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は何と言っても予防が大tll。 風邪0予 防について少し語べてヽた0で ご紹介しま■。

手続 ιl … 風,「 ●接触感染。
感染ルートあほとんどが 細菌やウィ1,ス が付いttat手で触k kの 手で■や口t餞 ろミとで
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中に侵入してしまう可能性が高くなる。で 風,Fに かかЧ●オくOЧ ます。

自分で簡単l=出 来 Xう 0事 から是+ 始めてヽ ませんか   。(I… 1)

2%点 申新聞助成金交付事業 ～

風辺市では 視覚障害者が点■新聞t購入●ろ際に要■る贅用の一部t勤成■る
=業

七実施していま■。
対象者は、次の署件に該当言ろ場合です。
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スは2需の身体障害者― 交付を受けていう音

②在宅て市内に居住して
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③あらかり 点宇新聞助威対象音台帳の菫録かされτιlる音

×動咸を受tiら 手続き0流ネは次
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(1)点字新聞助威対象昔台幅の登録
台4Rに さ録されるたあには 点■新聞助戌彗録■.―1書 t障宮福祉管に提出●ろ必要ヽふЧま●。―鷹普録■
ネげ再鷹の贅録 1ォ・/晏 お|ま せん。―鷹誉録●ネげitt a彗録は必要誅‖ません。

(2)申請書類(点字輛閲発行証明書)を毎日飢 送付
毎日新聞社が癸行した『点■口

=給
●薇′i証哺書」に福祉事務所長0譴nt受 tt t後  自己負la額 (購読料

a,/so瀬)さ 滉ぇて 毎日新聞社に申し込諄ま●.

(3)毎日新聞社から助威額 (賭翻‖の4/50額 )の請求

P用者からの申請に基づさ 後曰 毎日新FIn社 か 市ヽに動薇額0請求がされます。
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2月 0巡回ホB談

5日 (木 )     大塔 //T政 局

12日 (木 )    中辺路 /FT政 局

,0日 (木 )    龍神行政局

26日 (木 )     本官行政局
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2月 23日 (日 ) 13:3
日迎市民総合センター 2F
l ②②②日程鷹
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※なお 土曜会所 自土生活プログラムにつき
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があЧますのでご確認ください。
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2月 の土曜F・l所
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