
旭中央病院附属看護専門
学校　看護学生

旭中央病院附属看護専門学校

0479（63）8111

2019 年度入学看護学生を募集します。

受験資格など詳しくは問い合わせてく

ださい。

願書提出期間…

〇１次募集　

　12 月 18 日（火）～

　平成 31 年 1 月 11 日（金）必着

〇２次募集　

　平成 31 年 1 月 23 日（水）～

　２月６日（水）必着

試験日…

〇１次募集

　平成 31 年１月 18 日（金）、19 日（土）

〇２次募集

　平成 31 年２月 15 日（金）、16 日（土）

仲　間　募　集

“南卓球クラブ”
井関　 090（4056）1088

現在 20 ～ 80 歳代の人が練習してい

ます。

体を動かしたい人、試合に出たい人募

集しています。年齢は問いません。

日毎週土・日曜日

　16：00 ～ 19：00

場富里南小学校体育館

フォークダンス“べるの会”
井上　 （93）9492

世界各国の民族踊りを習っています。

頭と体の健康のために踊りましょう。

初心者歓迎・見学は自由です。

日第 1・2・3 水曜日

　10：00 ～ 12：00

場北部コミュニティセンター

費入会金　500 円

　月会費　2,500 円
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募　集

あなたの声を市政に　パブリックコメント

富里市地域防災計画（案）

市民活動推進課

（93）1114　FAX（93）9954

E bousa i@c ity . tomisato . lg . jp

市では、災害が発生したときの対応や、

防災対策などの一連の災害対策につい

て示されている、「富里市地域防災計

画」の修正に取り組んでいます。

今回、修正案を作成したので、市民の

皆さんに公表し意見を募集します。

期閲覧・意見募集

　12 月 20 日（木）～

　平成 31 年 1 月 11 日（金）の開庁日

場市民活動推進課、日吉台出張所の窓

　口で閲覧できるほか、市公式ホーム

　ページでも閲覧できます。

意見書の提出方法…

　意見書（様式自由）に住所（所在地）、

　氏名（名称）、電話番号を記入し、　

　次のいずれかの方法で提出

　○市民活動推進課、日吉台出張所、

　　のいずれかに持参

　○ＦＡＸ　

　○電子メール　

　○郵送（11 日必着）　

他提出された意見と意見に対する市の

　考え方や、意見を考慮して案を修正

　した時は、内容と理由を公表します。

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

●富里南学童クラブ　 (92）0092

●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　 (93）8226

　（富里保育園併設）

としょかんねっとToshokan
Net

（電話問い合わせ）9：30～17：00

問  市立図書館　 （90）４
よ む よ む

６４６

メンテナンス作業による

ホームページ停止のお知らせ

システムメンテナンスのため、次の期間、市立図書館のホームページがご利

用いただけません。

停止期間…12 月 28 日（金）～平成 31 年 1 月３日（木）

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

室です。離乳食などの相談もできます。

日平成 31 年１月 22 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 30 年２・３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

献血 in 富里市役所
予防班

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 12 月 25 日（火）

　10：00～11：45／13：00～16：00

場保健センター（すこやかセンター内）

在宅訪問歯科診療制度
保健指導班

市では、歯科保健サービスの一環とし

て、訪問による歯科診療や歯科保健指

導などを行い、口腔衛生の改善と健康

保持増進を図っています。

対次の要件を全て満たす人

　○市内在住で、原則 65 歳以上

　○寝たきりに準ずる状態のため、

　　通院が困難

　○在宅において歯科診療が可能

　※施設入居者は利用できません。

自死遺族支援「対面相談」

申込 （福）千葉いのちの電話事務局

043(222)4416

あなたの心の想いや悩みをお話しくだ

さい。

日平成31年1月18日（金）

　13：00 ～ 16：00

　1 面接 50 分　継続相談あり

場県印旛合同庁舎 2 階

　＜佐倉市鏑木仲田町 8 ー 1 ＞

対原則、千葉県在住の人

他精神科治療を受けている人は、治療

　者の了承を得てください。

富里市、高知県安芸市、岩手県雫石町、東京都台東区では、岩
いわさきひさや

崎久彌（三菱グループ第３代社長）ゆかり

の史跡がそれぞれの地域にあることから、「岩崎家ゆかりの地」と称して広域連携事業を行っています。

今回は、各地域の旅行商品の開発につなげるため、２つのモニターツアーを実施します。この機会に富里

とゆかりある地域を訪れてみてはいかがでしょうか。問い合わせ後に詳しいパンフレットを郵送します。

今後、雫石ツアーと富里ツアーも予定しています。

岩崎家ゆかりの地　モニターツアー参加者募集 安芸市編 台東区編

台東・都内ツアー

日程…２月４日（月）　添乗・ガイド付き

定員…20 人　

費用…3,000 円（現地までは自己負担）

問近畿日本ツーリスト首都圏千葉　 043（227）9451

日程…１月 23 日（水）　添乗・ガイド付き　

定員…25 人　

費用…3,000 円（現地までは自己負担）

スケジュール

高知空港 11：15 現地集合

昼食（かき揚げちりめん丼）→歴史民俗資料

館・土居廓中武家屋敷・野良時計→伊尾木洞

→岩崎彌太郎生家→ぢばさん市場

高知空港 16：50（解散）

安芸ツアー

岩崎彌太郎生家

野良時計

スケジュール

駒込駅 10：00 現地集合

六義園→ＪＲ上野駅→昼食（精養軒 3153（サ

イゴーサン）店）→上野公園・不忍池→三菱

史料館→旧岩崎邸庭園（見学後解散）16：30

旧岩崎邸庭園

岩崎彌太郎 岩崎彌之助 岩崎久彌※ツアーの詳細・申し込みは QR コードで検索

【お詫びと訂正】 12 月１日号・４ページ掲載の「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

　　　　　　　  【誤】月額 ⇒ 【正】年額


