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募　集

女性のための就労支援講座
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　内

　第１回　７月４日（水）　基礎講座

　第２回　７月 11 日（水）企業交流会

　第３回　７月 18 日（水）

　　　　  　フォローアップ講座

　※いずれも 10：00 ～ 12：00

場千葉県男女共同参画センター

　＜千葉市稲毛区天台＞

対女性で全ての講座に参加できる人

定 20 人

申６月 27 日（水）までに電話、または

　郵便番号、住所、氏名、電話番号を

　書いて、ＦＡＸまたはメール。

他就学前児童の託児あり。

日本語ボランティア
基礎講座
申込 県国際交流センター

043(297)0245　FAX 043(297)2753
E nihongo@ccb.or.jp

〒 261-7114 千葉市美浜区中瀬 2-6

WBG マリブイースト 14 階

日８月２日（木）、９日（木）、23 日（木）

　いずれも 10：30 ～ 16：30

場中央公民館研修室

対日本語ボランティアを始めたい人など

定 40 人（定員を超えた場合は選考）

費５，０００円（個人・団体会員は３，０００円）

講●矢崎理恵さん（社会福祉法人さぽう

　　と21学習支援室コーディネーター）

　●奥原淳子さん（早稲田大学非常勤

　　講師、明治大学兼任講師）

　●長崎清美さん（フリーランス日本

　　語教師）

申６月 29 日（金）までに申込用紙に

　必要事項を記入し、郵送、ＦＡＸま

　たはメール。

　※申込書はホームページからダウン　

　ロードするか電話で請求してください。

千葉県国際交流センター 検索

盲ろう者向け通訳
介助員養成研修会
申込

NPO 法人千葉盲ろう者友の会養成担当

 ／FAX 043(310)3008
E chibadbyousei@gmai l .com

期９月９日（日）～ 12 月 16 日（日）

　の期間中の 12 日間（全 21 回）

　 9：30 ～ 16：45　

場千葉中央コミュニティーセンター

　＜千葉市中央区千葉港＞

対盲ろう者福祉に熱意のある人、修了後

　盲ろう者の自立と社会参加支援に携わる人

定 20 人

費５，０００円（テキスト代含む）

申６月 30 日（土）までに申込用紙に

　必要事項を記入し、郵送、ＦＡＸま

　たはメール。

※申込書はホームページからダウンロー

ドするか電話で請求してください。

千葉盲ろう者友の会 検索

音訳ボランティア講座

申込 市ボランティアセンター

　　（市社会福祉協議会内）

(92)8221　 FAX (92)2495

視覚障がいのある人などを対象に、広

報とみさとを録音し、「声の広報」を

お届けする音訳ボランティアの養成講

座を開催します。

日７月２日（月）、９日（月）、23 日（月）

　いずれも 10：00 ～ 12：00

場福祉センター２階視聴覚室

対市内在住または在勤

定 15 人　申６月 29 日（金）まで

随時募集しています！
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ます。

対市内在住または在勤で 18 歳以上の

　心身とも健康な人

額市条例に基づき報酬などを支給

※５年以上勤務した場合は、退職報償

　金が支給されます。

相　談

年金相談
国保年金課　 （93）4085

日６月 21 日（木）　

　10：00～12：00／13：00～15：00

場市役所本庁舎 1 階会議室

スポーツ

ニュースポーツで
楽しく汗を流しましょう！

生涯学習課（社会体育館内）

(92)1597

日 7 月３日（火）　19：00 ～ 21：00

場社会体育館 2 階アリーナＡ面

対市内在住または在勤

　（未成年の人は保護者同伴）

内ニュースポーツ（バドポンなど）

持動きやすい服装、室内靴、タオル

※飲み物は用意します。

秋季野球大会
申込 市野球協会　香取

090(3060)4890

出場には登録が必要です。詳しくは問

い合わせてください。

日 8月19日（日）以降の日曜日、祝日

場中央公園野球場、市営野球場

