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認知症メモリーウォーク
　認知症への理解を深めてもらうた
めの啓発活動として、認知症メモ
リーウォークを開催します。
日時…11 月 20 日（日）
　　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
集合場所…成田富里徳洲会病院駐車場
　　　　　＜日吉台１丁目＞
コース…日吉台地区
定員…２００人　費用…無料
申込方法…11 月４日（金）までに
電話。ＦＡＸ、電子メールでの申し
込みは、次を明記して送信
〇氏名（ふりがな）　〇住所
〇性別　〇年齢　〇連絡先
※団体で申し込む場合は、代表者が
わかるように明記してください。
問・申込先
　「認知症メモリーウォークin 富里」  
　実行委員会事務局

（高齢者福祉課地域包括支援センター内）
　 （93）４９８１
　FAX（93）２２１５
　  　kourei@city.tomisato.lg.jp

シルバークラブ会員募集
　市シルバークラブ連合会では会員
を随時募集しています。
　高齢社会を迎えた中で、心身の健
康保持、生きがいの確立、明るい地
域づくりなどを推進し、高齢者福祉
の増進を図ることを目的として、ス
ポーツ大会など、様々な活動をして
います。
主な活動…リハビリ体操、ヨガ教室、
囲碁、将棋、ゲートボール大会、グラ
ウンドゴルフ大会、地域での活動など
対象…おおむね 60 歳以上
問・申込先　社会福祉協議会
　 （92）２４５１

サロン　こころ
　気軽に立ち寄って話ができる、
ホッとする場所を提供しています。
日時…11 月 10 日（木）、24 日（木）
午前 10 時～正午／午後１時～３時
※毎月第２・４木曜日に実施
場所…日吉倉区民館
費用…２００円（お茶代）
申込み…不要、直接会場へ
問北部地区民生委員児童委員協議会
　 （91）１９６４

キャロットカフェ
日時…11 月 20 日（日）
　　　午前 10 時 30 分～正午
　　　（６月、11 月を除く）
場所…成田富里徳洲会病院多目的室　 　 　

＜日吉台１丁目＞
対象…認知症と診断された人、その
　　　家族など
過去の活動例…○認知症講演会
○アロマチェアーヨガ
問キャロットクラブ　平川
　 ０８０（５４５６）２７９６
　（午後７時 30 分以降）

認知症予防カフェ
あい愛オレンジカフェ
日時…11 月 30 日（水）
場所…福祉センター２階大会議室

　

問 NPO 法人あい愛
　 （35）６３６０

認知症高齢者などを
かかえる家族交流会
　認知症の高齢者を介護する家族の
交流会や勉強会を開催します。
日時…12 月８日（木）
　　　午後１時 30 分～３時 30 分
場所…福祉センター２階大会議室
申込み…電話予約
問・申込先
　高齢者福祉課地域包括支援センター
　 （93）４９８１

健康ちょきん体操
　歌を歌いながら、おもりをつけて
楽しく体を動かします。詳しくは問
い合わせてください。
実施地区…
○緑ヶ丘地区　毎週火曜日
○日吉台地区　毎週月曜日
○東立沢地区　毎週金曜日
問高齢者福祉課地域包括支援センター
　 （93）４９８１

高齢者向け
情報

イベント
洗心小学校区地域フォーラム

　洗心地区における地域活動などを
行う組織づくりのため、地域の皆さ
んで意見を出し合い考えます。
日時…11 月 12 日（土）
　　　午後６時～８時
　　　開場　午後５時 30 分
場所…洗心小学校体育館
テーマ…（仮称）洗心地区地域づく
り協議会の設置について
申込み…不要
問市民活動推進課市民協働推進班
　 （93）１１１７

第 24回コミセン祭り

日時…11 月 27 日（日）
　　　午前９時 30 分～午後４時
場所…北部コミュニティセンター
内容…サークルによる展示・発表、
模擬店、豚汁販売など
問北部コミュニティセンター
　  (93) ３７５５

防火ポスター展

日時…11 月８日（火）～ 17 日（木）
　　　※ 14 日（月）を除く
　　　午前９時 30 分～午後６時
場所…市立図書館１階
　　　ライブラリーオープンスペース
問消防本部消防予防課
　  (92) １３１３

