
高齢者福祉課　 (93)4981

３か所で実施

コツコツ！貯筋塾

市内在住で 65 歳以上の介護が不要な

人を対象に、筋力トレーニングの場を

提供します。

３つの施設のうち、①～⑤のいずれか

１コースを選択してください。

期４月～平成 32 年 3 月（全 35 回）

　※初回の日程は次のとおりです。

費年間２，４００円（後日振込）

申 4月1日（月）からの9：30 ～15：30

　希望する施設に電話

●南部地域包括支援センター

　立沢新田 192 － 16

　 （90）6331

日時 定員

①４月 10 日（水） 14：00 ～
16：00

各 25 人
②４月 12 日（金）

●ＣＳＫシニアハウス

　日吉倉 13 － 8　5 階

　 （92）6522

日時 定員

③４月 10 日（水） 14：00 ～
16：00

各 20 人
④４月 12 日（金）

●リハビリテーションアンドケアシステム㈱

　日吉台 5 ー 43 － 2　ＡＺビル 1 階

　 （91）1200

日時 定員

⑤４月 15 日（月）
10：00 ～
12：00

20 人

はり、きゅう、マッサージ等
利用者助成券を廃止します
高齢者福祉課　 (93)4981

介護予防として本事業を行ってきまし

たが、利用実績など総合的に判断し、

平成 30 年度をもちまして「はり、きゅ

う、マッサージ等利用助成券」を廃止

します。

仲　間　募　集

フラダンス“レッドジンジャー”
望月　 / FAX（92）0965

家事・育児・介護の合間など、気分転

換に一緒にフラダンスを踊りませんか。

学生、若人、年配者レッスン中！

日第 1・3 水曜日（月２回）

　10：00 ～ 11：30

場北部コミュニティセンター

講山本邦美子さん

　（プア・ケアくみこ代表）

費月会費　2,500 円（入会金無料）

スクエアダンス体験
富里スクエアダンスクラブ　秋山

 090（2656）3681

スクエアダンスを知っていますか？

リズムに乗って楽しく歩くダンスです。

一緒に楽しみを作っていきましょう。

日４月中の毎週金曜日

　10：00 ～ 11：30

場福祉センター２階

費月会費　1,000 円（入会金無料）

持室内履き

2

ふくし

福祉タクシー料金助成券
社会福祉課　 （93）4192

　　　　  　FAX （93）2215

重度心身障害のある人が、市指定のタ

クシー事業者を利用したときに、料金

の助成を受けられる制度があります。

詳しくは問い合わせて下さい。

対次のいずれかの手帳を持っている人

　○身体障害者手帳１・２級

　　( 下肢・体幹・視覚障害は３級も該当)

