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子育て

ファミリーサポートセンター
説明会
申込 ファミリーサポートセンター

(92)2452

子育ての援助を受けたい人と援助がで

きる人が会員となり、センターが仲介

して会員同士で支え合います。

　日 10 日（水）

　　 10：00 ～ 11：00

　場　葉山キッズ・ランド

お子さんの発達で
気になることはありませんか

簡易マザーズホーム

（92）2302　FAX（92）2303
E mothershome@city .tomisato . lg . jp

マザーズホームは、遊びを中心とした

取り組みの中で、大切な乳幼児期の子

どもたちの情緒、運動の発達を目指し、

子育てを支援します。

通常は保育士が指導にあたり、希望に

応じて定期的に理学療法士、作業療法

士などから指導を受けられます。

詳しくは問い合わせてください。

場マザーズホーム

　( 福祉センター内 )

対就学前の子どもと保護者

※利用料を一部負担いただきます。

病児・病後児保育
子育て支援課　 （93）4497

子どもが病気になり、集団保育や家庭

での保育が困難な期間、市が委託する

施設で一時的に子どもをお預かりします。

対生後 6 か月～小学校 3 年生

日●月～水、金曜日

　　8：30 ～ 18：00

　●木曜日

　　8：30 ～ 12：00

　※祝日、年末年始などを除く

　※保育時間は引渡し時間を含む

場　病児・病後児保育施設「ピッピ」

　七栄 653-73

　（龍岡クリニック内）

申子育て支援課または「ピッピ」で事

　前登録が必要です。昨年度、登録済

　みの人も年度更新が必要です。

家庭教育学級で
一緒に学びませんか
生涯学習課（中央公民館内）

(93)7641

市内の市立幼稚園、小学校、中学校で

家庭教育学級を開設しています。

家庭教育学級は、同じ年頃の子どもを

持つ保護者が集まり、「子育てに必要

な心構えを学ぶ」、「子育てについての

悩みごとや心配ごとを話し合う」、「体

験学習を通じて親子で触れ合う」、時

には「我が子や自分を見つめ直す場」

です。一人で悩まず、みんなで子育て

していきましょう。

詳しくは、各幼稚園や学校を通じて配

布するチラシをご覧いただくか、問い

合わせください。

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ています。

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、実施中の会場より後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）

千葉県動物愛護センター 各教室などのお知らせ
問県動物愛護センター　 （93）5711

犬のしつけ方教室

■基礎講座

日４月 11 日（木）、５月 16 日（木）、

　 6 月 7 日（金）

　10：00 ～ 12：00

　受付　9：30 ～ 10：00

定 20 組

■実技講座

飼い犬同伴で参加できる教室です。

申込 （公財）千葉県動物保護管理協会

　　　 043（214）7814

日４月 11 日（木）、５月 26 日（日）、

　６月７日（金）

　13：00 ～ 15：00

　受付　12：30 ～ 13：00

定 10 組

費 3,000 円（消費税別）

パピークラス

生後６か月位までの飼い犬同伴で参加で

きる飼い方・しつけ方教室です。開催日

に参加できない人は相談してください。

日４月 17 日（水）、５月 15 日（水）、 

　６月 19 日（水） 

    10：00 ～ 12：00

飼い主さがしの会

受付時間に遅れると参加できないので

注意してください。

日４月６日（土）、５月 11 日（土）、 

　６月８日（土）

●犬・猫がほしい人

　10：00 ～ 11：00

　受付　9：00 ～ 9：30

●犬・猫をあげたい人

　10：00 ～ 11：00

　受付　9：30 ～ 10：00

次の教室などは、県動物愛護センター＜富里市御料＞で開催します。必ず電話予約をしてください。

一般譲渡会【予約不要】

愛護センターの成犬・成猫を譲渡しま

す。直接受付時間内にお越しください。

受付時間に遅れると参加できないの

で注意してください。

日４月 20 日（土）、５月９日（木）、　 

　5 月 26 日（日）、６月 13 日（木）、

　６月 29 日（土）

　 9：30 ～ 12：00

　受付　9：00 ～ 9：30


