
子どもたちへの事業　           事業費 311,200円　   4.3％
●夏休みの子ども会の行事に対して、参加した小学生1名につき、200円を助成
するもので、本年度は34団体へ助成を行っています。

赤い羽根共同募金が始まります
（10月1日 ～ 3月31日）
赤い羽根共同募金が始まります
（10月1日 ～ 3月31日）
　赤い羽根共同募金運動は、高齢者、障がい者、子どもたちなどを支援するさま
ざまな福祉活動や、災害時の支援に役立てられます。
　共同募金運動の期間は10月1日から翌年3月31日までの6か月間で、全国   
一斉に行われます。
　昨年、市民のみなさまからお寄せいただいた赤い羽根共同募金は千葉県共同
募金会を通じて、成田市内の福祉事業と千葉県内の福祉施設への助成や災害
対策費として使われています。

健康・福祉まつりでの募金活動

　共同募金運動の一環として、12月に歳末たすけあい
運動を実施しています。市民のみなさまからいただいた
募金は、準要保護世帯の児童が学用品などの購入の際の補助、養護施設や
障がい者施設に入所している児童や養護老人ホームに入所している高齢者
への見舞金、また市内の民間福祉施設、地区社会福祉協議会が行う事業費の
一部として配分され、活用されています。　

成田国際高校、中台
中学校、中台地区社会
福祉協議会の方々に
ご協力いただきJR、
京成成田駅周辺で街
頭募金を行いました。

歳末たすけあい募金（１２月１日～１２月３１日）

市内の施設で行われた歳末たすけあい募金助成事業の様子

令和元年度目標額　6,310,000円

令和元年度目標額　9,230,000円

令和元年度の実施事業 　事業費 7,386,000円

障がいを持つ方への事業　     事業費 599,041円　   8.1％
●「心身障がい児者招待事業」として大型バス1台とリフト付き大型バス1台を 
用意し、ディズニーランドへ52名の方を招待しました。

●夏休みに障がいを持つ子どもたちと一緒に軽スポーツを楽しむ「夏休み子ども
ふれあいサロン」を開催しました。
●精神障がいを持つ方たちが集い、話し合いや調理などのプログラムを通じて
仲間づくりや気分転換をはかる「憩いのサロン」やひきこもりの方が集う場所
として「ひきこもりほっとサロン」を開催しています。
●精神に障がいを持つ方が同様に障がいを持っている方を支える、「ピアサポー
ター養成講座」を開催します。 夏休み子どもふれあいサロン

サンタさんと一緒にクリスマス会 
（ゆったり文化村成田デイサービスセンター）

年賀状作り
（生活クラブ風の村デイサービスセンターなりた）

高齢の方への事業　               事業費 56,976円　   0.7％
●シルバーいきいき作品展などに利用されています。

戦没者追悼式

市民のみなさまへの事業　事業費 6,418,783円　86.9％
●市民の参加と協力を得て、高齢者や障がいを持つ方の掃除や買物、食事の支度などの家事援助サービス
「成田おたすけ隊」を行っています。コーディネーターが相談を受け、支援をする協力会員を派遣しています。
●ボランティアグループが行う活動を支援するために、助成金を交付しています。
●火災に見舞われた方へ見舞い金をお届けしています。
●戦没者追悼式・慰霊塔・新盆精霊等流灯会（灯篭流し）などで献花・供物、また、無縁仏供養のため使われて
います。
●年に4回、広報紙「福祉なりた」を発行し、新聞折込みで、福祉に関する情報をみなさまにお届けしています。

10月1日より、成田市社会福祉協議会事務局窓口
で一定額以上ご寄付下さった方に「初音ミククリア
ファイル」4種の内、1つを差し上げます。 数に限り
がございますのでお早めにどうぞ。

成田おたすけ隊の活動

令和元年度事業費 5,500,000円
区　分

準要保護児童見舞金（770名分）
地区社会福祉協議会配分金（16地区分）
市内民間福祉施設配分金（98施設分）
児童養護施設入所児童見舞金（24名分）
障がい者施設入所児童見舞金（8名分）
養護老人ホーム入所者見舞金（7名分）
事務費
配分金合計

配分金額
2,310,000円
1,800,000円
1,000,000円
192,000円
64,000円
56,000円
78,000円

5,500,000円

割　合
42.0%
32.7%
18.2%
3.5%
1.2%
1.0%
1.4%

100.0%

　赤い羽根・歳末たすけあい募金につきましては、街頭で行う    
募金、職場や学校で行う募金の他に自治会・町内会を通じてお願い
している戸別募金があります。
　市民のみなさま一人ひとりのやさしさが住みよい地域づくりに
つながります。ご理解とご協力をお願いいたします。

