お知らせ

市中小企業等経営支援金交付
申請期限を延長しました

者︵
歳の者は︑採用予定月

33

18

33

市内の情報を
いち早くお届けします！
〜マリンのツイッター〜
マリンのツイッターでは、
大網白里市の魅力や取り組
みをお知らせしているほか、
災害や新型コロナウイルス
感染症についての情報も発
信しています。
今年も台風が発生しやすい
時期になりましたので、ぜひ
フォローをお願いします。
秘書広報課秘書広報班

☎０４７５（７０）０３０７

白里小学生が市指定文化財「稲荷社」を見学
本市には18の市指定文化財があり、そのうちの一つである「元網主斉藤四郎右衛門家稲荷
社」は、白里小学校内で保存されています。
社会の授業で、市内の古い建物などを調べていた白里小学校３年生の皆さんは、校内に指
定文化財があることを知ると、
「実物が見てみたい」と興味津々。
この要望を受けて生涯学習課による特別授業が7月28日に開催され、普段は公開されてい
▲稲荷社に施されたさまざまな彫刻
ない稲荷社の見学会が行われました。
稲荷社は、昨年の台風により、瓦の一部が破損しているものの、壁や天井付近には荘厳な彫刻
が施され、間近で見学した児童の皆さんは、目をキラキラと輝かせて感嘆の声を上げていました。
文化財担当職員から建立された時代や経緯だけでなく、社がもともと朱色だった理由や彫
刻されている「龍」や「狐」に漁業繁栄・五穀豊穣の祈りが込められているという説明を聞くと、
「もう一度見学してもいいですか」と稲荷社をのぞき込んで真剣に観察する児童の姿も。
「社の中には何か入っていますか」、
「まだ発見されていない彫刻がありますか」など、さまざ
まな質問も飛び出し、身近な地域の歴史と文化に触れた驚きと喜びをあふれさせていました。
普段は、公開されていない稲荷社ですが、後世に伝えていくために、調査・修復等を検討し
ていきます。
生涯学習課生涯学習班 ☎０４７５（７０）０３８０

▼資格＝ 歳以上 歳未満の

の末日現在︑ 歳に達してい

10

ない者︶

⑥自衛官候補生

33

▼申込締切＝９月 日㈭

▼資格＝ 歳以上 歳未満の

18

32

災害・新型
コロナウイル
スも

みんな知ってた？学校の中に文化財！

▲見学の様子

新型コロナウイルス感染症

▶作業日＝毎月第3㈰9時
〜12時
▶会費＝2,000円／年
おおあみ里山の会／
松浦
☎0475
（72）
5343

32

歳の者は︑採用予定月

大網小学校の裏の里山
で草刈り、花の手入れ
など自然の中で楽しみ
ましょう

者︵

日々の暮らしの中の小さな
感動を5・7・5・7・7の短歌に詠
んでみませんか？単調な毎日
が新鮮に思えてきますよ。
見学
も歓迎します。
詳細は問い合わ
せください。
▶日時＝第2㈯12時30分〜14
時30分
▶会場＝中央公民館
泉のほとり短歌会／井上
☎0475
（73）
0135

11

34

達する日の翌月の末日現在︑

▶日時＝初級：毎週㈭、
中級：毎週㈮
14時〜16時
▶会場＝中央公民館他
▶講師＝大網白里市ＡＬＴ
▶会費＝無料
（先着順）
▶募集人数＝各クラス５人
大網白里市国際交流協会／
古内
☎090
（7706）
8310

短歌同好会 会員募集

18

33

の１日から起算して３か月に

今日的社会問題ともいえるパワハラ
による精神障害、
過労死、
発達障害
者解雇などの裁判例を紐解き、
再発
防止と社会保険適用を検討します。
▶日時＝9月19日㈯17時30分〜20時
（開催日時協議）
▶会場＝中央公民館
▶会費＝500円／1回
（高校生、
大学
生無料）
田中
（代表）
☎090
（8850）
5977

英会話クラス(無料)
受講者募集

11 55

18

９月24日㈭から各携帯電話事業
者による新しい電波（700MHz帯）
の使用開始が予定されています。
新しい電波の使用に伴い市内の
一部の地区でテレビ映 像に影響が
生じる恐れがあります。このようなご
家庭には、事前に700MHz利用推進
協会よりお知らせが配布されます。
24日㈭以降、テレビ映像に影響が
生じた場合 やご不明な点がある場
合は、コールセンターに問い合わせく
ださい。
※受付時間：９時〜22時（年中無休）
７００ＭＨｚテレビ受信障害
対策コールセンター
☎０１２０（７００）０１２
☎０５０（３７８６）０７００
歳に達していない者︶

お手持ちのお着物で自分
で着物を着られるようになりま
しょう。
▶日時＝随時募集しております。
▶会場＝中部コミュニティセン
ター
▶参加費＝無料
▶募集人数＝10名位
きものを楽しむ会
☎090
（6656）
6065

大網社会法研究会会員募集

53

23

テレビの受信障害対策を
実施しています

▼申込締切＝年間を通じて受付

着付講座

令和3年度4月入園希望の方に
向けて園の見学説明会・保育体験
を行います。
お気軽にご参加ください。
▶日時＝10月24日㈯9時30分〜
▶対象＝令和3年度0歳児〜2歳児
（2018.4.2以降に生まれたお子様）
▶募集人数＝5人
（要予約）
ご予約はお電話にてお願いします。
※本年度、
0歳児募集中です。
きららの星nursery／緑川
☎0475
（78）
4641