　○療育手帳Ⓐ、Ⓐの１、Ⓐの２、

　　Ａの１、Ａの２

　○精神障害者保健福祉手帳１級

額利用料金の 2 分の１

　（限度額１，０００円）

紙おむつ等購入助成事業
助成券交付申請の受付開始
高齢者福祉課　 (93)4981

助成券の利用方法や利用できる店舗な

どは申請時に説明します。

場 高齢者福祉課

対在宅で、常時紙おむつ等の使用が必

　要で、次のいずれかに該当する人

　 ●要介護 3 以上の認定を受けている

　 ●障害者手帳1・2級が交付されている

※病院に入院している人や施設・老人

　ホームなどへ入所している人は対象外です。

持申請書、現況届

※申請様式は高齢者福祉課で配布し

ているほか、市公式ホームページから

もダウンロードできます。

申４月１日（月）～

介護支援専門員が付いている人は…

介護支援専門員に、現況届の所見欄を

記入してもらう必要があります。現況

届が詳細に記載されていない場合は、

助成券の交付を認めないこともありま

すので注意してください。

介護支援専門員に申請の代行を依頼す

ることも可能ですが、その場合は介護

支援専門員から助成券利用方法の説明

を受けてください。

認知症ケアパス・医療介護
マップを配布しています

高齢者福祉課　 (93)4981

認知症ケアパス・医療介護マップは、

認知症についての基礎知識と、利用で

きるサービスや支援についての情報を

まとめたものです。また、市内の医療

と介護の事業所の情報も掲載しています。

冊子は、市公式ホームページに掲載して

いるほか、次の場所でも配布しています。

○高齢者福祉課

○各地域包括支援センター

地域ケア勉強会
申込 北部地域包括支援センター

（36）7725

関心のある人など、どなたでも参加できます。

日 4 月 21 日（日）

　10：00 ～ 12：00　受付 9：30 ～

場北部コニュニティセンター

内ちょっと気になる老人ホーム　定 50人

４月から市の組織の一部が変わります

■防災課を設置

　防災行政に関する組織体制の強化を図るため、市民活動推進課内の防災

室を独立させ、新たに「防災課」を設置します。

■子育て支援課と子ども課を統合し「子育て支援課」に

　子育て支援に関する窓口の一本化と業務の効率化を図るため、「子育て支

援課」と「子ども課」を統合し、新たに「子育て支援課」とします。

■下水道課と水道課を統合し「上下水道課」に

　下水道事業の公営企業会計導入に伴い、公営企業会計の知識の共有と組

織運営の強化を図るため、「下水道課」と「水道課」を統合し、新たに「上

下水道課」とします。

問総務課　 (93)1113

狂犬病予防集合注射
問環境課　 （93）４９４５

費１頭当たり

　釣銭のないよう協力をお願いします。

新　規 更　新

注射料金 ２，９５０円 ２，９５０円

登録手数料 ３，０００円 －

注射済票
交付手数料

　５５０円 ５５０円

合　計 ６，５００円 ３，５００円

平成 31 年度の犬の狂犬病予防集合注射を下表のとおり実施します。

市に犬の登録をしている人には案内はがきを送付します。最寄りまたは都合の

良い会場で注射を受けてください。

※会場で登録と予防注射をあわせて行うこともできます。

他注意事項

○登録と注射済票の交

　付は、会場で予防注

　射を受けた犬に限り

　ます。

○問診・注射の妨げとなりますので、

　犬に衣服は着させないでください。

○事故防止のため、乳幼児を連れての

　来場は控えてください。

○犬の転入手続きが済んでいない人は、

　環境課窓口で手続きを済ませてから

　来場してください。

○リードを短く持ち、犬同士が接触し

　ないよう注意してください。

○ふんの後始末や犬の制御は、飼い主

　が責任を持って行ってください。

○飼い犬が死亡している場合は、環境

　課に届け出てください。

■平成 31 年度狂犬病予防集合注射日程 

日 程 会　　場 時　　間

4 月

 ８日

（月）

東七栄集会所 19：00 ～ 19：30

七栄集会所（獅子穴公園隣） 19：50 ～ 10：20

七栄コミュニティホール（七栄稲荷神社） 10：45 ～ 11：15

９日
（火）

根木名公民館 19：00 ～ 19：30

桜台集会所 19：50 ～ 10：10

久能集会所 10：35 ～ 11：00

日吉倉区民館 11：25 ～ 12：00

10 日
（水）

南七栄区民会館 19：00 ～ 19：30

南平台自治会館 19：50 ～ 10：20

富里第二工業団地第２公園   （中沢消防機庫） 10：45 ～ 11：15

立沢区公民館 11：35 ～ 12：05

11 日
（木）

二区農村協同館 19：00 ～ 19：25

三区公民館 19：45 ～ 10：10

実の口集会所 10：30 ～ 10：55

高松入集会所 11：20 ～ 12：00

12 日
（金）

両国共同利用施設 19：00 ～ 10：00

葉山集会所 10：25 ～ 11：05

しらかば公園（ファミリータウン富里内） 11：30 ～ 11：55

14 日
（日）

富里市役所 ( すこやかセンター前） 18：50 ～ 10：40

北部コミュニティセンター第２駐車場 11：25 ～ 12：15

当日の午前７時の時点で、富里市に大雨や暴風などの気象警報が発令され

たときは、その日の日程は全て中止になります。また、実施中に発令され

た場合は、実施中の会場を最後に当日の日程は全て中止になります。

4月８日（月）～14日（日）

対生後 91 日以上の犬

持

○案内はがき

　（事前に裏面の問診票と署名欄を記入）

○費用（下表参照）

○スコップやビニール袋など、ふんを

　持ち帰るための道具

○タオル

　（雨天時、犬をふくため）

ちょきんじゅく