■令和元年10月1日発行
発行╱社会福祉法人  成田市社会福祉協議会
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☎0476-27-2161

成田雪販商事株式会社
代表取締役 佐野田 邦宏
成田市橋賀台1-46-1

なり　 た　 ゆき　はん

恵 megumi
ガセリ菌SP株
ヨーグルト100g

「内臓脂肪を減らすのを助ける」

特定
保健用
食品

高齢、障がい、病気やケガ、また育児等で
自由に外出できない方におすすめ！

お気軽にお電話ください

☎090-6488-6282
訪問美容室ミエ 検索

美容室ミエ
NPO 法人全国介護
理美容福祉協会認定

※訪問中は電話に出られない場合もあります。留守
番電話に伝言頂ければ、こちらよりご連絡致します。

美容福祉師、ヘルパー2級

デイサービス施設
多数専属訪問中！

美容サービス
自宅で簡単に髪のお手入れ

訪問

訪 問

眉カット等のサービス有♪

パーマ、カラーも
承ります♪

成田市公津の杜2-14-1（京成公津の杜駅交番の向かい）

☎0476-28 -6555

公津の杜あべ歯科クリニック
医療法人社団 五佑会

環境を整えています。環境を整えています。環境を整えています。環境を整えています。環境を整えています。環境を整えています。
＊子どもたちがリラックスして治療できる
環境を整えています。

【診療時間】
月～金・・・  9：00～12：00

14：00～19：00
土・・・・・・・・・・10：00～12：00

14：00～18：00
【休 診 日】日曜、祝日

健康はお口のケアから！

歯科衛生士
募集しています
アルバイト可!

　乗ったまま利用が  
できますのでこれまで
大変だった階段が安全
に昇降できます。
　昇降の際にはヘルパ
ーが２名付き添います
ので、さらに安心です。
※利用料金は階層によって  
異なりますので、お気軽に 
お問い合わせください。
（介護保険が適用されます）

予約直通電話 ☎080-9454-8886

安全・安心・親切が私たちのモットーです
福祉タクシー
一般社団法人

【受付時間】8：00～18：00   成田市飯仲36-21
☎0476-36-8886   50476-36-8564
E-MAIL：happyheart@bh.wakwak.com

ハッピーハート成田店

自走式階段昇降機
導入しました。導入しました。導入しました。
自走式階段昇降機自走式階段昇降機自走式階段昇降機自走式階段昇降機を
導入しました。

　公団・団地にお住まいで
　　階段の昇り降りが不安な方に

◎福祉サービス(介護保険や障害者総合支援法に基づく福祉サービス)を利用したいが申込方法や手続きが分からない。
◎通帳や印鑑、大切な書類など無くしたり、置き忘れたり、仕舞い忘れてしまう。
◎公共料金や医療費などの支払い、銀行や郵便局で払い戻しなどの手続きができない。

　日常生活を送るのに不安があったり、判断能力や認知能力、意思表示の能力が低下しはじめた高齢者や知的障がい者、精神障がい者の方へ定期的に   
訪問し、福祉サービスを利用する手伝いや、日常的な金銭管理をすることで住み慣れた地域で生活できるように支援を行います。

●福祉サービス利用援助　～福祉サービスを安心してご利用できるようお手伝いします～
利用したい福祉サービスについての情報提供をします。
福祉サービスを利用したり、やめたりする際に必要なことを一緒に考えながら手続きをします。

●財産管理サービス　～毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします～
医療費、税金、公共料金等のお支払いのお手伝いをします。
所有する口座から生活に必要なお金を払い出してお渡しします。また、預け入れも行います。

●財産保全サービス　～大切な書類や印鑑などをお預かりします～
【お預かりできるもの】　年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類、実印、銀行印、その他社会福祉協議会が適当で

あると認めた書類など。（宝石、有価証券などは取り扱えません。）

◎福祉サービス(介護保険や障害者総合支援法に基づく福祉サービス)を利用したいが申込方法や手続きが分からない。
◎通帳や印鑑、大切な書類など無くしたり、置き忘れたり、仕舞い忘れてしまう。
◎公共料金や医療費などの支払い、銀行や郵便局で払い戻しなどの手続きができない。

