合いの会「おしゃべり場」

　日６月 11 日（火）10：00 ～ 12：00

　場中部ふれあいセンター

　内地域のことを一緒に考えましょう

中部オレンジカフェ

　日６月 18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 28日（金）13：30 ～ 15：00

　内情報交換、お茶飲み会

南部地域包括支援センター
九十九荘向い　 （90）6331

南部ちょきん体操

　日６月３・10・17・24 日（月）

　　14：00 ～ 15：00

　内●とみさと健康ちょきん体操

　　●定期的な体力測定

　対 65 歳以上

小物づくり「季節の小物づくり」

　日６月 13 日（木）10：30 ～ 12：00

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日６月 20 日（木）14：00 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

地域ケア会議「最後まで私らしく生き

るために」

　日７月７日（日）10：00 ～ 12：00

　申７月３日（水）まで

　他希望者には送迎があります。

医療講演会
成田富里徳洲会病院　 (93)1001

日６月 22 日（土）

時 内 14：00 ～　始めよう！メディカ

　　　ルフットケア～足に現れる病気のサイン～

　　  15：00 ～　在宅介護中・介護職

　　　の方必見！～床ずれのいろは教

　　　えます！スキンケアから床ずれ予防～

場成田富里徳洲会病院2階多目的ホール１

講立山由香利さん（成田富里徳洲会病

　院皮膚・排泄ケア認定看護師）

子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て６月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

６月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日６月 10 日（月）

　※ 7 日（金）までに入金確認をお願

いします。

ほっかほかクラブ
「自由に遊ぶ集い」

日吉台地区社会福祉協議会　高徳

（93）2755

日６月 24 日（月）10：00 ～ 12：00

場北部コミュニティセンター 2 階和室

対 3 歳までの子どもと保護者

費 1 家族 100 円

富里特別支援学校
学校公開

 申込 県立富里特別支援学校　安田

  (92)2100

県立富里特別支援学校では、 皆さんに

学校を理解してもらうため、 学校公開を

実施します。

当日は教育相談も受け付けます。

日 6 月 24 日 （月）、 25 日 （火）

　 　9 ： 40 ～ 11 ： 40

申 6 月 17 日 （月） まで

児童手当の現況届は
６月中に
子育て支援課　 （93）4497

児童手当を受けている人は、すでに送

付されている現況届を提出する必要が

あります。現況届は、６月１日を基準

日として児童手当を引き続き受けられ

る資格があるか確認するためのもので

す。現況届の提出がないと、手当が受

けられなくなりますので忘れずに子育

て支援課に提出してください。

※子育てワンストップサービスを利

用した電子申請が可能です。

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

センター室開放

0歳・妊婦 水曜日 14：00 ～ 15：30

0 ～ 5 歳児

月～土曜日
9：00 ～ 11：30

（8・12・13・20・21・22・25 
日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00 ～ 15：30

（４・21 日を除く）

双子または
三つ子

12 日（水）
9：00 ～ 11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 10 日（月）～ 15 日（土）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

とみさとトイズクラブと一緒に遊ぼう

　日 13 日（木）

　　10：00 ～ 11：15


