講座・催し
応急処置実演︑まちの保健室︑

平成29年から２年間、ＡＬＴとして児童・生徒
に英語を指導していただいたマシュー・リベラさん
が退任されました。
マシューさんから皆さんへの

17

歌と踊りで先人の思いを承継

▲自分たちができる事を考え発表

〜第 回大網白里市郷土芸能発表会〜

犯罪や非行の防止と、あやまち
を犯した人の立ち直りについて理
解を広げ、犯罪や非行のない地域
社会を築く「社会を明るくする運
動」が全国で７月１日から31日まで
実施されました。
市では７月３日に、市長をはじめ
保 護司会、更 生保 護女性会が増
穂小学校を訪問。
東金警察署による講話や腹話術
人形を使った寸劇も披露され、児
童に対し、
「この運動をみんなで考
え、あいさつ等、
できることから始
めてみよう」と呼び掛けました。

な落語を噺すと︑笑い声があ

大網東小学校６年生44人が６月
24日、
市の職員が主催する認知症サ
ポーター養成講座を受講しました。
この講座は総合的な学習の時間
の一環として行われ、
認知症の症状、
認知症の方との関わり方等を疑似体
▲寸劇で身近な事例を学習
験や寸劇を通して学びました。
「認知症の方がごはんを食べた事
を忘れてしまっている時は、
どのように
対応したらよいか」
と質問する児童に
対し、
市の職員が声がけのポイントを
説明する場面もあり、児童たちが積
極的に学ぶ姿勢がうかがえました。

日 ︑保 健 文 化 セン

誰一人取り残さない社会へ
～第69回「社会を明るくする運動」～

７月

「相手のペースで優しく親切に」を学ぶ
～認知症サポーター養成講座～

14

ちこちを包む場面も︒

▲九十九里地曳大漁節（白里保存会）

ターで﹁大網白里市郷土芸能

て、
本当にありがとうございました。

﹁楽しいひと時だった﹂
﹁来

２年間お世話になりました。そし

17

発表会﹂が開催されました︒

確信しています。

年も来たい﹂と感想が聞かれる

将来すばらしいことを成し遂げると

中︑３００人で満員の会場は伝

の一番の思い出です。私は彼らが

多くの市民から︑ふるさとへ

どもたちと仲良くなったことが、私

の愛着︑感心の高さを集める発

網小学校、季美の森小学校の皆さん、どうもありがとうございました。子

統芸能一色に染まりました︒

国際交流協会の英会話教室で一緒に過ごした皆さん、大網中学校、大

表会も今回で 回目︒

大切な場所です。

30

参加団体ののぼり旗に飾ら

私は新たな地で生活することになりますが、
この街はずっと私にとって

ば文化資産﹂に認定された︑白

ふるさとのように愛するようになりました。

れた会場では︑平成 年に﹁ち

あっという間に２年間が過ぎてしまいました。私は大網白里市を第２の

里保存会の﹁九十九里地曳大

皆さん、
こんにちは。

発表会の最後に︑特別出演

大網白里市の皆さんへ

の春風亭三朝氏が愉快で流暢

メッセージをご紹介します。

▲腹話術であいさつの大切さを伝えました

続いて、イオン大網白里店、ベイ
シア大網白里店で街頭キャンペー
ンを行い、買い物に訪れた方へ啓
発物品を配布し、運動への理解と
協力を呼び掛けました。

▼内容＝救急処置実演︑日常

います︒

子ども用記念写真撮影コーナ

ＡＬＴ マシュー・リベラさん
２年間ありがとう

皆さんの参加をお待ちして

▼日時＝９月８日㈰ 時〜 時

ナー︑住宅用火災警報器設置

Ａ Ｅ Ｄ 展 示 お よ び 体 験 コー

促進コーナー︑救 急 自動 車お

人︒別会

40

よび消防自動車展示︑上級救

命 講習 会︵公募型

場︶

山武郡広域行政組合消防本

部警防課

漁節﹂や永田獅子旭連の﹁お染

☎０４７５︵５２︶８７５２

獅子﹂を中心に各団体が７演

ー︑救 急車 適正利用コーナー︑
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▲マリンも心肺蘇生法を体験

