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人

月２日㈬

10 15

回目とな

十枝の森の小さな音楽会

十枝の森で今回
3

ポ理事・環境会議おおあみし

▼講師＝田邉宏雄氏（まちサ

ク協議会

◇大網白里子育てネットワー

申し込み

歩け歩け大会（鎌倉～江の島）

代表・千葉県地域温

▶日時＝10月26日㈯６時45分集合、７時出発
※雨天実施（荒天時中止）
▶場所＝鎌倉市・藤沢市
▶対象＝小学生以上（小学生は保護者同伴）
▶集合場所＝大網白里アリーナ※バス使用
▶参加費＝3,500円（交通費、保険、写真代等）
※受付時に徴収、キャンセルの場合でも返金しません
▶持ち物＝昼食（食事どころも有り）、飲み物、
タオル、雨具等
▶募集人数＝先着30人
▶申込方法＝大網白里アリーナに設置の所定申込
用紙により申し込み
▶受付開始日＝10月２日㈬から
※受付時間は９時～17時・㈪休館、ただし㈪が祝
日の場合は翌平日が休館
大網白里アリーナ ☎（72）5708

マ ー ジャン

市老連いきいき麻雀の会
市老人クラブ連合会では、平成15年に
「いきいき麻雀
の会」を発足し、以来健康で明るく生きがいを持ちなが
ら、
頭の体操を楽しんでおり、
会員も増加傾向にあります。
麻雀を通じて楽しい交流、
頭の体操、
指先の運動などの効
果的な健康維持のために、
あなたもぜひご参加ください。

タオル

時～

日㈰（雨天中止）
時

申し込み

▼申込方法＝まちサポへ事前

※雨天中止

◎募集

◎ イ ベ ン ト『 青 空 パ ー カ ッ

ション』

▼ 日時＝ 月 日㈰ 時～ 時

▶日時＝毎週㈭9時～16時
▶会場＝老人福祉センター「コスモス荘」
▶対象＝市内在住60歳以上の方
▶会費＝1,200円／年
※弁当持参
〈麻雀マナー５則〉
①礼で始まり礼で終わる。
マナーを最重視します。
10 ②競技の基本であるルールを忠実に守ります。
③勝負の結果ではなく、過程を評価します。
15 ④初心者相手でも優しく競技を行います。
⑤賭け麻雀、競技中の喫煙、飲酒、徹夜麻雀は厳禁。
◇第29回 いきいき麻雀大会
▶日時＝10月31日㈭9時～16時
▶会場＝老人福祉センター「コスモス荘」
▶申込締切＝10月17日㈭
※大会参加希望者は、あらかじめ「いきいき麻雀の会」
に入会してください。入会に関する詳細は毎週㈭に会
場でスタッフに問い合わせください。
老人福祉センター「コスモス荘」
☎（77）4466

▼持ち物＝エプロン・三角巾

▼募集人数＝

る秋の音楽会を開催します。

(70)

▼申込締切＝

・ 農村環境改善センター

フォーク、クラシックなど

身近な生活の中でエコライ

らさと

月のエコパーク大網白里

▼▼

料理講習会

ジャンルを越えた音楽が楽し

めます。

☎ ５１１１

７４１３

農村ふれあいセンターやま

☎

いずみの里

べの郷

▼日時＝ 月 日㈰ 時～ 時

15

◇太巻き寿司（中級）

▼会場＝十枝の森（北吉田）

日㈭

10

▼日時＝ 月６日㈰９時～

▼期日＝ 月

20

(72)

たくさんの参加をお待ちし

▼会場＝季美の森ゴルフ倶楽部

10

▼会場＝農村環境改善センタ

◇太巻き寿司（中級）

▼参加費＝無料

24

ています。

▼日時＝ 月５日㈯９時～

▼対象＝市内在住・在勤の方

西館

10

10

秋季市民ゴルフ大会

▼会場＝農村ふれあいセンタ

（学生は除く）

10

ーいずみの里

ーやまべの郷

ヨーデル渡辺

フを考え、ライフスタイルを

◎

然遊びの先生など、子どもた

15

こども村では、見守りや自

ちと遊んでくれる方を募集し

▼会場＝大網白里こども村

▼内容 ＝ プ ロ の ミ ュ ー ジ シ

13

☎０９０
（８３１８）
５５０２

☎０９０
（８７４２）
４９９２

変えていくためのヒントにつ

暖化防止活動推進員）

日㈫、 日㈫、

ャンと 自 然の中でリ ズム 遊

27

▼参加費＝前払い４，０００

▼プレー費＝１０，５００円

生涯学習課生涯学習班

いて話します。

こども村

月

月

月６日㈰（雨

日 ㈰ ）・

10

円（パーティー費・賞品代含む）

（乗用カート・昼食・１ドリ

月 日㈭

☎ ０３８０

▼申込締切＝

ンク付き、税込み、各自精算）

・ 小川

▼受講料＝１，０００円（資

▼日時＝

▼開村日時＝

ています。
体験するだけでも、

大丈夫です。一度遊びに来て

あかま

び（ ナ ビ ゲ ー タ ー

慎さん）

ください。

※問い合わせはまちサポまで

1

人２００円

▼募集人数＝先着１００人

・ 大網白里まちづくりサ

▼参加費＝

▼持ち物＝滑り止め付き軍

FAX
(72)

