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募 集
▼選考方法＝応募書類をもと

▼応募締切＝３月 日㈮必着

白里出張所︑中部コミュニテ

庁舎受付行政情報コーナー︑

展示・販売︑体力測定︑健康

▼内容＝福祉施設・団体等の

ンター

第24回
市ふるさと美術展

ンター１階

市美術会員が自信作を出展する「市ふるさと
美術展」が開催されます。
会場には絵画、彫刻、工芸、書道など多彩な作
品が展示されます。皆さんお誘い合わせの上、
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13
30

大歓迎です︒

▼日時＝３月 日㈰ 時 分

〜 時

▼会場＝中央公民館講堂

▼内容＝俳句と私と文学〜俳

句の歴史的な流れ・鑑賞・作

品づくりのヒント〜

▼講師＝柴田洋郎氏︵本市在

住︒青兎俳句会﹁ほくほく﹂

主宰︒俳誌﹁澪﹂同人︑俳誌

﹁瀚﹂﹁汀﹂会員︶

▼対象＝中学生以上

▼参加費＝無料︵申込不要︑

当日受付︶

市文化協会／穂坂

☎０４７５
︵７３︶
８７３７

▲柴田洋郎氏

15

ぜひお越しください。
▶日時＝３月14日㈭〜３月23日㈯９時〜17時
※最終日は16時まで。
▶会場＝保健文化センター
３階ホール
（入場無料）
▶主催＝市美術会
生涯学習課生涯学習班
☎０４７５（７０）０３８０

