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院外処方へのご協力のお願い
成田赤十字病院薬剤部　 (22)2311

成田赤十字病院では、厚生労働省の基

本政策である「医薬分業」を推進する

ため、原則として外来で受診される患

者様に院外薬局（かかりつけ薬局）で

薬を調剤していただくことをお願い

しています。

ご理解とご協力をお願いします。

講　座

聞こえに関する講演会
補聴器と人工内耳
NPO 千葉県中途失聴者・難聴者協会

／ FAX 047（432）8039　

日 11 月 3 日（土・祝）

　13：00 ～ 16：30

場成田市赤坂ふれあいセンター

　＜ボンベルタ成田店アネックスB棟2階＞

講●池園哲郎さん

　　（埼玉医科大学耳鼻咽喉科教授）

　●坂本圭さん（言語聴覚士）

他聞こえのサポートあり（手話、要約

　筆記、ヒアリングループ）

幸せ夫婦リメイク講座
～不幸予防はじめませんか？～

県男女共同参画課ＤＶ対策班

  043（223）2376

FAX 043（222）0904

 kyodo3@mz.pref .ch iba . lg . jp

おしどり夫婦で有名なマンガ家・赤星

たみこさんによる、愛を取り戻し、長

持ちさせる実践ノウハウを開陳！

日 11 月 7 日（水）11：00 ～ 12：00

場きぼーる（Qiba l l）３階

　千葉市子ども交流館アリーナ

　＜千葉市中央区中央 4-5-1 ＞

定 255 人（応募多数のときは抽選）

申 10 月 31 日（水）までに、メール

　または FAX。手話通訳を希望する

　人は 10 月 24 日（水）まで。

持土足不可。靴を入れる袋とスリッパ

　を持参してください。

傾聴ボランティア講座
申込 市ボランティアセンター　 (92 )8221

傾聴ボランティアとは、話を聴くボラ

ンティアです。ただ話を聴くだけでは

なく、援助を必要としている人の言葉

に耳を傾け、心のケアを目指す活動で

す。講座では、傾聴の意義やロールプ

レイを通して技法を学びます。

日 11 月 12・19・26 日（月）【全 3 回】

　いずれも 10：00 ～ 12：00

場福祉センター　定 20 人

対市内在住者または在勤者

申 11 月 7 日（水）まで

第 3回終活セミナー
申込 商工観光課　 (93 )4942

日 11 月 21 日（水）10：00 ～ 12：00

場中央公民館 2 階研修室

内もしものときに必要な手続き

　お葬式やお墓を自分らしく

講横岡宏志さん（市消費生活相談員）

定 50 人程度　持筆記用具

農商工連携・
地域資源活用セミナー
商工観光課　 （93）4942

　　　　　 FAX （93）2101

農業・商業・工業、違う分野の人達が

共同で商品を開発するにはどうしたら

いいのか。それぞれの強みを生かし、

連携して協力していくための「出会い

の場」としてセミナーを開催します。

日 11 月 22 日（木）18：00 ～ 20：30

場市役所分庁舎 2 階大会議室

内●講演

　●制度説明

　①ちば農商工連携事業支援基金助成

　　事業の概要

　②国の支援制度

　　（農商工連携・地域資源活用事業）

　③ 6 次産業化に係る支援制度

講福井功さん

　（㈲キャメルスタジオ取締役社長）

申参加申込書を FAX

　申込書は市公式ホームページからダ

　ウンロードまたは商工観光課窓口で

　配布しています。

ふくし

心身障害者扶養年金
社会福祉課　 　(93）4192

　　　　　 FAX（93）2215

心身障害者を扶養している保護者が毎

月一定の掛け金を納めることにより、

保護者に万一（死亡・重度障害）のこ

とがあったとき、障害者に終身一定額

の年金を支給する制度です。

制度の詳細は、問い合わせてください。

対次のいずれかに該当する障害者（児）

　の 65 歳未満の保護者

　①身体障害者 1 ～ 3 級の人

　②療育手帳所持者

　③精神または身体の永続的な障害が

　　あり、その程度が①または②と同

　　程度と認められる人

費掛け金

　１口 9,300 ～ 23,300 円

　加入時の保護者の年齢によって変わ

　り、2 口まで掛けられます。

　給付内容

　1 口加入　月額 2 万円

　2 口加入　月額 4 万円

特別障害給付金
幕張年金事務所　 043（212）8621

国民年金の任意加入期間に加入してい

