
福  祉
デイケアクラブ

　社会参加を目的とした集団活動を、
月に１回行っています。
日時…10 月 21 日（金）
　　　午後１時 30 分～３時 30 分
場所…福祉センター２階
内容…調理実習・試食会
対象…18 歳以上で、精神科などに
　　　定期的に通院している人
費用…５００円
申込み…電話予約
持ち物…エプロン、三角巾
問・申込先　社会福祉課障害福祉班
　 （93）４１９２

中途失聴者・難聴者との
手話学習会とミニ懇談会

　要約筆記（話し手の言葉を要約し
て書きながら、スクリーンに映しま
す。）で聞こえのサポートをします。
日程・場所…
① 10 月１日（土）
　佐倉市中央公民館
　＜佐倉市鏑木町＞
② 10 月 16 日（日）
　成田市中央公民館
　＜成田市赤坂＞
時間…午後１時 30 分～４時
費用…無料

（初回のみテキスト代１，０００円）
申込み…不要
問ＮＰＯ県中途失聴者・難聴者協会
　印旛香取事務所
　FAX０４３（４６１）６５３３
　 ０９０（５３０２）０３８５
　（板倉）

『後見ナビゲーター』・
『後見オンブズマン』養成研修

日時・内容…
① 10 月８日（土）
　後見に関する諸問題への対応実務
　（後見オンブズマン）を学ぶ
② 10 月９日（日）
　後見につなぐ、つながない実務
　（後見ナビゲーター）を学ぶ
時間…午前 9 時～午後 5 時
場所…北部コミュニティセンター
　　　1 階研修室
定員…50 人程度　費用…無料
申込み…研修名、名前、電話番号を
明記してＦＡＸで申込み
後援…富里市、成田市
その他…この研修は、県の「元気高
齢者の活躍サポート事業補助金」を
活用しています。
●成年後見制度とは
　認知症状などにより判断能力が低
下した本人に代わり、金銭管理や契約
を代行するなど権利擁護のための制度
問・申込先　NPO法人市民後見太陽　神
　 ０９０（８４５３）３５５３
　FAX（92）５０１０
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相  談
無料調停相談

　
　離婚や親子関係、遺産相続などの
身の回りの問題について、裁判所の
調停委員と弁護士が相談に応じます。
日程・場所…
① 10 月 22 日（土）
　四街道市総合福祉センター３階
　＜四街道市鹿渡＞
② 10 月 29 日（土）
○成田市保健福祉館＜成田市赤坂＞
○印西市中央駅前地域交流館２号館
　３階＜印西市中央南＞
③ 11 月５日（土）
　ミレニアムセンター佐倉３階
　＜佐倉市宮前＞
時間…午前 10 時～午後４時
申込み…不要、直接会場へ
問佐倉調停協会（佐倉簡易裁判所庶務課）
　 ０４３（４８４）１２１５

行政書士による無料相談
　
　10 月は「全国一斉行政書士制度
広報月間」です。これにちなみ、千
葉県行政書士会印旛支部では、
○相続　○遺言　○営業の許認可申請
○外国人の在留　○契約書の作成
などで悩んでいる人の相談会を開催
します。
日時…10月22日（土）午前９時～正午
場所…中央公民館１階サークル室
申込み…不要、直接会場へ
問千葉県行政書士会印旛支部　野並
　 ０９０（７２３８）５７２６

イベント
第 28 回千葉盲祭

　
日時…10 月 29 日（土）
　　　午前９時 40 分～午後３時
場所…県立千葉盲学校＜四街道市大日＞
内容…○作品展示
○幼児、児童、生徒による音楽発表
○農耕班・繊物班による販売
○理療科によるマッサージ体験
○県立四街道高校吹奏楽部による演奏
などの催し物を用意しています。
問県立千葉盲学校
　 ０４３（４２２）０２３１