▼会場＝中部コミュニティセ

２年４月 日㈭までの３年間

ィセンター︑市ホームページ

22

後電話連絡をお願いします︒ ▼閲覧場所＝健康増進課︑本

▼募集人数＝５人

に選考︒なお︑選考結果は応

30

▼ 任期＝５月１日㈬から２０２

▼応募資格＝次の条件を満た

などによる介護の相談等

▼参加費＝無料

社会福祉協議会増穂支部

相談︑地域包括支援センター

記入し︑持参・郵送・ファク

ス・メールのいずれかで提出

浅野

︵６５２９︶
１５１２
☎０９０

市野球協会総会・市民スポーツ

大会野球一般の部抽選会

▼提出方法＝任意の様式に住

①市の国民健康保険被保険者

２

３２５１

電
※話での受付︑意見に対し

〒２９９

２

ての個別回答はできません︒

大網１００

健康増進課健康増進班

４月７日㈰に開幕予定の市

募者全員に通知します︒

︵加入者︶であり︑５月１日

す方

市では︑国民健康保険法に

大網１１５
−

市国民健康保険運営協議会委員

基づき︑国民健康保険事業の

現在︑ 歳以上 歳未満の方

市民課国保班

−

詳細は問い合わせください︒ 所︑氏名︑電話番号︑意見を

運営に関する重要事項を審議

②市税を滞納していない世帯

72

□
申・ 〒２９９ ３２９２

するため︑﹁大網白里市国民

市では︑﹁すべての人がか

☎０４７５
︵７２︶
８３２１

▼年会費＝１０︐
０００円
□
申・ 市野球協会／関谷
▼会場＝中部コミュニティセ

◇３月の日程

民スポーツ大会軟式野球一般

▼大網白里朗読の会＝３月８

０４７５
︵７２︶
８３２２

︵８４５０︶
７７０３
☎０９０

日㈮まで

は︑３月 日㈮までに﹁大網

大網白里アリーナ

kenko@city.oamishirasato.lg.jp の部に出場を希望するチーム

−

−
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☎０４７５
︵７０︶
０３３４

けがえのない個人として尊重

の方

▼応募方法＝応募用紙に必要

される社会﹂﹁誰も自殺に追

健康保険運営協議会﹂を設置

事項を記入し︑国民健康保険

い込まれることのない社会﹂

市自殺対策計画︵案︶への意見

保険医︑公益の代表で構成し

に関することをテーマとした

③平日︵昼間︶に開催する会

ていますが︑被保険者の方々

ご自身の考えを８００字以内

しています︒

から幅広いご意見をいただく

の実現を目指し︑計画を策定

白里市野球協会加入申込書﹂

☎０４７５
︵７２︶
５７０８

15

議に出席できる方

ため︑被保険者を代表する委

にまとめ︑添付の上︑持参ま

講座・催し
を生涯学習課スポーツ振興室

▼大網白里写真クラブ＝３月

日㈫〜 日㈰

31

︵大網白里アリーナ︶に提出

中部コミュニティセンター

19

FAX

この協議会は︑被保険者や

員を募集します︒

たは郵送で提出
しています︒

▼委員活動内容＝協議会に出

ましたので︑次のとおり皆さ

この度︑計画案がまとまり

舎１階︶の窓口で配布して

応
※募用紙は︑市民課︵本庁

してください︒申込書は︑大

網白里アリーナ窓口か市体育

日㈭〜 日㈰

31

▼パッチワーク同好会＝３月

団
※体の都合により日程が前

後する場合があります︒

中部コミュニティセンター

☎０４７５
︵７３︶
３３３７

市文化協会主催

28

30

成果発表展示会

催教室の日ごろの成果・活動

中部コミュニティセンター

の様子を作品・パネル展示等

17

10

協会ホームページから入手で

代表者または代理人が必ず出

で紹介していますので︑ぜひ

30

きます︒

席してください︒日時等は次

18

なお︑総会︵抽選会︶には︑ で活動している団体および主

のとおりです︒

16

俳句を楽しもう講座

俳句の歴史的な流れや鑑賞

等を通して俳句の基本を学ぶ

と共に︑俳句のすばらしさ︑

楽しさを感じ取っていただけ

▶日時＝３月６日㈬10時〜12時
（開場9時30分）
▶会場＝保健文化センター
３階ホール
▶講師＝百井誠栄氏
（智弘院住職）
▶テーマ＝こころが楽になる生
き方〜こころの免疫力を高めま
しょう〜
▶その他＝手話通訳あり
託児
（要申込）あり
健康増進課健康増進班
☎０４７５
（７２）
８３２１

れば幸いです︒初心者の方も

こころの健康づくり
講 演 会

ご覧ください︒

3月・4月のお庭の公開が始ま
ります。各お庭によって、公開
日が異なります。詳細はホーム
ページ
（ URL http://hanafriend.blog.
をご覧ください。
fc2.com/）
オープンガーデン大網白里
「花フレンド」
☎0475（72）8278（事務局）

▼日時＝３月 日㈯ 時 分〜

オープンガーデン
「花フレンド」

▼時間＝９時〜 時︵休館日

成東高校 觀櫻会

24品種124本の優美な桜。その美し
さと趣をご堪能ください。
▶日時＝3月30日㈯15時〜（ライト
アップは17時30分〜19時30分）
▶会場＝県立成東高校百周年記念館
▶注意＝学校および周辺 道 路は駐車
できませんので、公共交通機関をご利
用ください。タクシーおよび事前に許可
を受けた車のみ学校へ入場できます。
▶その他＝開花情報、ライトアップの
期間は成東高校ホームページをご覧
ください。
県立成東高校 ☎0475（82）3171

席し︑被保険者の立場から意

クラシックギターアンサンブルを
楽しんでいます。男女現在8人です。
アンサンブルを楽しみましょう。
▶日時＝毎月第2・4㈭9時〜12時
▶会場＝本納ほのおか館
（本納公民館）
▶ 参 加 費 ＝2 , 5 0 0 円 ／月（ 会 費
2,000円、積立金500円）
グラッド／松田
☎090（9388）4936

増穂ふくしまつり

心身の鍛錬と自由な身体の
ために。
▶日時＝毎週㈫19時〜
㈯15時〜
▶会場＝市柔剣道場
▶対象＝女性、中・高校生歓迎
（見学自由）
▶指導＝横尾廣美・西陰成男
横尾 ☎090（9678）8797

グラッド
（クラシックギター 12
アンサンブル）
会員募集

▼日時＝３月 日㈰９時 分

合気会 合氣道
大網道場 練習生募集

んの意見を募集します︒

木 製 遊 具 とゴム 玉を 繰り 、
サァ！勝負！初回は無料。遊具を
用意します。
体験からどうぞ。
▶日時＝3月5日㈫・19日㈫
13時〜15時
（毎月2回開催）
▶会場＝大網白里アリーナ
▶募集人数＝男女大人の方12人
マッサンボールの会／高山
☎090（6486）
0142