８２７８

▶等級＝特級（該当職種）、１・２・３級
（一部職種）
、
単一等級
▶職種＝機械保全、建築大工、配管、和
裁、
パン製造など50職種64作業
▶受験資格＝原則として各職種とも所
定の実務経験が必要
▶受験手数料＝実技16,500円、学科
3,100円
▶受付期間＝10月7日㈪～18日㈮
※詳細は問い合わせください
県職業能力開発協会
☎043
（296）
1150

info@machisapo.net

心とからだを同時に鍛えてこ
そ本物の健康が得られます。
呼吸法・ストレッチ・笑いヨガ・
肩こり・腰痛予防法なども。
▶日時＝毎月第2・第4㈮13時
～15時
▶会場＝大里綜合管理2階
▶参加費＝500円コイン1枚/回
坂本 ☎（73）6160

ポートセンター

平成25年度後期技能検定

手・のこぎり・油性ペン・マ

健康法倶楽部

☎・

▶募集科目＝NC機械加工科（1年
間）、自動車整備科(2年間)
▶募集期間＝10月7日㈪～11月7
日㈭
▶選考日＝11月19日㈫
▶合格発表＝11月26日㈫
※詳細は問い合わせください
県立旭高等技術専門校
☎0479（62）2508

ラカスの中に入れる物（小豆・

平成26年度訓練生募集
▶募集科目＝①ディスプレイ科、②建築
科、③左官技術科
▶募集人数＝①10人、②16人、③5人
▶資格＝①高卒以 上の方、② 学歴不
問、③概ね40歳未満の方
▶募集期間＝10月7日㈪～11月7日㈭
▶選考日＝11月19日㈫
▶選考方法＝職業適性検査・面接
※ディスプレイ科のみ学科試験あり
▶その他＝10月26日㈯に体験入校を実施
県立東金高等技術専門校
☎（52）3148
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(70)

21

10

笑いヨガと音楽を通して地域
の皆様との交流会として楽しいコ
13
ンサートを開催いたします。
10
日時＝10月15日（火）13時30分～
会場＝保健文化センター ３F
ホール
NPO住み続けたいまちづくりの会 10
☎（53）6611

小 石・ お 米 な ど ）・ 飲 み 物・

県立旭高等技術専門校
平成26年度入校生募集

弦楽器、管楽器、打楽器、声楽のアン
サンブルグループの参加をお待ちしています。
▶日時＝平成26年1月26日㈰14時開演
（13時30分開場）
▶会場＝東金文化会館大ホール
▶参加資格＝①開催前に打合せが可能
な方（10月26日㈯予定）、②開催告知
チラシの配布・集客に協力いただける方
▶参加費＝無料
※詳細は問い合わせください
東金文化会館アンサンブルフェス
ティバル係 ☎（55）6211

天の場合は

健康増進と介護予防「笑いヨガ」・
平成25年度県委託事業
第5回「オストメイト社会適応訓練講習会」 「あすみデュオ プラストゥー」コンサート
▶日時＝10月12日㈯12時～16時
▶会場＝亀田総合病院13Ｆホライゾン
▶内容＝①補装具展示相談コーナー、
②講演と質疑応答
▶対象者＝オストメイトとその家族、
医療関係従事者、担当職員、ケアマネ
ジャー、介護福祉士、ケースワーカー、
ホームヘルパー
▶参加費＝無料
日本オストミー協会千葉県支部
☎043
（309）
7571
※㈪・㈫・㈮の10時～17時

19

料代）

第26回「腎臓病を考える会」

12

▼申込方法＝まちサポへ事前

名張毒ぶどう酒事件は冤罪であ
る。半世紀近く拘置所に閉じ込めら
れている奥西さんを名優 仲代達矢
さんが演じます。
（大網白里市後援）
▶日時＝10月19日㈯①10時～、②
13時～、
③16時～
▶会場＝のぎくプラザホール
▶入場料＝大人前売り券1,000円、
当日券1,300円、
中高校生500円
戸賀
☎080
（5692）
1944

17

11

16

アンサンブルフェスティバル
ｉｎ東金（仮称）参加団体募集

内閣府 認定法 人で結 婚 退 会率
75％を超える九十九里振興が語る
結婚しやすい習慣、できない習慣。
実例を多数出しながら、短期間で
理想の結婚に近づく親の接し方を
説明します。
▶日時＝10月11日㈮13時～
▶会場＝九十九里振興東金サロン
（東金市八鶴湖入口交差点近く）
▶募集人数＝5人※要事前予約
鑓田 ☎070（5518）0553

▶日時＝10月27日㈰13時～16時30分
▶会場＝京葉銀行文化プラザ
▶内容＝①「心臓血管外科からみ
たCKD」、②「糖尿病性腎症とフッ
トケア」、③「地域連携における透
析室看護師の役割～在宅でのQOL
向上を支援する～」、④医療相談会
▶募集人数＝先着180人
▶参加費＝無料
千葉県腎臓病協議会
☎043（256）4661

