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イベント

文化祭「とみよう祭」
県立富里特別支援学校　鈴木

（92）2100

日 11 月９日（土）

 　9：30 ～ 13：45　

　販売・舞台発表は、10：00 ～ 13：00

場県立富里特別支援学校

　＜七栄 483 － 2 ＞

内○小学部のステージ発表

　○中学部・高等部の作業製品販売、

　　各施設の販売活動

持スリッパ、エコバック

文化祭「かよう祭」
県立香取特別支援学校　

0478（72）2911

日 11 月９日（土）

　 10：00 ～ 13：20

場県立香取特別支援学校

　＜神崎町大貫 383-13 ＞

内小学部発表、中・高等部作業製品の

　販売、児童生徒の作品展示、遊びコー

　ナー、模擬店　など

持スリッパ

椎名豊 Special Trio & 
Big Band コンサート
ハイノーツ・ジャズ・オーケストラ

 hn jo .nrt@gmai l .com

富里高校の OB 主体で結成したハイ

ノーツ・ジャズ・オーケストラが世界

的に有名なジャズピアニストの椎名

豊さん率いるトリオと富里高校ジャズ

オーケストラ部を招き、ジョイントコ

ンサートを開催します。

日 12 月１日（日）

　開場 13：00　

　開演 13：30 ～

場中央公民館講堂

出●椎名豊（ピアノ）

　●レジナルド・ヴィール（ベース）

　●アリ・ジャクソン（ドラム）

　● High Notes Jazz Orchestra

　●富里高校ジャズオーケストラ部

費●前売り 3,500 円 

    ●当日 4,000 円

申チケット予約サイト

  http ://www7a.b ig lobe .ne . jp/

  ~h igh-notes/

他 未就学児は入場不可

防火ポスター展
消防本部予防課　 （92）1313

市内小学生から出展された防火ポス

ターの入選作品を展示します。

日 11 月８日（金）～ 17 日（日）　

　 9：30 ～ 18：00

場市立図書館 1 階

スポーツ

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

ボッチャとは、東京パラリンピックの正

式種目で、誰でも楽しめるボール競技で

す。ボッチャは、楽しみながら、参加者

同士がすぐに仲良くなれるのが魅力です。

日 11 月９日（土）、30 日（土）

　13：00 ～ 15：00

場とみさと市民活動サポートセンター

第 73 回秋季
バドミントン大会

申込  渋谷　 090（7806）8479

FAX （93）7207

〒 286 － 0211　御料 910 － 86

日 12 月１日（日）集合  8：30　　

場社会体育館２階アリーナ

内男・女ダブルス、３部制

対市内在住または在勤で中学生以上

費１人 1,000 円

　※当日集金

申 11 月 22 日（金）までに氏名、住所、 

 　電話番号、希望部門（男・女、１～

　３部）を記入して郵送またはＦＡＸ。

　郵送またはＦＡＸ後、電話で連絡し

　てください。

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 12 月３日（火）

　 19：00 ～ 21：00

場社会体育館 2 階アリーナＡ面

内子どもから大人まで楽しめるニュー

　スポーツ（バドポンなど）の体験

講市スポーツ推進委員

対市内在住または在勤の人

　未成年者は必ず保護者同伴

持●運動のできる服装

　●室内履き　

　●汗拭き用タオル

　※飲み物は用意します。

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 11 月２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 11 月 11 日（日）

場福祉センター

内旭市散策

対 18 歳以上で、精神科などに定期的

に通院している人

　に通院している人
令和元年度富里
障がい者フェスティバル

社会福祉課

(93)4192　 FAX (93)2215

12 月３日～ 9 日の「障害者週間」に

あたり、障がいのある人に対する理解

を深めてもらうために開催します。

日 12 月７日（土）9：00 ～

場福祉センター集会室

内バンドの生演奏による芸能発表など

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 11 月 6 日（水）、20 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日 11 月 13 日（水）、27 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 11月12日（火）14：00～15：30

　内美しい音楽を聴きながら秋のひと

　　ときを過ごしましょう

　
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 11月 19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 11月 22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 11 月 11・18・25 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 11 月 14 日（木）10：30 ～ 12：00

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日 11月20日（水）14：00～15：00

　内○情報交換

　　○ミニレクリエーション

　　○お茶飲み会
医療講演会
成田富里徳洲会病院　地域連携室　

070（3176）9118

日 11 月 26 日（火）16：00 ～

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）

～ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心～

この時期はストーブなどの暖房器具を使用することが多くなりますので、暖房

器具の取り扱いには十分注意し、火災を起こさないように気を付けましょう。

また、就寝前の火の元の点検をお願いします。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

■３つの習慣

○寝たばこは絶対やめる

○ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する

○ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す

■４つの対策

○逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する

○寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する

○火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器などを設置する

○お年寄りや身体の不自由な人を守るため、日頃から隣近所の協力体制をつくる

住宅用火災警報器の設置は義務です

寝室、寝室がある階の階段に煙感知器を設置しましょう。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感

知しなくなることがあります。定期的に点検し、10 年を目安に交換しましょう。

悪質な訪問販売にご注意ください

住宅用火災警報器の設置が義務化されたことで、悪質な訪問販売・点検が発生

しています。

消防職員が販売、特定の業者にあっせんや販売・点検を依頼することはありま

せん。

11 月 9 日～ 15 日　秋の火災予防運動

問  消防本部予防課　 （92）1313


