フレイルを予防しましょう
～自宅でできる簡単体操のＤＶＤを配布しています～

年以上経過していない方は、 ▼申請先＝子育て支援課窓口
体を動かす時間が減ると徐々

で外出の機会が少なくなり、

▼料金＝無料

※来庁が困難である方は要相談。
・問地域包括支援センター
☎０４７５（７０）０４３９

教室の運営（日本語教室委員会）

▼令和４年度実施住民協働事業 スを提供しています。お気軽
・事業名（団体名）＝日本語 にご相談ください。
また、中央公民館と地域づ

しています。

センターでは、市民活動に
紙や市ホームページへ掲載し
ます。皆さんの参加をお待ち 関する相談を受け付けるとと
もに、活動団体に活動スペー

のとおりです。各事業の活動 政や他の団体をつなぐパイプ
状況や参加者の募集は、広報 役です。

対し、補助金を交付しています。 市民活動団体やＮＰＯ団体、
今年度採択された団体は次 市民活動に興味がある方と行

ら公共的課題に取り組む事業に

て明確な役割分担と責任のも ◇市民活動支援センターが利
と、対等な立場で協力しなが 用できます
市民活動支援センターは、

市では、さまざまな団体と 階ホール
市が、お互いの特性を生かし ※申込不要。

事業がスタート

◇ 令 和 ４ 年 度 実 施 住 民 協 働 ▼日時＝４月 日㈮ 時～
▼会場＝保健文化センター３

協 働 のま ち づ く り 通 信

安全安心コーナー

む）および保育料を完納して
いること
生の日から３か月以内
▼祝金の額＝支給対象児１人
と要介護状態の中間に位置す

または白里出張所
に体力が衰えます。この状態

次第、配布終了）

１年が経過してから３か月
☎０４７５（７０）０３３１

問子育て支援課児童家庭班

フレイルは適切な生活を送

配布

▼支給対象者＝支給対象児の
以内に申請してください。

新型コロナウイルスの影響

父母で、次の要件を全て満た
・市税（国民健康保険税を含

・支給対象児を養育している
が続くとフレイルに陥る可能

ることで予防することが可能

性があります。

待に関する通報は、時間外

※緊急時の相談や障がい者虐

です。自宅でできる運動や脳

健康を維持するために自宅

いるＤＶＤを配布します。

トレ、ロコモ体操を紹介して

でも受け付けます。

～ 時 分

している方

４月１日に山武郡市障がい者基幹相談支
援センター
「さんサポ」
が開設されました
８-

支援センター「さんサポ」

手帳の有無に関係無く対応します。 問山武郡市障がい者基幹相談

▼所在地＝東金市南上宿

▼対象＝障がいのある方やそ

が、障がいの種別や障がいの

支援センターは、障がいのあ
☎０４７５（８６）６４７４

山武郡市障がい者基幹相談
る方が住み慣れた地域で、自
の家族、障がい福祉サービス

で過ごすときは、適度に体操

分らしく安心して生活してい

に取り組み、運動不足を解消

の事業所の方など
０４７５（８６）６４７５

けるよう、日常生活に関する

▼対象者＝市内在住の 歳以

市内の飲食、レジャーなど

sanbu-kikan@wanahome.or.jp しましょう。

社会福祉課障がい福祉班

▼相談方法＝来所、電話、フ

上の方

ァクス、メール、訪問など

☎０４７５（７０）０３３７

総合的に行います。
▼開設日時＝㈪～㈮８時 分

相談や情報提供などの支援を
社会福祉士など専門の職員

◇電子感謝券とは

できません。

の支払いに利用できる、地域
限定の電子ポイントです。

・メールでの受発注確認等が
できること

問企画政策課政策推進班
☎０４７５（７０）０３１７

・サービス情報の開示が可能
であること

東金警察署管内
安全安心キャラクター
「とうがめくん」

▼申請期限＝支給対象児の出

につき８万円

下がみられる状態を指します。 ▼配布方法＝高齢者支援課で

る身体的機能や認知機能の低

第３子以降のお子さんへ
～出産祝金８万円を支給～
こと
▼申請に必要なもの＝申請者

▼配布日時＝平日８時 分～

・本市に住所を有してから１
の通帳ほか

フレイルとは、健康な状態

▼支給対象児＝第３子以降の
年以上経過していること

分（ＤＶＤが無くなり

子（出生により本市の住民基
※本市に住所を有してから１

時

続き本市に住所を有する方）

本台帳に記録された後、引き

30

◇ 住 民 協 働 事 業 成 果 報 告 会 くり課前に、活動団体用の広
報スペースを設置し、ポスタ
を開催

食品ロスを意識し、作った料理は残さないようにしましょう

15

令和３年度に住民協働事業 ーの掲示・チラシの配架を行
を実施した２団体による成果 っていますので、ぜひ活用く

出。申込書類は、地域づくり課、中部コミュ
ニティセンター、白里出張所、市ホームペー
ジから入手できます。
※実施に当たり担当課等との調整が必要で
すので、受講希望日の２か月前から１か月
前までの申し込みにご協力ください。
▶その他
・｢大網白里市出前講座」として開催をお願
いします。
・参加者への周知や進行などは、申し込み
団体でお願いします。
・出前講座は、苦情や要望をお聞きする場
ではありません。また、出前講座の趣旨に沿
わない場合はお断りする場合もあります。
・より良い制度とするために、講座終了後に
報告書の提出をお願いします。
申・問地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５(７０)０３４２

