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事業開始に向けて意気込みを誓い合う
各団体の代表者と谷井市長（右から３人目）
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提案を受けて市の方針を決定 むなかた改善会議
２月１日（水）から市営渡船の区間や運賃などが変更
生活習慣病予防講座で不健康な体と向き合おう、
「健康むなかた21」
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②安全で快適な
野球場づくり事業
（維持管理課）
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高齢者・障害者
（地域包括支援センター） 安心サポート
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第一子の０歳から１歳前後
の子育てをしている保護者
を対象に、育児不安の軽減、
乳幼児期の成長や発達の基
本的な学習の場を提供し、
育児力の向上を図る

④新米ママパパ
子育て支援推進事業
「赤ちゃんくらぶ」
（子ども育成課）
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■問い合わせ先 秘書課 ☎（36）０８９０

①田島汚水中継ポンプ場 田島地区
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つくる会
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