令 和 元 年 度 第 ２回﹁福 祉の

求人のある社会福祉施設・

目を披露︒郷土のあたたかさと

▼ 会場＝東 金サンピア１階ス

テージコート

13

しごと就職フェア・inちば﹂

面談や福祉職場に関する相談

懐かしさを背景にした歌と踊

16

事業所の採用担当者との個別

等を行い︑福祉 ・ 介護人材の

りに来場者は魅了されました︒

時〜

13

確保とサポートを図ります︒

時︵正午から受付開始︶

▼日時＝８月 日㈯

17

救急フェア山武２０１９

９月９日 ㈪の﹁ 救 急の日 ﹂

を含む１週間︵９月８日㈰ 〜

日 ㈯ ︶は﹁ 救 急 医 療 週 間 ﹂

オオカミがいない野山は荒れ
はてます。オオカミの生態と役割
について知ろう。
▶日時＝8月9日㈮〜18日㈰
9時〜16時30分（14日㈬休館）
▶会場＝東金こども科学館
▶対象＝子どもから大人まで
▶入場料＝無料
（一社）
日本オオカミ協会千葉
（5024）
9132
県支部長 ☎090

▼ 会場＝京 成ホテルミラマー

レローズルーム

しください︵ 参 加 費 無 料 ︑履

▼参加方法＝直接会場へお越

歴書不要︶︒

千葉県社会福祉協議会

夏の思い出に、家族・友人の皆
さんでお誘い合わせの上、ご参加
ください。
▶日時＝8月24日㈯17時〜19時30分
▶会場＝（社福）ワーナーホームホ
レブ寮前（細草3215-9）
▶内容＝盆踊り、太鼓演奏、模擬
店、花火等
納涼祭実行委員
☎0475
（77）
2100

千葉県福祉人材センター

毎週㈮にお当番をしてくださ
る方を募集します。
▶時間＝9時〜13時、
13時〜
17時
（交代制）
▶内容＝事務局手伝い、
電話
番、
掃除等
市民ステーション・まちサポ
☎0475(72)8278
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企画展「自然の中での
オオカミの役割を知ろう」

笑いヨガ

笑いヨガは、
だれでもできる健
康体操です。
笑うと健康に良いこ
とが医学的に証明されています。
あなたも一緒に笑って、
健康を
分かち合いませんか。
▶日時＝8月25日㈰13時30分
〜15時30分（原則第4㈰）
▶会場＝中央公民館
▶参加費＝100円
大野 ☎090
（9341）
3725

☎０４３︵２２２︶１２９４

ワーナーホーム
「納涼祭」開催

市民ステーション・
まちサポボランティア募集

です︒

まずは体験から気軽にお
越しください。
▶日にち＝毎週㈰
▶会場＝増穂小学校
▶対象＝年長、小学生男女
▶会費＝無料
田中 ☎090
（2757）
4774

大網

山 武 地 域 医 療 協 議 会では︑

ＦＣウイング
サッカー部員募集

救急医療および救急業務に対

ゆかた講習会

ゆかたを着て夏祭りに出かけ
ましょう。
きものが好きな方のたく
さ
んのご応募をお待ちしております。
▶日時＝8月6日㈫13時30分〜
14時30分
▶会 場＝中部コミュニティセン
ター
小物一式
▶持ち物＝ゆかた一式、
きものを楽しむ会／下神
☎090
（6656）
6065

する皆さんの正しい理解と認

みどりが丘近くの里山で
草刈り、花の手入れなど自然
の中でリフレッシュしません
か。
▶作業日＝毎月第3㈰
9時〜12時
▶会費＝2,000円/年
佐々木 ☎0475
（73）
2622

山武郡市民テニス大会（団体戦）

▶日時＝9月14日㈯8時30分〜
（予備日なし）
▶会場＝光しおさい公園
（横芝光町）
※駐車場＝バスケッ
トコート
▶種目＝団体戦
（男子ダブルス、
女子ダブ
ルス、
ミックスダブルス）
▶対象＝山武郡市在住・在勤者2人以上で
山武郡市外は4人までのチーム
※定員に満たなかった時は9月1日から
オープン
▶申込開始日＝8月19日㈪〜
（先着順、
定員になり次第締め切り）
▶参加費＝9,000円/チーム
（7日前キャン
セルから全額発生）
申・ 大網白里市体育協会テニス専門
部/北田 ☎090
（2520）
3205

識を深めるとともに︑救 急医

おおあみ里やまの会
会員募集

野球やろうよ！

大網白里市内および近隣市小学生
の野球チーム
「大網オリオン」
は団員を
募集しています。
見学・体験大歓迎！お
気軽に問い合わせください。
▶日時＝毎週㈯・㈰・祝日
▶会場＝
（高学年）
季美の森広場、
（低
学年）
大網東小学校、
大網白里特別
支援学校
▶対 象＝小学1年生〜6 年生の男女
（未就学児は要相談）
▶参加費＝2,500円/月
中西 ☎090
（5823）
0893
または大網オリオンホームページ

療関係者の意識の高揚を図る

2019.8.1

ため︑行事を実施します︒
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