30

▶会期＝10月1日㈫～26日㈯
▶開館時間＝10時～16時
※㈰・㈪は休館
▶会場＝城西国際大学水田美術館
▶入館料＝一般３００円、高校生以下無料
城西国際大学水田美術館
☎（53）2562

10

「まちづくり
サポートセンター」から

さいとうそうしゅう

化 齋 藤 滄 洲と文人の交遊

時

映画「約束」

13

▶展覧会名＝九十九里浜の網主文

分～

親御様向け結婚活動勉強会

ワーナーホームでは今年も
「み
んなのまつり」を10月に開催しま
す。模擬店・バザー・ステージ発表
など楽しい催しが盛りだくさんで
す！皆さまのご来場をお待ちしてお
ります。
▶日時＝10月20日㈰11時～15時
30分
▶会場＝
（福）
ワーナーホーム
みんなのまつり実行委員
☎（77）2100

時

大網支部は開設25年の道場です。
現在、子どもたちを中心に大人も一緒に
元気いっぱい稽古に励んでいます。
指導員が親切、丁寧に指導します。
▶日時＝毎週㈬19時～21時・㈯17時～19時
▶会場＝大網白里アリーナ武道場
▶会費＝1,000円／月（運営費）
▶その他＝小学生からシニア（年齢問わ
ず）体験、見学歓迎
秋永 ☎（73）2525
☎090（5788）7892

26

城西国際大学水田美術館から
展覧会のご案内

７９４９

みんなのまつり開催案内

☎

日本空手協会大網支部
会員募集

語りや紙芝居の出演者を募
集しています。
▶日時＝毎月第2㈫13時30分
～15時30分
▶会場＝白里公民館２階会議室
▶参加費＝無料
昔話を語り継ぐ会／安川
☎（77）3116

日㈫

金曜夜クラス新設に伴い、
体験レッスンを実施します。
初心者大歓迎です。
▶日時＝10月11日㈮、25日㈮
19時～20時30分
▶会場＝大網白里アリーナ
▶参加費＝無料
石森 ☎080（9656）0071

郷土の昔話を聞く会

▼会場＝まちサポ

▶日時＝10月1日㈫～7日㈪10時
～18時※最終日は16時まで
▶会場＝東金市サンピア３Ｆアー
トギャラリー
▶主催＝不二元馨了
（創墨会主宰）
▶後援＝日本水墨院、大網白里
市文化協会
齊籐 ☎（72）5545

コライフを考える（全３回講座）

フラダンス無料体験レッスン
アロハラニ中嶋大網教室

(72)

◇「まちづくり未来塾」明日のエ

第18回創墨会展
（水墨画・墨彩画）

浪越式指圧の基本を学び、 (72)
相互指圧で痛みをとりませんか。
▶日時＝第1・3㈫13時30分～
▶会場＝中部コミュニティセ
ンター２階和室
▶参加費＝100円／回
岩井（厚労省あマ指師免許
第1333007号）
☎090（2748）1911

５７０８

26年度学童保育およびサ
マースクール願書配布を10月１
日㈫15時より開始致します。
お気軽にお問い合わせくだ
さい。
（平日15時～19時）
ＮＰＯ法人民間児童館おお
きなかぶ ☎（53）3473

指圧教室会員募集

大網白里アリーナ

中国語教室

楽しんで中国語を勉強します。中
国の習慣や会話や中華料理や飲茶
と遊びで笑いましょう。
悩み事、苦しい事、病気の事が
癒される場所です。
▶日時＝毎週㈫14時～16時
▶会場＝関口宅（ながた野1-19-11）
▶参加費＝500円／回
※初回体験無料
▶その他＝参観大歓迎
関口 ☎（72）3815

☎

26年度おおきなかぶ
学童保育願書配布

みどりが丘そばの里山で草
刈り、野花の手入れ、ホタル
の保護など森林浴、自然とふ
れあいましょう。
▶日時＝毎月第3㈰9時～12時
▶参加費＝2,000円／年
佐々木 ☎（73）2622

◇共通事項

未経験でもOK。社交ダンスの競
技会に出てみたい男女募集。
▶日時＝毎週㈯19時～20時、
㈰13時～14時
▶会場＝Dance Studio IMAZEKI
～For Your Place～
▶参加費＝500円／回
▶その他＝18～29歳の男性＆女性
今関 ☎（73）6533

おおあみ里山の会
会員募集

駒込みこし

男女を問わず、子どもみこし・大
人みこしの担ぎ手を募集。前夜祭
には、担ぎの練習もします。
▶前夜祭＝10月19日㈯18時～
そよ風公園広場
▶本祭り＝10月20日㈰10時～
三社宮出発
※13時30分からそよ風公園で昼食
内山 ☎080（3530）7803
高橋 ☎090（3470）3782
齋藤 ☎090（4220）9270

第 558 号
▼参加費＝１，０００円

ダンス競技会に向けて
ヤングサークルメンバー募集

広報