いるほか︑市ホームページ

会 員 の 年 間 学 習 の 成 果 、小
説、エッセイ等を発表します。
皆さんのご来場をお待ちして
います。
▶日時＝3月26日㈫
13時〜15時15分
▶会場＝中部コミュニティ
センター視聴覚室
佐久間 ☎080（5001）7275

を除く︶

子育てネット 会員募集

子どもに関わる事について、活動
している方、子育てに興味のある方
で、会員募集します。
子育てのいろい
ろな問題を共有し、定期的に話し合
いをしています。
SNSを利用して、
情
報発信してくれる方も募集中。
▶定例会＝毎月第1・4㈮
9時30分〜11時30分
▶会場＝市民ステーションまちさぽ
▶参加費＝100円／回
大網白里子育て支援ネットワーク
協議会
☎0475
（72）
8278
（事務局）

マッサンボール会員募集

▼会場＝大網白里アリーナ研

ピザ作り、
竹灯り作り、
和太鼓演奏
などさまざまな体験を楽しむフェス
ティバル。食べ物、小物販売のコー
ナーもあります。今回は地震体験車
も登場。
▶日時＝3月17日㈰10時〜15時
▶会場＝県立東金青年の家
（東金市松之郷270）
▶対象＝幼児から大人
▶参加費＝無料
県立東金青年の家
☎0475（54）
1301

大網白里朗読会
「春の発表会」
へのお誘い

障害年金 無料相談会

秘密厳守、うつ病、がん、その他。
障害年金の申請方法、
受給可能？私
の病気は対象？
▶日時＝3月20日㈬13時〜17時
（毎月第3㈭）
▶会場＝ゆりの木
（東金駅西口5分）
▶参加費＝無料
▶その他＝予約制ですが、
空きがあればOK
NPO法人みんさぽ
☎070
（1541）
7661

修室

東青ふれあい体験
フェスティバル

からダウンロードできます︒ ▼閲覧・募集期間＝３月８日

茶道を学んだ1年間の発表
で、お茶会を催します。未熟で
すが一同心を込めてお待ちし
ています。
▶日時＝3月12日㈫
10時〜14時
▶会場＝中央公民館和室
▶参加費＝無料
沖上 ☎0475（72）2073

囲碁クラブ

中部コミュニティセンター
で囲碁ができるようになりま
した。
▶日時＝毎月第1・3 ㈯13時
30分〜16時30分
▶会場＝中部コミュニティセ
ンター会議室
▶参加費＝500円／月
大田 ☎0475（71）3031

伝言板

〜 時

茶道裏千家教室・同好会
学習発表会

生涯スポーツ、グラウンド・ゴルフを
一緒に楽しみませんか。
市内で活動している14クラブのいずれ
かに所属する
所属クラブにより練習日および参加
条件が異なるため、申込時に確認。
▶対象＝18歳以上で男女問わず、継続
して参加できる方
▶申込方法＝電話で申し込み
申・ 大網白里市グラウンド・ゴルフ協会
□
五十嵐 ☎090（1841）1998
加藤 ☎090（3577）4924
北田 ☎090（2410）7117

㈮まで

リズムウォーキング

若さと健康を保ち、自分の足
で100歳まで歩く。
▶日時＝毎週㈭15時〜16時30分
（祝日休み）
▶会場＝大網白里アリーナ
武道場
▶参加費＝2,000円／月
（運営費、施設費等）
リズムウォーキング
アイハラ ☎0475
（73）
5050

グラウンド・ゴルフ愛好者募集

会
※議は︑市役所で必要に応

お誘い合わせの上お気 軽
にお出かけください。お待ちし
ています。
▶日時＝3月16日㈯
10時〜14時
▶会場＝中央公民館和室
▶参加費＝無料
表千家茶道教室／今井
☎080
（3158）
9312

じて開催︵年２回程度︶︒

表千家茶道教室発表会

郵
※送で提出した方は︑郵送

季節の料理、お酒のつまみ、お孫
さんへのおやつ等、家でも実践で
きる料理を学習してみませんか。
たくさんの仲間と交流もできます。
▶日時＝毎月第3㈮9時〜13時
▶会場＝中央公民館調理室
▶募集人数＝若干名
（先着順）
▶会費＝1,000円／月
山本 ☎090
（7270）
5599

規定に基づく報酬あり︒

男性料理の会
新年度会員募集 !

見や提言をいただきます︒

11 №623