申 6 月 22 日（金）まで

他組み合わせ抽選は、7 月 1 日（日）

　に社会体育館剣道場で行います。

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）　13：30 ～ 15：30

　※小雨決行

場七栄小学校プール

対市内在住の 20 歳以上

講夏目幸さん（（公財）日本スポーツ協

　会公認水泳指導員）

申事前に電話または当日会場にて

献血 in 富里市役所
予防班

県内では、輸血用の血液が大変不足し

ています。医療に必要な血液は、人工

的に作ることができず、献血に頼って

います。尊い命を救うため、ご協力を

お願いします。

日 6 月 20 日（水）

　10：00～11：45／13：00～16：00

場保健センター（すこやかセンター内）

かみかみ歯ッピー教室
保健指導班

10・11か月児を対象にした歯磨き教室を

開催します。離乳食などの相談もできます。

日 7 月 24 日（火）

　① 10：00 ～

　② 11：00 ～

場保健センター（すこやかセンター内）

対 平成 29 年 8・9 月生まれの子　　

　どもと保護者

　※対象者にはお知らせします。

定各回 15 組程度

持母子健康手帳

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）

講林慶篤さん（（公財）日本スポーツ

　協会公認水泳マスター上級コーチ）

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）

イベント

印旛沼観光船による印旛沼観察会

申込 （公財）印旛沼環境基金

043 (485)0397　

〒 285-8533 佐倉市宮小路町 12 番地

日 7 月 26 日（木）　

　第１便　 9：00 ～ 10：30

　第２便　11：00 ～ 12：30

　第３便　13：30 ～ 15：00

　※悪天候の場合は27日（金）に順延

　※各便２グループに分かれて陸上講義

　　45分、乗船30分を入れ替えで行います。

　※ 30 分前から受付開始

場佐倉ふるさと広場　（チューリップ広場）

定各便 40 人（応募多数の場合は抽選）

費 100 円（保険料込）

主（公財）印旛沼環境基金、印旛沼水

　質保全協議会

申７月 10 日（火）（消印有効）

　往復はがきに次の事項を記載。

　第１希望便、第２希望便、参加人

　数（１枚５人まで）、希望者全員の

　氏名、年齢、性別、住所、電話番号

　※重複申し込み、希望便の記載がな

　い場合は無効

社会を明るくする運動
社会福祉課　 (93)4192

７月は社会を明るくする運動の強調月間で

す。この運動は法務大臣が提唱し、犯罪や

非行の防止と、罪を犯した人の更正につい

て理解を深め、犯罪や非行のない明るい社

会を築くことを目的に、全国規模で実施し

ます。市では啓発活動の一環として社会を

明るくする運動特別映画会を開催します。

日７月 1 日（日）　14：00 ～

場市立図書館２階ＡＶホール

内「人生、いろどり」（１１２分）

　四国一小さな町で起こった奇跡の実

　話。

定先着 50 人

楽しく集めよう！
ご当地キャラ！スタンプラリー！
印旛地域振興事務所

043 (483)1111

日６月 15 日（金）～９月２日（日）　

内県立房総のむら、県立北総花の丘公

　園、佐倉ふるさと広場、ＪＡ富里市

　産直センター、ラディソン成田など、

　印旛地域の観光施設など 18 箇所に

　ご当地キャラクターがデザインされ

　たスタンプを設置します。

　スタンプを集めて応募すると、印旛

　地域の素敵な特産品などを抽選によ

　りプレゼントします。

　●主な賞品

　ラディソン成田ギフトカード、梨　

　10 キロ、生カステラセットなど多

　数用意

仲　間　募　集

ちびっこクラブ

090（8840）1509　久保
E m_michick@ezweb.ne.jp

工作やブロック遊び、季節の行事、公

園遊びなど、親子で楽しむ育児サーク

ルです。

見学体験は随時受け付けています。

日毎週金曜日

　10：00 ～ 12：00

場中央公民館

対４歳までの未就園の子どもと保護者

費年会費３，０００円　（保険料含む）


