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教室・講座

広域（富里・八街・酒々井）

手話奉仕員養成講座（前期）
申込 千葉聴覚障害者センター

  043（308）6373

FAX  043（308）6400

期 5月 14日（火）～12月24日（火）

　前期全27回（後期あり）

時 18：30～20：30

場中央公民館２階研修室

対●手話学習経験のない人

　●手話奉仕員養成講座前期を修了し

　　ていない人

定 20人

費●テキスト代　4,320 円（２年間使用）

　●日本聴力障害新聞3,900 円

申 4月 22日（月）まで

前期危険物取扱者試験
受験者講習会
市危険物安全協会（消防本部予防課内）

（92）1313

日 4月 27日（土）9：30～16：45

場県教育会館3階

　＜千葉市中央区中央4‐3‐10＞

定 120 人　

費 3,600 円

申 4月 15日（月）～19日（金）

甲種新規防火管理講習
防火・防災管理新規講習

（一社）千葉県消防設備協会

043(306)3871
FAX 043(223)6610

〒 260-0005　

千葉市中央区道場南1-9-15

千葉県電工会館2階

日５月９日（木）、10日（金）

　※2日間とも参加できる人に限る。

場成田国際文化会館＜成田市土屋303＞

　●甲種防火管理者

　　１階小ホール　　定 120 人

　●防火・防災管理者

　　２階国際会議室　定 144 人

申申込書を（一社）千葉県消防設備協会

　へ持参またはFAX

　�※申込書は、県消防設備協会、日

本防火・防災協会または市消防本部

で配布のほか、日本防火・防災協会

ホームページからダウンロード可

●甲種防火管理者

　費 7,500 円（テキスト含む）

　申４月４日（木）、５日（金）

●防火・防災管理者

　費 9,500 円（テキスト含む）

　申４月８日（月）、９日（火）

　関●（一財）日本防火・防災協会

　　　 03（3591）7121

　　●消防本部予防課

　　　 （92）1313

普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

応急手当に関する正しい知識と、技術

の普及を図るための普通救命講習会を

実施しています。講習の中でＡＥＤの

取り扱いも学習できます。いざという

ときのために講習を受けてみませんか。

日４月21日（日）9：00 ～ 12：00

　受付　8：30 ～

場消防本部3階講堂

対 12歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20人　申４月14日（日）まで

イベント

航空科学博物館

0479（78）0557

〒 289-1608　芝山町岩山 111-3

10：00～17：00（入館締切16：30）

※月曜日は休館
 

成田空港飛来機展

日４月2日（火）～５月26日（日）

場展示室

内 2018年度内に成田空港に飛来した

　航空機の中から、特別な塗装の飛行

　機や、初飛来の飛行機などを写真で

　紹介します。

費入館料のみ

　○大人 500 円　○中高生 300 円

　○�4歳以上～小学生200 円

ふくし

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

(93)4192　 FAX (93)2215

「日常生活が思うようにできない」、「人

と付き合うのが苦手」などの悩みを持

つ人の社会参加を目的とした集団活動

を月に1回行っています。

日４月19日（金）13：30～15：30

場福祉センター2階娯楽室

内グループミーティング

対 18歳以上で、精神科などに定期的

　に通院している人

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。

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）

はり、きゅう、マッサージ等
利用者助成券を廃止
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

しました。

紙おむつ等購入助成事業
助成券
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、常時紙おむつなどの使用が

　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。

北部地域包括支援センター

日吉台４－６－14　 (36)7725

駐車場に限りがありますので、自動��������

車での来所はご遠慮ください。
 

地域ケア勉強会

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

絵手紙教室

　日４月３日（水）、17日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　※毎月第1・３水曜日に実施

　費 1回 500 円

書道教室

　日４月10日（水）、24日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　※毎月第２・４水曜日に実施

　費 1回 1,000 円

とみさと北部ふれあいクラブ

（気軽に集える地域の居場所）

　日４月９日（火）

　　14：00 ～ 15：30

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

中部オレンジカフェ

認知症に関心のある人、認知症の人、

またその家族が集まって気軽に話し合

える場です。

　日４月16日（火）

　　13：30 ～ 15：00

　�対認知症の人やその家族

　　認知症に関心のある人

地域交流スペース

　「とみのわサロン」

高齢者が社会参加するための集いの場

です。お茶を飲みながら気軽に情報交

換しましよう。介護などの相談も受け

付けています。

　日 4月26日（金）

　　13：30 ～ 15：00

　※毎月第４金曜日に実施

南部地域包括支援センター
九十九荘向い　 (90)6331

南部ちょきん体操

おもりを使った簡単な体操です。どな

たでも参加できます。

　日４月�１・８・15・22日（月）

　　14：00 ～ 15：00

　内●とみさと健康ちょきん体操

　　　おもりを使った簡単な体操です。

　　●定期的な体力測定

　対 65 歳以上

高齢者サロン

　「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

高齢者が社会参加するための集いの場

です。お茶を飲みながら気軽に情報交

換しましよう。介護などの相談も受け

付けています。

　日４月20日（土）

　　14：00 ～ 15：00

　※毎月20日に実施

医療講演会
始めよう！メディカルフットケア
～足に現れる病気のサイン～

成田富里徳洲会病院地域連携室

(93)1001　

日４月13日（土）

　14：00～15：00

場成田富里徳洲会病院

　多目的ホール1

講立山由香利さん

　（成田富里徳洲会病院皮膚排泄ケア

　認定看護師）

定 40人

他駐車場3時間無料

水道水の放射性物質検査結果
３月６日の測定では、放射性物質は検出されず、安定した状態が続いてい

ます。今後も3か月に1回の測定を実施し、安全な水の確保に努めます。

なお、今までの測定結果は、市公式ホームページでお知らせしています。

問上下水道課　 （93）3340

声の広報をお届けしています

市内にお住まいで視覚に障害がある人などを対象に、広報とみさとを録

音したCD を「声の広報」として配布しています。

詳しくは問い合わせてください。

音読は、朗読サークル「青空」が行っています

声の広報は、ボランティアの手によって利用者に届けられています。

問 社会福祉課　 　(93）4192　FAX （93）2215