なかったため、障害基礎年金などを受

給していない障害者を対象とした制度

です。

制度の詳細は、問い合わせてください。

対①または②に該当し、国民年金に任

　意加入していなかった期間内に初診

　日があり、現在、障害基礎年金の１・

　２級相当の障害の状態にある人。

　ただし、65 歳に達する日の前日ま

　でに障害の状態に該当する人に限る。

　①平成 3 年 3 月以前に国民年金任

　　意加入対象であった学生

　②昭和 61 年 3 月以前に国民年金任

　　意加入対象であった厚生年金など

　　に加入していた人の配偶者

額 ●障害基礎年金 1 級に該当する人

　　 月額　51,650 円

　●障害基礎年金 2 級に該当する人

　 　月額　41,320 円

里親制度説明会

子ども家庭サポートセンターちば

（オレンジの会）

0470（28）4288

日 11 月 4 日（日）

　10：00 ～ 12：00

場オレンジの会酒々井支所

　＜酒々井町馬橋 603-34 ＞

内里親制度の説明（個別対応可）

　現役里親の体験談

申氏名、参加人数を連絡。

　当日の参加も可。

南部地域包括支援センター
申込 九十九荘隣地　 (90)6331

けあカフェ

すぐに役立つ介護教室

お茶を飲みながら楽しく学べます。

関心のある講座のみの受講もできます。

　日　内

　　各回 14：00 ～ 15：30

　① 10 月 25 日（木）

　　ボディメカニクス

　　（体が動く仕組みについて学ぶ）

　② 11 月 8 日（木）

　　排泄介助の方法を学ぶ

　③ 11 月 22 日（木）

　　栄養について学ぶ

　④ 11 月 29 日（木）

　　認知症について学ぶ

　対市内在住者

小物づくり教室　

　日 11 月 8 日（木）

　　12 月 13 日（木）

　　10：30 ～ 12：00

　内季節の小物づくり

お知らせ

防災行政無線を用いた
全国一斉の緊急地震速報訓練
市民活動推進課　 (93)1114

日 11 月 1 日（木）10：00 頃

内（放送内容）緊急地震速報チャイム  

　音→緊急地震速報→「大地震です。

　これは訓練放送です。」

※他の地域でも、同時刻に同様の訓練

が実施されます。

千葉県最低賃金
時間額 895 円に改正
千葉労働局　 043(221)2328

10 月 1 日から県内事業場で働く全て

の労働者（パート、アルバイトなどを

含む）と使用者に適用される千葉県最

低賃金が、従来の 868 円から 27 円引

き上げられ、895 円に改正されました。

●経営課題と労務管理の無料相談

　千葉県最低賃金総合相談支援センター

　（フリーダイヤル0120(026 )210）

県民手帳の販売
企画課　 (93)1118

販売価格　1 部 500 円（税込）

内●サイズ　85 ㎜× 145 ㎜

　●紺・黄色の 2 色

　●年度単位で使える予定表、

　　公共機関・主要団体などの情報、

　　各種統計資料　など

※販売店舗など、詳しくは千葉県ホー

　ムページで確認できます。市役所で

　の販売は行いません。

古紙の拠点回収
環境課　 (93)4946

日 10 月 28 日（日）雨天決行

　9：00 ～11：30／13：00 ～15：00

場中部ふれあいセンター駐車場

　※地域の資源回収は今までどおりに

　行います。

内回収できる紙類と出し方は、次のと

　おりです。事業ごみやそのほかのゴ

　ミは回収できませんので注意してく

　ださい。

●新聞（チラシ含む）、雑誌、段ボール、

　アザーペーパー（紙封筒、トイレッ

　トペーパー、ラップフィルムの芯、

　名刺）

　→種類ごとに紐で束ねる

●飲料用紙パック

　→水洗い後、切り開いて乾かし、紐

　で束ねる

●パッケージペーパー

　（お菓子箱、紙袋など）

　→紙袋に入れるか、紐で束ねる

　日日時または日　期期間　時時間　場場所　内内容　講講師　対対象・対象者　定定員・定数　費費用（記載なしは無料）　持持ち物、服装など　出出演

　任任期　選選考　額支給額・謝礼　申要申し込み　 E メール　HPホームページ　主主催　関関係部署　問問い合わせ　他その他

　申込み方法　担当部署の前に申込 とある場合は、電話、FAX、メールなどで申し込みができます。市外局番がないものは全て「０４７６」です。
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