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第 回山武郡市合同講演会・

第 回ねっと 夢フォーラム
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▼公開日時・場所＝

日㈰・

古 山 邸（ 細 草
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分

30

23

時
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ワーク協議会

▼会場＝大里ホール２階会議室

時～

▼内容＝沖縄戦のＤＶＤ鑑賞

10

・相談コーナー＝地域包括支

月のエコパーク大網白里

3

▼会場＝東金文化会館大ホール

◎

１４１１‐９）

日㈰（雨天

9

援センターなどによる介護の

〈オープンガーデンを楽しく

月

時

日㈰）
・ 日㈯（雨

時～

3

▼内容＝「私の歩んだ道 見え

後、２人の体験者からのお話

こども村

と、参加者との交流（意見交換）

鑑賞するためのルール〉

相談等

の場合は

▼参加費＝無料

ないからこそ見えてきたこと」

天中止）

▼開村日＝

社会福祉協議会増穂支部／

22

▼参加費＝無料

県立岡山盲学校教頭）

村田

15

▼講師＝竹内昌彦氏（元岡山

▼募集人数＝１，０００人

ています。見学の方も感謝の

10 16

オーナーのご厚意で開かれ

気持ちを持ち、ルールを守っ

▼主催＝戦争体験語り部の会

◇オープンガーデン開催

こども村に生えている食べ

・庭の植物を痛めないように

て見学しましょう。

お花の咲き誇る春になりま

かかとのある靴での訪問は控

～椿をメインとした四季を楽

した。いよいよオープンガー

・勝手に枝を折ったり、花や

えましょう。

きれいに咲いた花々を見に

デンの始まりです。

しめる庭～

時～

種を欲しがったりしないよう

られる野草を使って食事の用

日㈰

来ませんか。
にお願いします。

・公開の日時は守りましょう。

・基本的に駐車場はありません。

・近所に迷惑を掛けないよう

に心掛けましょう。

・トイレはありませんので、

済ませてから見学しましょう。

・「ここからはご遠慮くださ

意をします。また、使用済み

月

分受付開始）

15

まちづくり
サポートセンターから

時

の食用油が燃料のランプを作

時（

◇ゆ～る就労準備サロンへの

いる方の居場所づくりをして

組

時～

10

◎イベント「親子防災体験」

分

9

99

☎０９０
（８７２８）
５５１２

時

時

30 3

80 12

▼参加費＝１，５００円（当

日支払い）

総務課人事班

０３０１

☎

・

日㈪

時～

9

元岡山県立岡山盲学校教頭

回山武郡市合同講演会を開

竹内昌彦氏を講師に迎え、第

催します。

竹内氏は、東京教育大学へ

月

30

ります。

※雨天中止

(70)

お誘い

▼参加費＝１人１００円

9

増穂ふくしまつり

い ま す。 ま ち サ ポ で ボ ラ ン

▼募集人数＝先着

17

進学後、盲学校教師への道を

ティアをしながら一緒に過ご

▼持ち物＝使用済み食用油１

年には東京パラ

▼会場＝中部コミュニティセ

しませんか。

歩み、昭和

ルを獲得しました。しかし、

ンター

▼日時＝毎週㈬

3

▼日時＝

結婚への親の反対、長男の障

▼内容

カップ、軍手

12

社会とのかかわりで悩んで

害など苦難の連続でもありま

・展示・販売コーナー＝福祉

▼その他＝お昼はお弁当を持

◇戦争体験語り部の集い

39

12

チバテレビの「おじゃまします！市町村街かどクイズ」が大網白里市
朝市にやってきます。
大網白里市についてのクイズを出題します。ご家族・お友達とお誘
い合わせのうえ、クイズにご参加ください。正解者には、チバテレ特製
記念品プレゼント！！

ストレッチ アリーナ

体の硬い人ほど血管年齢も高いと
いわれています。そして6カ月ストレッ
チを続けた人々の血管年齢が平均
10歳若返っています。無理なく自分の
ペースで続けられるストレッチ体操を
じっくりと行います。
▶日時＝毎月第2・4㈫13時30分～15時
▶会場＝大網白里アリーナ武道場
▶対象＝中高年
▶参加費＝500円/回
（初回は無料体験）
英
（ハナブサ） ☎090
（4735）
2301

～ 時

した。竹内氏の波乱万丈の物

施設・団体等のＰＲや手作り

参ください。※希望される方

日㈪

い」とあったら入るのはやめ

ましょう。

・持ち込んだゴミは必ず持ち

帰りましょう。

FAX
(72)