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業 このようなことで困っていませんか？

　Uさんは脊髄小脳変性症とリュウマチを患っており、車椅子で生活しています。
ホームヘルパーや遠くに住む姪の支援を受け、お一人でバリアフリー住宅にお住まいになっています。家事も出来ることは自分で
行っていますが、外出は困難です。
　日常生活自立支援事業を利用して、生活支援員が2カ月に1回訪問し、郵便局の口座から生活費をおろしてUさんに手渡してい
ます。
 
　平成17年から社会福祉協議会のこの事業のお世話になっています。光熱水費などは以前に引き落としの手続きをしてもらいまし

たので、生活費を生活支援員の小川さんに郵便局からおろしてもらっています。おろしてもらったお金は病院やマッサージの支払いなどに使用しています。
　支援員の小川さんにはもう7年ぐらいお世話になっていて、来て下さると、話を聴いてくれて、いろいろ相談などにも乗ってもらっています。
　小川さんの前に長く支援員として来てくださっていた浅野さんとは茶飲み友達のような関係になっていて、浅野さんが定年で社協をお辞めになった 
今でも、近くを通った時には気遣って様子を見にいらして、声を掛けてくださってくれています。とてもありがたく思います。
　昨年、腕を骨折してしまい、その時はずいぶん不自由しましたが、専門員の大島さんに介護サービス事業所や福祉施設などに働きかけてもらい、おかげ
さまでまた自分の家で暮らすことができるようになり、ほっとしています。
　体調のこともあり、なかなか遠くへ出かけることもかなわないので、古い友人たちとの文通を楽しみにしております。姪に綺麗な便箋や封筒などの   
文房具を買ってきてもらい、小川さんに郵便局に生活費をおろしに行ってもらった際に記念切手や変わった切手など珍しい切手を買ってきてもらって  
います。それを貼ってヘルパーさんやケアマネージャーさんに投函してもらいます。友人たちからの便りを楽しみに、楽しく文通が出来て日々の暮らしの
励みにもなっています。私に関わってくださっている皆さんに助けられて生活していることにとても感謝しています。

利用者の声利用者の声
UさんUさん

【専　門　員】ご本人の生活状況の確認をして契約までの調整を行い、支援計画を作ります。また、関係機関との調整や生活
支援員への指導も行います。

【生活支援員】一定の研修を受けた社会福祉協議会の非常勤職員です。利用者宅を定期的に訪問し、預貯金の引き落とし、
支払いの代行などの支援を行います。

日常生活自立支援事業には
社会福祉協議会の職員が
対応します

ご利用になるまでのながれ

⑤利用料について
　契約の締結までは費用は掛かりません。
契約後は年会費と利用料が掛かります。 
年会費は3,600円、財産保全を利用する 
場合は別途3,000円が必要となります。 
いずれも月割りになります。利用料は支援
時間に応じた金額が発生します。（生活  
保護世帯は無料です。）
【利用料金】１時間 1,000円

（以降30分ごとに500円加算）
【交 通 費】30分以上 500円

（1時間以上一律1,000円）

②訪問調査と審査
　社会福祉協議会の専門員が
訪問し、生活上の困り事など  
お話を伺います。
　お話を伺った結果を契約締結
審査会（法律、医療、福祉の専門
家で構成された審査機関）に  
諮り、利用される方が契約に
あたって判断能
力の有無や支援
する内容が適正
かを審査します。

④支援の開始
　担当の生活支援員 
（または専門員）が支援
計画に基づいて定期的
に訪問し、必要に応じた
福祉サービス利用の手続
きや預貯金の出し入れ、
支払い代行などの支援を
行います。

①相談
　困っていること
があれば、お気軽
に成田市社会福祉
協議会までご相談
ください。

③支援計画の作成・
　契約
　ご本人
の希望を
確認しな
がら、専門員が支援計画
を作成します。計画内容
がよろしければ契約を
結びます。
　申請から契約までの
期間は約2カ月かかり 
ます。

この事業についてのお問合せ、お申し込みは、 成田市社会福祉協議会 ☎27-7755へ
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☎0476（22）1523
（株）岩立モータース

お車の安心をお約束!お車の安心をお約束お車の安心をお約束お車の安心をお約束!お車の安心をお約束!