17

申

報告会を開催します。自由に ださい。
傍聴できますので、希望者は 問地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５（７０）０３４２
会場へお越しください。

出前講座のメニューが決定

17

ビスを提供する店舗は登録

もしくは市内の原材料を使用

ふるさと納税の返礼品提供事業者を
募集しています
市では、ふるさと納税制度
・品数および数量面で安定供

問秘書広報課秘書広報班
☎０４７５（７０）０３０７

による寄附をいただいた方へ、 しているもの（加工品等の場合）
感謝の気持ちとして返礼品を
給が見込めること

・メールでの受発注確認等が

することは可能。

※期間限定、数量限定で供給

として提供していただける事

できること

▼電子感謝券（サービスの提
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▲Android版
▲iOS版
※通信料は利用者負担となります。
※アプリ内の広告内容には大網白里市は一切責任を
負いません。
※利用やシステムについては、㈱自治体ワークスへ問
い合わせください。

入学・入社時期となり、新
●今月の移動交番開設日
たに通学・通 勤で自転車を
開設場所 開設予定日
開設時間
利用する方が多くなります。
千葉県内では、令和３年中に
7日㈭ 10時～11時30分
自転車盗難が６,３１７件発生 セブンイレブン
季美の森店
20日㈬
14時～15時
しており、盗まれた自転車の
６割以上は無施錠でした。
8日㈮
14時～15時
ケーヨーＤ２
◇自転車は施錠しましょう
・「１００円パーキングに入 大網永田店 25日㈪ 10時～11時30分
れたから鍵は掛けない」はダ
8日㈮ 10時～11時30分
メ！お金を入れ れば 誰でも 主婦の店
大網店
持って行けます。
19日㈫
14時～15時
・「すぐに戻る、面倒だから
農村環境改善 1日㈮
14時～15時
鍵を掛けない」はダメ！すぐ センター
に戻る場合でも鍵を掛けま いずみの里 13日㈬ 14時～15時
しょう。
7日㈭
14時～15時
・ 「自 宅 敷 地 内 なら大 丈 みどりが丘
自治会館
夫」はダメ！自宅敷地内でも
20日㈬ 10時～11時30分
油断せず、鍵を掛けましょう。
ショッピング
8日㈮ 10時～11時30分
・「鍵は掛けた！でも盗まれ センター
た」ということも。備え付けの アミリィ
26日㈫ 10時～11時30分
鍵のほかにワ
大網白里市役所 1日㈮ 10時～11時30分
イヤー錠をす
るなど、ツー
市立大網病院 5日㈫ 10時～11時30分
ロ ック で 盗
●合同パトロール予定
難対策をしま
しょう。
集合場所
実施日
集合時間
問東金警察署
季美の森小学校 21日㈭
14時20分
☎０４７５（５４）０１１０

市民の皆さんが「知りたい・聞きたい・学
びたい」ことを、市職員・関係行政機関の職
員が講師として地域に伺って説明する「出前
講座」を開講します。今年度は全62講座を
開講します。講座メニューや市役所以外の
講座は、市ホームページをご覧いただくか問
い合わせください。
▶利用できる方＝市内に在住・在勤・在学の
方10人以上で構成される団体
▶開催期間＝５月２日㈪～令和５年３月31日㈮
▶開催時間＝10時～17時
▶開催場所＝市内に限ります。会場の手配
や準備は申込団体にてお願いします。
▶費用＝職員派遣・資料作成費用は無料
※施設借上料、原材料費、使用する資料が
有償の場合の資料代は、申し込み団体の
負担となります。
▶申込方 法＝地 域づくり課へ申込書を提

お贈りしています。
市の魅力発信につながる地

業者を募集しています。魅力

・商品情報の開示が可能であ

場産品やサービスを、返礼品

ある返礼品を取りそろえるこ
商品等の販路拡大や地場産業

供）の主な要件

とで、市をＰＲするとともに、 ること
の活性化が期待できます。

ジャー施設等

詳細は問い合わせください。 ・市内の飲食店、物産店、レ
▼返礼品（地場産品の提供）

が過半数を占める商品構成

※ただし、地場産品以外の物

・ 市内で生産、製造、加工の

の店舗や、全国共通のサー

の主な要件
いずれかが行われているもの、

▼アプリをダウンロード

10

41

「お住まいの地域」に「千葉県大網白里市」
を指定してご利用ください。スマートフォンやタ
ブレットで、いつでもどこでも「広報おおあみし
らさと」をご覧いただけます。

22

15

～広報紙配信アプリ～

30

あなたの自転車が
狙われています！
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