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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 10 月５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 10 月 17 日（木）13：30 ～ 15：30

場中央公民館玄関ホール

内トマト収穫体験

対 18 歳以上で、精神科などに定期的

　に通院している人

心身障害者扶養年金
社会福祉課　 　(93）4192

　　　　　 FAX（93）2215

制度の詳細は、問い合わせてください。

対次のいずれかに該当する障がい者　

　（児）の 65 歳未満の保護者

　①身体障害者 1 ～ 3 級の人

　②療育手帳所持者

　③精神または身体の永続的な障がい

　　があり、その程度が①または②と

　　同程度と認められる人

費掛け金

　１口 9,300 ～ 23,300 円

　加入時の保護者の年齢によって変わ

　り、2 口まで掛けられます。

　給付内容

　1 口加入　月額 2 万円

　2 口加入　月額 4 万円

医療講演会
成田富里徳洲会病院

地域連携室　 070(3176)9118

日 10 月 29 日（火）16：00 ～

場成田富里徳洲会病院2階多目的ホール1

内症状のないサイレントキラー、

　大動脈瘤について

講嶋田直洋さん（成田富里徳洲会病院

　心臓血管外科医）

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 10 月２日（水）、16 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日 10 月９日（水）、23 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 10 月８日（火）

　　 14：00 ～ 15：30

　内お手玉づくり

　費１回 100 円

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 10月 15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 10月 25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 10 月７・21・28 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

小物づくり「季節の小物づくり」

　日 10 月 10 日（木）

　　 10：30 ～ 12：00

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日 10月20日（日）14：00～15：00

　内○情報交換

　　○ミニレクリエーション

　　○お茶飲み会

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 10 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。

10月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日 10 月 10 日（木）

　※前日までに入金確認をお願いします。

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。

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

※ 10 月から幼児教育無償化が始まり、

3 歳児以上は無償化の対象となります

が、3 歳児未満は無償化の対象外とな

るので、費用を一部負担いただきます。

保育所等訪問支援事業

お子さんが通っている園に、支援専門員

が訪問し、集団適応できるよう支援を行っ

ています。詳しくは問い合わせてください。

児童手当の支給月
子育て支援課　 （93）4497

日 10 月 10 日（木）

　支給対象月　6 月～ 9 月分

　※９月 20 日までに現況届を提出し

ていない人は今回の振込日に支給され

ません。詳しくは問い合わせてください。

ほっかほかクラブ
「バルーンアートで遊ぼう」

日吉台地区社会福祉協議会　高徳

（93）2755　

日 10月28日（月）

　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

（９・12・18・25・26日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00 ～ 15：30

（１・18・25・29 日を除く）

双子または
三つ子

９日（水）
9：00 ～ 11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日７日（月）～ 12 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 23 日（水）

　　　15：10 ～ 15：30

葉山こども園との交流

　日７日（月）　

　　※雨天時は８日（火）

　　10：00　葉山キッズ・ランド集合

　　10：15 ～ 11：00　園児との交流

　対 未就園児

　持飲み物、帽子　

日 11 月 30 日（土）11：00 ～ 18：30（予定）※ 雨天中止

　 ※イルミネーション点灯  17：30 ～ 　　

場新木戸大銀杏公園

他●イベントに参加される団体・サークル（ダンス・バンドなど）を募集して

　　います。

　●キッチンカー、模擬店も募集しています。（出店費 10,000 円）

七栄開拓150年記念イベント

問い合わせ先　市役所通り商工振興会　柿沼　 080（1308）7544

　　　　　　　 七栄商店会　　　　　　相川　 090（3527）5469

　　　                                                               　FAX   （93）1773

七栄開拓 150 年を記念してイベントを開催します。

市内で開催されている行政相談は、「人権相談」と「心配ごと相談」と合同で、

次のとおり開催しています。

日毎月第４火曜日（祝日などの場合は翌週）　

　10：00 ～ 14：30（10 月は 29 日（火）に開催）

場福祉センター２階会議室

※日時・場所は都合により変更する場合がありますので、「広報とみさと」な

どで確認してください。

富里市行政相談所

総務省では、行政相談制度について広く国民の理解と認識を深め、その

利用を促進するため、全国的に様々な行事を展開します。

行政相談週間

　　10月７日（月）～13日（日）

問秘書広報課　 （93）1112

日１月 12 日（日）受付 10：00 ～

　式典など 10：30 ～

場中央公民館講堂

　飲食物の持ち込みは禁止です。持ち込もうとしたときは、主催者の判断で預

　かる場合があります。皆さんの成人式ですので、ご協力をお願いします。

対平成 11 年 4 月 2 日～平成 12 年 4 月 1 日に生まれた人

※対象者には 12 月上旬に案内状を送付します。市内に住民票がない人でも出席

できます。なお、市外に案内状の送付を希望する人は、連絡してください。

令和２年成人式 問生涯学習課　 （93）7641