お車の引取、納車ＯＫ！
時間に余裕のない方、また
遠方の方もご利用ください。

お車の引取、納車ＯＫ！
時間に余裕のない方、また
遠方の方もご利用ください。

代車　　
無料貸出

お車一台一台のサービス
カルテを作り、全面的に
バックアップいたします。

愛車のカルテで
万全の整備

技術者全員が2級整備士の
資格を保有し、高い技術で
対応します。独自の板金・
塗装システムにより短期間
で仕上げます。

修理も
おまかせ
ください！

食品の寄付にご協力ください

※生活困窮の支援として、「ガスが止まってしまって調理ができない」「お湯が沸かせなくて困っている」「電気が止まってしまった」という方
も多いため、ご家庭で不要となった電気ケトルやポット、カセットコンロ、懐中電灯の寄付も募集しています。

　成田市社会福祉協議会及び暮らしサポート成田    
では、ご家庭や企業から食品のご寄付をいたただいて
おります。
　いただいた食品は、市内の生活に困窮している方へ
提供されるほか、フードバンクちば(ワーカーズコープちば)と連携
し、県内の相談機関などを経由し、同様に食品を必要としている
方々の元へ送られています。
　暮らしサポート成田に相談に来られる方の中には、「明日食べる 
ものがない」、「一時的にお金がなくて、翌月の給与が入るまで食品
が買えない」といった逼迫した相談が多く、支援を必要としている 
方が増えている一方で、提供できる食品が不足しています。
　みなさまのご家庭でご寄付いただける食品があれば、ご協力を 
お願いします。

【問合せ】 成田市社会福祉協議会 ☎27-7755 / 暮らしサポート成田 ☎20-3399

カップ麺やレトルト食品や缶詰など、調理が簡単で 
すぐに食べられる食品の需要が多いです

●主食となるもの（お米や麺類など）
●保存食品（缶詰や瓶詰など）
●レトルト食品・インスタント食品 
●乾物（のりや豆など）
●菓子類
●飲料（アルコールを除く）
●調味料各種・食用油
●お歳暮やお中元などのギフトパック

ご注意いただきたい点
※賞味期限が明記されており、２ヶ月以上あるもの
※常温で保存が可能なもの   ※未開封であるもの
※お米は前年度産まで

ご寄付いただきたい食品

成田市健康・福祉まつり成田市健康・福祉まつり成田市健康・福祉まつり成田市健康・福祉まつり

づくりや福祉などについて、小さなお子様からご高齢の方まで幅広い年代の方が  

てお越しください。てお越しください。てお越しください。てお越しください。てお越しください。てお越しください。てお越しください。てお越しください。てお越しください。てお越しください。

　《安心して暮らせる健康と福祉のまち》をテーマに、健康づくりと充実した福祉
を目指して、成田市保健福祉館で「成田市健康・福祉まつり」が開催されます。健康
づくりや福祉などについて、小さなお子様からご高齢の方まで幅広い年代の方が  
楽しめ、さまざまな体験や学習ができる2日間です。ご家族やお友達をお誘い併せ
てお越しください。

第18回

【日　時 10月20日（土）・21日（日） 9：00～16：009：00～16：009：00～16：009：00～16：009：00～16：009：00～16：00

至 

駅
川
湯
田
成

京葉銀行

会場の駐車場は混雑が予想されますので、路線バスをご利用ください。JR成田駅西口より
千葉交通バス2番線のりば
中台経由北高校行･成田湯川駅行、赤坂公園下車、徒歩1分（大人220円）
中央通り･成田湯川駅行、保健福祉館下車（大人220円）

（大人200円）

会場へは路線バスで

【主　催】成田市健康・福祉まつり実行委員会　　　【問合せ】成田市保健福祉館  ☎27-5000

イベント

入場
無料

大人気！ミニトレイン
大人気！ミニトレイン

【日　時】10月19日（土）・20日（日） 9：00～16：00
【会　場】成田市保健福祉館（赤坂1-3-1）

講演会　会場：多目的ホール
◎成田赤十字病院公開健康講座
【日　時】20日（日） 10：00～11：30
【内　容】「貧血と血液疾患について」 　副院長　青墳　信之 氏
【共　催】印旛地域リハビリテーション広域支援センター
【申　込】成田赤十字病院社会課　☎0476-22-2311（内線7502）

◎メンタルヘルス講演会
【日　時】20日（日） 13：30～15：30
【内　容】「少子高齢化社会をいきいきと

 ～元気な人々が住む地域に共通すること～」
東京大学高齢社会総合研究機構
客員研究員  木村　清一 先生

【主　催】成田市精神保健福祉推進協議会
※当日会場にお越しください 講演会で病に対する知識を学ぶ

●健康チェック・健康情報の展示
骨密度測定・身体計測・体脂肪測定・肌年齢測定、健康
食の試食、健康体操、食育ゲーム、ストレスチェック、  
薬の相談・血管年齢測定、むし歯になりやすいか唾液
のチェック
◇20日…ナースによる健康相談