▼日時＝

語を通じて、つらいときの粘

品など

月

15

リンピックに出場し、金メダ

りやしのぎ方などについて、

15

和の文化、伝統のきものを楽
しく学んでみませんか。着付け
の技術や知識が身に付きます。
お気軽にどうぞ。
▶日時＝毎月第1・3㈰13時30
分～15時30分
▶会場＝白里公民館
兼子 ☎（77）6301
内山 ☎090（4810）2387

▼主催＝オープンガーデン大

▶試験日＝6月15日㈰
▶対象＝建設機械操作施工に従事
している方
▶受験手数料＝10,100円(1種別
に付き)
▶申込期間＝3月7日㈮～4月4日㈮
※詳細は問い合わせください
（一社）
日本建設機械施工協会試
験部 ☎03（3433）1575

入園ご希望の方は、お気軽に
お問い合わせください。随時、見
学を行っています。
▶対象年齢＝1歳児～就学前
▶募集人数＝若干名
▶通常開所時間＝7時30分～18時
▶その他＝早朝・延長保育あり
ありんこ親子保育園
☎（53）3509
URL http://www.arinkooyako.jp
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「きもの」を楽しむ会
4月からの会員募集

大網白里まちづくりサポート

1・2級建設機械
施工技術検定試験

平成26年度園児募集

18

網白里「花フレンド」

本市の身体障害者手帳をお持
ちの方、身体障害者福祉会に入会
し、一緒に将棋を指しませんか（高
齢者の方の参加も可）
。事前にTEL
後、
現地へお越しください。
▶日時＝毎月第1・3㈰13時～16時
▶会場＝中部コミュニティセンター
▶参加費＝無料
猪川 ☎090（2567）4553

城西国際大学吹奏楽団
☎080
（7748）
1010

エッセイを書いて、楽しく語
3
り合いませんか。
▶日時＝毎月第2・4㈫13時 10
～15時
▶会場＝大網白里アリーナ談
17
話室
谷地 ☎090
（8909）
0512

８２７８

身体障害者福祉会
（将棋クラブ）のお誘い

▶日時＝3月23日㈰14時開演（13時30
分開場）
▶会場＝城西国際大学水田記念ホール
▶曲目＝喜歌劇
「天国と地獄」
序曲、
祝典
のための音楽、
ブレーメンの音楽隊 他
▶指揮＝山口聖一
▶入場料＝無料

分かりやすく説明します。

女性のためのエッセイの会

東京大空襲にあったこの日

♪東金シニア アンサンブル♪
合奏メンバー募集

センター ☎・

学童保育に空きが出ました。入
会ご希望の方はお急ぎお申し込
みください。通常保育・サマース
クール・土曜保育。
▶対象年齢＝小１～小6
▶募集人数＝若干名
▶通常開所時間＝8時～19時
▶早朝保育時間＝7時～8時
NPO法人民間児童館おおき
なかぶ ☎（53）3473

を忘れないために。

講師の作成したレシピに基づ
き食材の購入、作る、食べる。
▶日時＝毎月第3㈮午前
▶会場＝中央公民館
▶参加費＝上期（4月～9月）6
千円、下期（10月～3月）6千円
※材料代
▶募集人数＝男性5～6人
村上 ☎（73）2801

城西国際大学吹奏楽団
第10回定期演奏会

は、まちサポまで

移 住、田舎暮らし勧誘、移 住者栽培支
援。大網の果樹愛好家が増えてきました。
早春、
リンゴの花美しく、
晩春、
サクランボ、
ビワが甘い。大網は果樹の適地、現在140
種栽培中。かんきつ、アンズ、モモなど。寒
冷～トロピカルまで何でも良く実る。
▶会場＝九十九里房総・夢140果園
（南
横川八幡様隣り）
▶内容＝全体計画、苗選び、植え方、栽培法
▶参加費＝個別指導1人1時間500円
（栽
培指導料、栽培体験）
小林 ☎
（71）0312

▶日時 ＝ 3月2 9日㈯ 1 6 時 開 演
（15時30分開場）
▶会場＝東金文化会館大ホール
▶演奏曲目＝トランペット吹きの
休日、
日本の情景
「春」
、
レ・ミゼラブ
ル、東京オリンピックマーチ 他
▶入場料＝無料
勝又 ☎090（7008）5990

▼主催＝ゆ～るアクティブ

男性料理の会
4月からの参加者募集

東金商業高等学校吹奏楽部
OBOG合同演奏会

・健康・体験コーナー＝体力

大網白里の庭果樹園を増やす
「まち興しプロジェクト」

第21回白子チューリップ祭り

学童保育児童募集！

映画「渡されたバトン～
さよなら原発」
1969年新潟県巻町の原発誘致
運動を題材にし、原発のあり方を問
う住民の喜怒哀楽あふれる物語。
▶日時＝3月15日㈯①10時30分
～、②14時～、③18時～
▶会場＝東金文化会館
▶入場料＝前売り1,000円（当日
1,500円）
戸賀 ☎080（5692）1944

