
相　談

就労・進路相談
就労に悩む若者応援
申込 ちば北総地域若者サポート

　　ステーション　 (37)6844

厚生労働省委託事業

働くことに悩みを抱えている若者を支

援するため、相談を受け付けています。

日９月 12 日（木）

　13：00 ～ 17：00

場北部コミュニティセンター会議室１

対 15 ～ 39 歳で就労に悩みを抱えて

　いる人またはその家族

空き家セミナー&総合相談会
空き家対策有識者会議事務局

043（483）7407

日 ９月 14 日（土）

　●セミナー 14：00 ～ 14：45　

　●相談　　 14：45 ～ 16：15

場中央公民館 4 階大会議室

内空き家に関するセミナー、空き家の

　管理・相続・複数所有者、税務など

　の問題、空き家・空き地の利活用、

　解体についての相談

関都市計画課　 （93）5147

スポーツ

ニュースポーツで
楽しく汗を流しましょう！

生涯学習課（社会体育館内）

（92）1597

日９月３日（火）19：00 ～ 21：00

場社会体育館 2 階アリーナＡ面

対市内在住または在勤

　（未成年の人は保護者同伴）

内ニュースポーツ（バドポンなど）

持動きやすい服装、室内靴、タオル

　※飲み物は用意します。

ボッチャ体験してみませんか
とみさとボッチャの会　井上

090（1115）9286

日９月７日（土）、28 日（土）

　13：00 ～ 15：00

場とみさと市民活動サポートセンター

イベント

第67回印旛郡市理科作品展
成田小学校　伊橋　 （22）1334

日 9 月 14 日（土） 9：00 ～ 16：00

　入場は 15：30 まで

場印旛教育会館大ホール

　＜成田市寺台 246-4 ＞

なかよし動物
フェスティバル 2019
県動物愛護センター　 （93）5711

日 9 月 15 日（日）10：00 ～ 15：00

場イオンモール成田屋外第 3 駐車場

　＜成田市ウイング土屋 24 ＞

内各種イベント、犬とのふれあい、動

　物愛護紙芝居、動物相談、獣医師体

　験、チーバくんと写真撮影　など

第40回富里福葉苑文化祭
富里福葉苑　 （93）8133

日 11 月 16 日（土）10：00 ～ 15：00

場富里福葉苑＜中沢 975‐３＞

内○利用者による合唱

　○チャリティバザー　ほか

他 10 月１日（火）～ 11 月３日（日・祝）

　の期間、バザー品（衣類日用雑貨品、

　食器類など）の提供を受け付けてい

　ます。ご協力をお願いします。

　※家電製品（新品を除く）・布団類

　は不可

令和元年度
第２回富里歴史講座
申込 市立図書館

（90）4646　FAX（90）4645

写真で見る富里の歴史

七栄開拓150年。大正・昭和・平成の記録

その２

日９月 29 日（日）10：00 ～ 11：30

場市立図書館２階ＡＶホール

講林田利之（市生涯学習課文化資源活用室長）

定 80 人　

申次のいずれかの方法で申し込み

 　○電話　○ＦＡＸ（氏名・ＦＡＸ番号を明記）

　○図書館カウンター　

※保育サービス、手話通訳・要約筆

記が必要な人は、９月 18 日（水）ま

でに申し込んでください。

ふくし

中途失聴者・難聴者との
手話学習とミニ懇談会
NPO 県中途失聴者・難聴者協会

FAX 043（461）6533

　　　047（432）8039

日 9 月７日（土）13：30 ～ 16：00

場佐倉市中央公民館

　＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞

費初回のみテキスト代 1,200 円

他要約筆記で聞こえのサポートをします。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　 FAX （93）2215

日９月 20 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

第 19 回障害者雇用促進
就職面接会
申込 ハローワーク成田

（27）8609　FAX （27）1889

ハローワーク（公共職業安定所）では、

県と千葉市との共催で障がい者（身体、

知的、精神）の人を対象とした就職面

接会を開催します。

求人企業は、約100社を予定しています。

日 10 月 24 日（木）

　13：00 ～ 16：00

場千葉ポートアリーナ

　＜千葉市中央区問屋町１－ 20 ＞

申 10 月３日（木）まで

オレンジ喫茶　風輪（ふうりん）
申込 高齢者福祉課　 （93）4981

認知症の人や認知症の人を支える家族

が集う喫茶。季節や景色を感じながら

自由におしゃべりしませんか？

日 10 月 8 日（火）10：00 ～ 12：00

　※雨天時は 10 月 15 日（火）

場新木戸大銀杏公園

対認知症の人やその家族

定 15 人程度　費 100 円（お茶菓子代）

申 10 月 1 日（火）まで

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。
 

絵手紙教室

　日９月４日（水）、18 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日９月 11 日（水）、25 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　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９月 10 日（火）14：00 ～ 15：30

　内運動会

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

　日９月 17 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」

　日９月 27 日（金）13：30 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

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

　日９月２・９・30 日（月）

　　14：00 ～ 15：00

　内●とみさと健康ちょきん体操

　　●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）」

　日９月 20 日（金）14：00 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

小物づくり「季節の小物づくり」

　日９月 13 日（金）

　　10：30 ～ 12：00

医療講演会
成田富里徳洲会病院　地域連携室

070（3176）9118

日９月 17 日（火）

　15：00 ～

場成田富里徳洲会病院

　２階多目的ホール 1

内ホントに怖い心臓弁膜症

　～大動脈弁狭窄症について～

講嶋田　直洋さん

　（成田富里徳洲会病院心臓血管外科医）

子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て９月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

９月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日９月 10 日（火）

　※前日までに入金確認をお願いします。

児童扶養手当現況届
子育て支援課　 （93）4497

児童扶養手当を受けている人は、すで

に送付されている現況届を提出する必

要があります。忘れずに子育て支援課

に提出してください。

ひとり親家庭の
医療費を一部助成
子育て支援課　 （93）4497

18 歳までの子どもがいる母子・父子家

庭世帯の人が、保健医療機関の診療や

調剤を受けたとき、その自己負担額を

一部助成しています。

ただし、所得が一定以上あるときや生

活保護世帯は対象になりません。

持印鑑、健康保険証、通帳またはキャッ

　シュカード

ほっかほかクラブ
「自由に遊ぶ集い」

日吉台地区社会福祉協議会　高徳

（93）2755　

日９月23日（月・祝）10：00～12：00

場北部コミュニティセンター 2 階和室

対 3 歳までの子どもと保護者

費 1 家族 100 円

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

センター室開放

0歳・妊婦 水曜日 14：00 ～ 15：30

0 ～ 5 歳児

月～土曜日
9：00 ～ 11：30

（11・14・20・26・28日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00 ～ 15：30

（３・20 日を除く）

双子または
三つ子

11 日（水）
9：00 ～ 11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日９日（月）～ 14 日（土）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

親子おはなし会

　 ● 0 歳、妊婦

　　日 11 日（水）

　　　15：10 ～ 15：30

　 ● 0 ～ 5 歳児

　　日 19 日（木）

　　　11：10 ～ 11：30

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 18・25 日（水）9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで
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