●健康ぼらんてぃあ
◇19日…笑医の集い(展示・スタンプラリー）/

若がえり隊（ハンドベル演奏、革細工製作、販売）、
ノルディックウォーキング（10：00～ ※9:00時点
で雨天の場合は中止します。）

●おもちゃクリニック
こわれてしまった大切なおもちゃや本を診察して修理します。

●テント村
◇ジュース・パン、綿菓子、焼き
そば、フランクフルトや野菜 
など食料品の販売・施設で   
作った工芸品、作品等の    
販売・お子様が楽しめる
ゲーム・展示など

●ちびっこあつまれ
【ちびっこ広場】19日…手作り紙芝居・パネルシアター

20日…人形劇・ゲーム・手作りおもちゃ
【多目的ホール】19日…「JAL折り紙ヒコーキ教室」 13：00～
【会議室１・２】20日…遊びの広場「手形アート・工作教室」

●福祉のイベント
◇19日…オアシスの会（認知症家族の会活動紹介・個別相談)、

いきいき百歳体操体験、手芸・折り紙、
チャレンジド歌舞伎（障がい者を中心としたミュージカルの公演 13：00～）
障がい者スポーツボッチャ体験

◇20日…お口の健康広場(高齢者の口腔機能チェック)・マッサージ体験（13：00～）

●子育て支援　ベビーマッサージ、思春期・女性相談、手作りおもちゃ

うなりくんふわふわ
ドーム（20日のみ）
うなりくんふわふわ
ドーム（20日のみ）
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成田市宗吾3-565-1（宗吾霊堂前）

食堂 まぐろや

★まぐろ丼 税込1,000円
★定食　税込1,000円～
宗吾霊堂参拝後にどうぞ
お立ち寄りください！

☎0476-33-3385
11：30〜15：00 年中無休 (ラストオーダー 14：45)

ココ
山形屋

←至京成酒々井駅

至宗吾参道駅↓

甚
兵
衛
そ
ば

↑至印西

至
成
田
↓

セブン
イレブン

宗吾
霊堂

464

千葉テレビで話題になったお店です！
「新鮮まぐろ丼」が自慢の店

おかげさまで5周年おかげさまで5周年

佐 合 畳 店
さ　　　   ごう

☎0476-22-2345

この広告をお持ちの方は
畳4枚ごとに1,000円値引きいたします。
※他のサービスとの併用はできません。 ※裏返しは対象外です。

子育て応援チーパスの店
子ども部屋5％OFF‼

お子様の健康に配慮した畳表も取り扱っています。

http://www.sagou-tatami.com 佐合畳店 検索

小さいお子様をお持ちのご家族必見！

□汚しても安心
□飛び跳ねても安全
□大きくなるまで交換不要の耐久性

カラー畳・和紙表カラー畳・和紙表カラー畳・和紙表

お手入れ簡単でダニやカビを  
寄せ付けにくい「和紙畳 健やか  
おもて」など子育てに便利な畳表
も取り扱っています。

和紙でできているから…

畳を替える
なら今！

【発行部数】
【サ イ ズ】
【広 告 料】

43,000部（市内全域に新聞折込）
1枠 縦 87ミリ×横 58ミリ
カラー…1枠 9,000円（税込）
2色……1枠 7,000円（税込）
★年間掲載（年4回）で1割引

成田市社会福祉協議会
☎0476-27-7755
掲載希望は下記までお問い合わせください

の

広告募集！！

〒286-0841 成田市大竹370　 FAX.0476(20)6665

☎0476(37)5277

『家にいながら施設のような見守り』
安心できるサービス

定期巡回・随時対応訪問介護看護サービスの

✿提供地域がありますので、お気軽にお問い合わせください。
✿サービスについて知りたい方は説明に伺います。
✿提供地域がありますので、お気軽にお問い合わせください。
✿サービスについて知りたい方は説明に伺います。