合奏の好きなシニア
（50歳以上）
ならどなたでも
▶日時＝毎月第2・3・4㈫13時～16時
▶会場＝みどりが丘自治会、東金市福岡公
民館
▶楽器＝バイオリン、
フルート、チェロ、
ビオ
ラ、
クラリネット、マンドリン、
ギター等
▶曲＝月の砂漠、青い山脈等
▶参加費＝入会金1,000円、2,000円/月
（楽
譜代等）
▶講師＝大野悦男氏（現・市原シニアアンサ
ンブル指揮・指導）
安斎 ☎090（7078）9909
錦織 ☎080（3096）6775

▶日時＝4月5日㈯～13日㈰
※イベント開催は4月13日㈰10時
～15時（小雨決行）
▶会場＝白子町花の広場（白子町
関5074‐2）
▶イベント内容＝団体模様植えコ
ンテスト、野だて、花の販売、模擬
店、
スーパーボールすくい 他
白子町花の広場実行委員会事務局
（白子町役場産業課内）
☎0475（33）2115
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▶日時＝3月22日㈯9時45分小中池公園
駐車場集合、14時解散予定
▶コース＝小中池公園→ミチハド池→砂
田随道→潮の道→女ヶ池→真珠の涙壁→
熊野神社→乙女の滝→生神神社→ミチハ
ド池→小中池公園 ※全行程約9㎞
▶対象＝どなたでも参加可※申込不要
▶参加費＝200円（保険料他）
▶持ち物＝弁当・飲み物・タオル・帽子・
ウォーキングシューズ・ルーペ・メモ等
上田 ☎（72）8521

▶日時＝4月9日㈬8時15分集合
▶会場＝光しおさい公園テニスコート
▶参加資格＝男子60歳以上、女子50
歳以上
※テニスクラブのコーチは出場不可
▶参加費＝1人1,500円
▶チーム編成＝2人あわせて110、120、
130、140歳以上に分けてのブロック別
リーグ
▶申込方法＝住所、氏名、生年月日を記
載してファクス
西村 ☎・FAX（72）6119
☎080（3507）4309

測定・健康相談・介護器具の

山武郡市テニス大会
（シニア混合ダブルス）

14

時～

教室を開設して22年。10年前
に教室で開催した「くるみ割り人
形」
。
それから長い年月の中で、
素
晴らしく成長した子どもたちを、
ぜひ観に来てください。
▶日時＝3月30日㈰15時30分開演
▶会場＝東金文化会館小ホール
▶入場料＝無料
余村 ☎090
（1844）
3882

8

日㈯

第14回PETITバレエ発表会
～くるみ割り人形（全幕）～

第150回記念大会
「大網白里ウォーキング会」開催

30 3

展示

春の朗読会

小 説・エッセイ・童 話・創 作
文など。新たなメンバーも加わり
「大網白里朗読の会」発足後2
年目の朗読会です。早春のひと
とき、
どうぞお越しください。
▶日時＝3月12日㈬13時開場
▶会場＝中部コミュニティセン
ター視聴覚室
▶参加費＝無料
佐久間 ☎(72)1725
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▼日時＝ 月

超 初 心 者コース開 講 中 。
一緒に卓球を楽しんでくだ
1ヵ月無料体験実施していま さる方を募集しています。
（初
す。基本中心で分かりやすく 級・中級）
好評です。
▶日時＝毎週㈬9時～11時
▶日時＝毎週㈮
▶会場＝大網白里アリーナ
15時～16時30分
▶参加費＝100円/回
▶会場＝東金市大和公民館
（人数によります）
長谷川
▶講師＝全日本認定教師
☎080（5428）0147
加藤 ☎080
（5452）
3452

▼日時＝

卓球同好会

◇大網白里子育て支援ネット

時（ 時 分開場・受付）

社交ダンスサークル募集

広報

▲金杉陽子さん、
矢野明仁さん～司会のお２人です～

▶収録日時＝３月２日㈰８時ごろ～
▶会場＝大網白里市朝市 市役所南側駐車場
▶放送予定日時＝３月21日㈮22時～22時15分
▶司会＝矢野明仁さん、
金杉陽子さん
◇朝市・白里遊楽市の情報
～朝市～
▶日時＝毎週㈰８時～８時30分（5月～9月は7時～7時30分）
▶会場＝市役所南側駐車場
産業振興課振興班 ☎（70）
０３４５
～白里遊楽市～
▶日時＝毎週㈰15時～16時（5月～9月は16時～17時）
▶会場＝農村環境改善センターいずみの里駐車場
農村環境改善センターいずみの里 ☎（70）
５１１１