第 19回
「水辺の風景画コンクール」作品展

日時…11 月６日（日）まで
　　　午前 10 時～午後６時
　　　※６日のみ午後３時まで
場所…公津の杜コミュニティセンター
　　　＜成田市公津の杜＞
費用…無料
問 （公財）印旛沼環境基金
　  ０４３( ４８５) ０３９７

もしかして認知症？
介護の対応に困っている…
など、認知症に関する疑問や悩
みの相談に応じます。

０４３（２３８）７７３１
相談日…月・火・木・土曜日
時間…午前 10 時～午後４時

ちば認知症
相談コールセンター

八街市産業まつり

日時…11 月 20 日（日）
　　　午前９時～午後３時
場所…八街中学校＜八街市八街ほ＞
問八街市農政課
　  ０４３（４４３）１４０２

仲間募集　

　「広報とみさと」では、市内の公共
施設で活動しているサークルなど
の仲間募集記事を受け付けています。
　詳しくは、問い合わせてください。
問秘書広報課秘書広報班
　 （93）１１１２

バレエ・ダンスサークル
“FAIRY ＆ CLAP”

日時…○クラシックバレエ
　　　　毎週月・水・日曜日
※クラスによって時間が異なります
ので問い合わせてください。
○ステップダンス　
　毎週金曜日　午後５時～６時30分
場所…北部コミュニティセンター
対象…３歳～大学生
費用…○入会費２, ０００円
　　　○月会費４，０００円
その他…バレエコンサートを開催します。
FAIRY　BALLET　CONCERT2016
日時…11月27日（日）午後２時～４時
場所…大栄公民館＜成田市松子＞
費用…無料
問金田　 （92）３７８８

“南陽俳句会”

　俳句を気軽に楽しむことができま
す。先輩ともども、お互いに評価を
しながら上達を図っています。
日時…毎月第２、４土曜日
　　　午後 1 時～３時
場所…中央公民館
費用…年会費２，０００円
問小林　 （93）０４８５

　国では、長期的な目標として、追加被ばく線量が
年間 1 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下（0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）を目指
すことが示されています。
問環境課環境保全班　 （93）４９４５
　詳しくは各担当部署へ問い合わせてください。
　 （93）１１１１

（測定値の単位：マイクロシーベルト／時）

測定施設 測定日 0.05 ｍ 0.5 ｍ 1.0 ｍ

市
内
公
園

日吉台中央公園 10/4 0.06 0.06 0.06
新木戸大銀杏公園 10/4 0.06 0.06 0.06
獅子穴公園 10/4 0.05 0.05 0.05
富里中央公園 10/4 0.05 0.05 0.05
ふるさと自然公園（Ａ地区） 10/5 0.06 0.06 0.05

そ
の
他

市消防本部 10/1 － 0.05 0.05
市営運動場 10/4 － 0.05 0.04
市役所駐車場 10/4 － 0.06 0.06
高野運動広場 10/12 － 0.08 0.06

測定施設 測定日 0.05 ｍ 0.5 ｍ 1.0 ｍ

小
学
校

富里小学校 10/11 0.06 0.06 ー
富里第一小学校 10/11 0.02 0.03 ー
富里南小学校 10/11 0.03 0.03 ー
浩養小学校 10/11 0.08 0.07 ー
洗心小学校 10/11 0.04 0.04 ー
日吉台小学校 10/11 0.05 0.05 ー
根木名小学校 10/11 0.06 0.06 ー
七栄小学校 10/11 0.04 0.03 ー

中
学
校

富里中学校 10/11 0.04 ー 0.05
富里北中学校 10/11 0.09 ー 0.09
富里南中学校 10/11 0.06 ー 0.05

幼
稚
園
・
保
育
園

富里幼稚園 10/11 0.04 0.04 ー
向台幼稚園 10/11 0.04 0.03 ー
浩養幼稚園 10/11 0.05 0.04 ー
葉山保育園 10/11 0.05 0.04 ー
こひつじ保育園 10/11 0.05 0.06 ー
富里保育園 10/11 0.04 0.04 ー
青空保育園 10/11 0.06 0.07 ー

市内放射線量測定結果