●定期的な訪問　●随時の対応(電話等)
●困った時に駆けつけるサービス
●看護師が健康状態の把握や管理

●定期的な訪問　●随時の対応(電話等)
●困った時に駆けつけるサービス
●看護師が健康状態の把握や管理

風の村なりた スタッフ募集中

成　田
土屋店

お見積り無料

受付 8：00～20：00
0120-455-035
おそうじ本舗 成田土屋店 検索

スッキリきれいで快適生活！
日頃手が回らない頑固な汚れや隠れた
汚れもしっかりクリーニングいたします。

おそうじ本舗にご相談ください

TEL0476-37-5500成田デイサービスセンター

イオンモール成田前 ミニストップ脇 成田市土屋字山ノ﨑712-2

運営：有限会社 洛陽堂
ゆったり文化村ゆったり文化村ゆったり文化村

 お気軽にお問合せ
ください♪

http://www.yuttari.biz

●厨房スタッフ（パート）
【仕事内容】ご利用者さまの

昼食の準備など
【勤務時間】9：00～14：30（昼食付）

（勤務時間、日数はご相談に応じます）
【資　　格】普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
【時　　給】900円

村の仲間募集中！

ゆったりの達人に
　　なりませんか
ゆったりの達人に
　　なりませんか

令和元年6月1日～8月31日（敬称略・順不同）

あたたかい善意ありがとうございます

◆（有）フラワーショップサクマ
◆静香流大栄吟詠会
◆千葉土建八街支部成田分会
◆榎本殖利
◆イトーヨーカドー労働組合成田支部
◆成田市グラウンドゴルフ協会 2件

一般寄付《寄付金》

◆成田市高齢者クラブパークゴルフ大会

善意銀行《寄付金》

イトーヨーカドー労働組合
成田支部様

　介護保険制度の認定を受けている方や障害者手帳を持って
いる方で、歩行が困難なため公共交通機関の利用が難しい方を
医療機関等に送迎する仕事です。

【募集人員】若干名　　【時　　給】1,010円（交通費別途支給）

【資　　格】65歳未満で普通免許所持者かつ過去2年間に免許停止
処分を受けてない方。（2種免許所持なお可）

【勤務時間】月曜日から土曜日の8：30～17：00の数時間

【応募方法】履歴書（写真添付）を下記へ送付かご持参ください。
〒286-0017 成田市赤坂1-3-1 成田市社会福祉協議会

移送サービスドライバー募集!成田市社会福祉協議会 非常勤職員

　成田市ボランティア連絡協議会では、子育て
支援活動を行っている8つのボランティア
グループが一堂に集まってのイベント「第7回こども
フェスタ」を開催いたします。
　いろいろな子育て支援グループのプログラムが
1度に体験できる楽しい企画です。

【日　時】11月16日（土）10：00～12：00
【会　場】保健福祉会館 多目的ホール

入場は無料ですので、ぜひお越しください。

おやこでいっしょに！「こどもフェスタ」

昨年のこどもフェスタ
うなりくんも遊びに来ました
昨年のこどもフェスタ
うなりくんも遊びに来ました

　子育てのお手伝いをしてほしい人（利用会員）と子育てのお手伝いをしたい人
（協力会員）が会員となり、お互いが助け合う有償サービスです。協力会員の方
には活動を始める前に基礎研修会の受講が必要となります。
下記の日程で入会説明会を開催いたします。

【入会説明会】10月1日、15日、11月5日、19日、12月3日、17日
毎月第1・3火曜日　10：00～11：00

【基礎研修会】10月15日、11月5日、12月3日
13：30～16：00

【会　　　場】保健福祉館

ファミリーサポートセンターからのお知らせ
　10月から始まる幼児教育・保育の無償化で、ファミリー・サポート・セン
ターの利用料についても一部該当になる場合があります。基準や条件があり
ますので、詳しくは保育課（☎20-1607）へお問い合わせください。

ファミリー･サポート･センター入会説明会＆基礎研修会

　目の不自由な方に『声の広報』を届けるため、音訳を行うボランティアを養成
する講座です。初めての方を対象に音訳の基礎を学びます。

【日　　時】11月29日
12月 6 日、20日
1月10日、17日
2月 7 日、14日、21日、28日
3月 6 日（全10回・全て金曜日）
13：30～15：30

【会　　場】保健福祉館会議室1･2
【内　　容】「視覚障がい者への理解と音訳ボランティアへの期待」

「広報の音訳、わかりやすい読み」

【募集人数】30名（成田市民で初めての方優先、先着順）
【申込期間】11月1日～11月20日
【受 講 料】無料（テキスト代880円は受講者負担となりますので初回11月

29日にご持参ください）

このページの各インフォメーションへの申込み・問合せは

ボランティアセンター ☎27-8010へ

音訳ボランティア養成講座（初級）受講者募集！
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