第58回全国社会教育研究大会
　
　千葉で語り合おう！

　未来を築く人づくり・まちづくり

　全国の社会教育関係者が一堂に会
し、活力あるコミュニティづくりの
形成を目指して研究協議を行います。
日時・場所・内容…
■ 10 月27日（木）正午～午後５時
　県文化会館大ホール
　＜千葉市中央区市場町＞
▼アトラクション（市立柏高等学校
吹奏楽部による演奏）
▼講演「社会に役立つ人づくり（仮）」
　講師…金木有一さん（㈱オリエン
　タルランド執行委員人事本部長）
▼シンポジウム「地域コミュニティ
再生に向けて」
■ 10月28日（金）午前９時15分～正午
　ＴＫＰガーデンシティ千葉
　＜千葉市中央区問屋町＞
▼５つの分科会に分かれての語り合い
①学校教育を共に支える地域人材の育成
②家庭の教育力向上を図る支援のあり方
③子どもをとりまく活気ある大人の
　ネットワークづくり
④人づくり・まちづくりを進める社
　会教育委員の役割（入門編）
⑤防災・減災、被災からの復興を目
　指す中での社会教育の役割
費用…５，０００円
対象…社会教育に関心がある人
申込み…不要、直接会場へ
問県教育庁教育振興部生涯学習課
　 ０４３（２２３）４０７２

フレッシュサウンドコンサート
　
音大卒の演奏グループ「Tutti の会」

によるピアノ・エレクトーン・マリンバ・

ヴァイオリン・サックス・声楽の演奏

日時…11 月６日（日）午後２時～
　　　開場１時 30 分
場所…成田国際文化会館大ホール
　　　＜成田市土屋＞
費用…大人　１，５００円
　　　中・高校生　１，０００円
　　　小学生以下　５００円

（全席自由、当日券３００円増し）
曲目…大河ドラマテーマソング、剣の
舞、翼をくださいなどの合唱曲　ほか
チケット取扱店…○成田国際文化会館
○ JA 富里市産直センター　ほか
ゲスト…カルテット・スピリタス
　　　　（サックス４重奏）
後援…富里市・成田市教育委員会
問 Tutti（トゥッティ）の会　新谷
　 （92）０３１６

教室･講座
普通救命講習会

　
　応急手当に関する正しい知識と技術
の普及を図る講習会を実施しています。
日時…10月16日（日）午前９時～正午
　　　受付　午前８時 30 分～
場所…消防署北分署２階会議室
対象…中学生以上
費用…無料　定員…20 人
申込み…10 月９日（日）まで
問・申込先
　消防署　 （92）１３１１

自動車点検教室

　自動車の安全確保と事故防止のた
め、自動車点検教室を開催します。
日時…10 月 22 日（土）
　　　午前 10 時～午後１時
場所…成田市中央公民館
　　　＜成田市赤坂＞
内容…
■講座　自動車のしくみ、
　　　　安全運転のための点検整備
■実技　タイヤの取り外しなどの
　　　　日常点検方法の実施
対象…運転免許証のある人
定員…50 人　費用…無料（昼食付き）
申込み…電話予約
その他…軽作業ができる服装で参加
してください。
問・申込先
　千葉県自動車整備振興会成田支部
　 （22）３５２５

印旛地区選挙関係委員研修会
　
　政治意識の向上と明るい選挙の推
進を目的とした講演を行います。
日時…10 月６日（木）
　　　午後２時 30 分～４時
場所…成田国際文化会館国際会議室
　　　＜成田市土屋＞
テーマ…今後の政局のゆくえ
　　　　～市町村への影響
講師…黒崎誠さん（帝京大学経済学
　　　部地域経済学科教授）
費用…無料
申込み…不要、先着順で入場。満員
　　　　の場合は入場制限あり
主催…印旛郡市選挙管理委員会連絡協議会
問四街道市選挙管理委員会事務局
　 ０４３（４２１）６１５３

■日時　１月８日（日）
　　　　午前10時30分
　　　　（受付　午前 10 時～）
■場所　中央公民館講堂
■対象　平成８年４月２日～
　　　　平成９年４月１日生まれ

平成 29 年
　  成人式

　新たな門出を祝い、懐かしい

仲間や恩師との再会など、楽し

いひとときを過ごしませんか。

■その他
　市に住民登録がある人には、
12 月上旬に案内状を送付予定で
す。また、市に住民登録がない人
でも出席できますので、案内状を
新住所地に送付希望の人は問い合
わせてください。

問生涯学習課社会教育班
　 （93）７６４１


