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学童クラブ指導員

子育て支援課　 （93）4497

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　 (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

危険物取扱者の保安講習会

市危険物安全協会
（市消防本部予防課内） （92）1313

日 10 月３日（木）

　●午前　給油取扱所の従事者

　●午後　給油取扱所以外の従事者

場勝田台文化センター

　＜八千代市勝田台 2-5-1 ＞

費 4,700 円

　（県収入証紙を申請書に貼付）

持危険物取扱者免状、受講票

申 8 月 19 日（月）～ 23 日（金） 

　 8：30 ～ 17：15

募集

令和元年度第 1回

保育 de 就職！＠千葉　
保育のしごと就職フェスタ
千葉県社会福祉協議会千葉県福祉人材
センター内
ちば保育士・保育所支援センター

043（222）2668・2227
HP http://www.chibahoiku.net/

市立こども園
臨時・非常勤職員募集

●葉山こども園　 （93）1215

●向台こども園　 （93）2951

場　内　　

葉山こども園または向台こども園

●園の保健業務全般

　対正看護師または准看護師の有資格者

　額正看護師　時給 1,270 円

　　准看護師　時給 1,230 円

※交通費は市の規則に基づき別途支給

日●月～金曜日　8：30 ～ 17：15

   　の指定する日時

　※勤務日時などは相談してください。

定若干名

申次の書類を提出

　●履歴書

　　（市販のものに必要事項を記入し、

　　  写真を貼付）

　●資格証の写し

　　（資格取得見込みも可）

介護相談員
高齢者福祉課　 （93）4980

内日中に介護保険施設を訪問し、利

　用者などからサービスに関する不

　安や苦情などを聞き取り、介護サー

　ビス事業者または行政に対して橋

　渡しをする業務です。

対次の要件に全て該当する人

●高齢者介護に理解と熱意を有する

●運転免許があり自家用車を使用　

　できる

●介護サービス事業者などと利害関係

　がない

●介護サービス事業者や公務員でない

●金曜日の午前午後に１ヶ所ずつの 

　介護施設への訪問と、月１回の市 

　役所での連絡会議に参加可能

任委嘱の日～令和２年 3 月 31 日（火）

　（再任可）

定若干名　額月額 15,000 円

選書類選考と面接を実施します。

　高齢者福祉課に連絡してください。

女性のための再就職　
支援セミナー
申込 商工観光課  （93）4942

「自己理解と就職スキル」をテーマに

セミナーを開催します。

日９月 11 日（水）

　10：00 ～ 12：00

場成田市役所６階中会議室

内自己分析と適職理解、資格と職業

　訓練、グループワークなど

対就職を考えている女性

定 30 人

申電話　

他預かり保育があります。（要予約）

申込 生涯学習課 

 （93）7641 FAX （91）1020

E syakai-edu@city.tomisato.lg.jp

令和元年度社会人権教育地区別研修会（北総地区）

「子どもの人権講座
～子どもへの虐待を防ぐ～」

日９月 24 日（火）　13：30 ～

　【受付】13：00 ～

場中央公民館講堂

講渡邉　直さん（市川市児童相談所所長）

申８月 27 日（火）までに、住所、氏名、   

    連絡先を、電話、ＦＡＸ、Ｅメー

　ルで連絡

他預かり保育があります。（申込時に 

   要予約） ふくし

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　 FAX （93）2215

精神疾患や精神の障がいなどで、「日

常生活が思うようにできない」、「人

と交流するのが苦手」などの悩みを

持つ人が気軽に集う場です。

日８月 16 日（金）13：30 ～ 15：30

場福祉センター２階娯楽室

内陶芸

対 18 歳以上で、精神科などに定期的

　に通院している人

医療講演会

成田富里徳洲会病院　地域連携室

070（3176）9118

日 8 月 15 日（木）14：00 ～

場成田富里徳洲会病院

　2 階多目的ホール 1

内本当は怖い尿路結石

　～症状や予防法、最新治療について～

講太田　茂之さん

　（成田富里徳洲会病院泌尿器科医）

障がい者の各種手当
社会福祉課　 （93）4192

現在手当を受給している人は所得状

況届の提出が必要です

所得状況届を提出しないと、手当を受

給できなくなることがあります。

対象者には、必要書類などを通知しま

すので、必ず期間内に手続きをお願い

します。

なお、それぞれの手当には所得制限が

あります。

期８月９日（金）～９月 11 日（水）

○特別児童扶養手当

対 20 歳未満の障がい児の保護者

額特児 1 級　月額 52,200 円

　特児 2 級　月額 34,770 円

※対象児童が施設に入所している、　

　または障害を理由に公的年金を　

　受給している場合は対象外。

○障害児福祉手当

対 20 歳未満の障がい児

額月額 14,790 円

※施設に入所している、または障　

　がいを理由に公的年金を受給し　

　ている場合は対象外。

○特別障害者手当

対 20 歳以上の重度障がい者

額月額 27,200 円

※施設に入所している、または病　

　院や診療所に３か月を超えて入　

　院している場合は対象外。

○在宅重度知的障害者等福祉手当

対 20 歳以上の重度知的障がい者で、　

　介護保険法に基づく要支援または

　要介護認定を受けていない人

額月額 10,000 円

※施設に入所している、または病　

　院や診療所に入院している場合　

　は対象外。

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８月７日（水）、21 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日８月 28 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８月 13 日（火）14：00～15：30

　内ボッチャ

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

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８月５・19・26 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

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日８月 20 日（火）14：00 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

小物づくり「季節の小物づくり」

　日８月 8 日（木）10：30 ～ 12：00

ボッチャ体験してみませんか
とみさとボッチャの会　井上

090（1115）9286

ボッチャは、誰でも楽しめるボール

競技です。

日８月３日（土）、９月７日（土）、

　９月 28 日（土）

　13：00 ～ 15：00

場とみさと市民活動サポートセンター

中部オレンジカフェ

　日８月 20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８月 23日（金）

　　13：30 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

一時的な子どもの預かりや保育施設

までの送迎など、地域の中で子育ての

援助が出来る人（提供会員）を募集し

ています。詳細はファミリーサポート

センターに問い合わせてください。

対市内在住で心身共に健康で子ども

　好きな人

他基礎研修があります

ファミリーサポートセンター
提供会員

  葉山キッズ・ランド内　 （92）2452　

詳細はホームページを見てください。

日８月４日（日）12：00 ～ 15：00

場聖徳大学・聖徳大学短期大学部

　３号館８階 3801 ～ 3808 教室

　＜松戸市岩瀬 550 ＞

他直接会場へお越しください。

　履歴書は不要です。

成田空港地域共生・共栄会議では、広

く一般から成田空港周辺地域の共栄に

つながる協働事業を募集します。

選定された事業は、事業実施団体と共

生・共栄会議の共栄ワーキンググルー

プが協働で実施します。

対成田空港周辺地域の地域振興、観光

　振興または景観形成などにつながる

　事業であって、次の対象地域のうち

　２市町以上を含む事業。

　富里市、成田市、山武市、香取市、

　多古町、芝山町、横芝光町、栄町、

　神崎町

事業実施期間…

　令和２年４月  １日（水）～

　令和３年３月 31 日（水）

負担金の額…1 事業に対し負担金とし

て交付する額は１００万円以下

選定事業数…２事業

※１団体につき選定される事業は１

事業です。

申９月 30 日（月）まで

成田空港周辺地域を
よくする活動を応援します

成田空港地域共生・共栄会議

0479（85）7715

成田空港地域共生・共栄会議 検索