2019年 中8人・高14人かけがえの
ない22人の命を守りたい 自殺対策
絵でイジメのSOSを発見。
一人
で悩まず相談。
今までのらくがき絵
を持参ください。
無料心理絵画鑑
定。
▶日時＝毎月第2・4㈯14時〜17時
▶会場＝東金サンピアホール
▶対象＝3歳〜大人
▶参加費＝無料
あすなろ絵画会
☎080
（5079）
6304

18

年齢上限は 歳〜 歳未満︶

保育園見学説明会 きららの星
nursery（企業主導型保育所）

▼申込締切＝９月 日㈮

保育園見学説明会 エンジェルハー
トナーサリー（小規模認可保育所）

詳細は問い合わせください︒

佐倉の歴博について、
当時の
佐倉市議会議長として佐倉藩主
の子孫である堀田佐倉市長と設
立に関わった経緯を発表。
▶日時＝9月20日㈰13時30分〜
▶会場＝中央公民館
▶講師＝川合雄二郎氏
▶演題＝国立歴史民俗博物館
の誘致について
▶参加費＝無料
大網白里市郷土史研究会／中村
☎090
（2205）
2301

自衛隊茂原地域事務所

郷土史研究会発表会のご案内

ビバルディやモーツアルトか
ら日本のわらべ歌まで。
弦楽
器・声楽歓迎！詳細は問い合
わせください。
▶名称＝室内楽
「田園あんさん
ぶる」
▶日時＝毎月2回 ㈰午後
原田
☎090
（9819）
8035

令和3年度4月入園希望の方に
向けて園の見学説明会・保育体験
を行います。
お気軽にご参加ください。
▶日時＝10月24日㈯13時30分〜
▶対象＝令和3年度0歳児
（2020.4.2以降に生まれたお子様）
▶募集人数＝5人
（要予約）
ご予約はお電話にてお願いします。
※本年度、
0歳児募集中です。
エンジェルハートナーサリー／緑川
☎0475
（53）
3535

☎０４７５
（７０）
０３８０

☎０４７５︵２５︶０４５２

コロナ禍に負けないで！
室内楽アンサンブル

生 涯 学習課 生 涯 学 習 班

300円

18

歳

申・

しょうがいがくしゅうかしょうがいがくしゅうはん

10

の影響を受け︑売上が減少し

Manでおしゃべり。教科書使用。

1回

た中小企業等への支援として

Ｍクラス

第4㈯ 11:00〜12:30

市独自の支援金を交付してい

初 級 から上 級まで、M a n t o

ます︒

日本語支援

300円

これまで申請期限を９月

文法、作文、
スピーチなど。

1回

⑦予備自衛官補︵一般︶

Ｓクラス

第3㈯ 11:00〜12:30

▼資格＝ 歳以上 歳未満の者

教科書以外のテーマ。

21

専３年次修了者︵見込み含む︶

日本語支援

11:00〜12:30 無料

30

自衛官募集

第2㈯

日㈬としていましたが︑ 月

教科書使用。

▼申込締切＝９月 日㈮

第1㈯

22

11

④航空学生︵パイロット︶

日本語の会話、読み書き。

無料

▼資格＝︵海︶ 歳以上

日本語 教 室

9:30〜11:00

①防衛大学校学生︵一般︶

会話、読み書き。教科書使用。 第2㈯

歳未満の高卒者︵見込み含

たのしい

21

10

また︑交付対象者に︑日本

初 めて日 本 語を学 ぶ人 への 第1㈯

ひよう

費用

10

30

日㈪まで延長しました︒

じかん

時間

⑧予備自衛官補︵技能︶

ひ

開く日

未満の高卒者︵見込み含む︶

ひら

▼申込締切＝ 月 日㈭

ないよう

学習レベルと内容

10

政策金融公庫の﹁新型コロナ

がくしゅう

18

▼資格＝ 歳以上で国家免許

めい

教 室（クラス）名

の協 力で行われます。

または高専３年次修了者︵見

きょうしつ

国 際交 流協 会および日本語教 室 委員会

②防衛医科大学校医学科学生

▶参 加の仕 方＝たのしい日本語 教 室 へ
の参加希望者は中央公民館に申込書を

ウイルス感染症特別貸付﹂に

スは、大 網白里市多文化共 生推 進プラ

ンに基 づき、大 網白里市と大 網白里市

資格等を有する者︵資格により

▶開く場所＝大 網白里市中 央公 民館
▶参加できる人＝市内に住んでいる人

込み 含む︶︑︵ 空︶ 歳以 上

※たのしい 日本語教 室 と 日本語 支 援クラ

③防衛医科大学校看護科学生

しませんか。

▼申込締切＝ 月７日㈬

提出してください。

加しました︒支援金の詳細に

学んだり、いっしょにおしゃべりをしたり

よる融資を受けている方を追

日 本 語 支 援 Ｓクラス・Ｍクラスへの
参 加希 望者は生 涯学 習 課に申 込書を

む︶または高専３年次修了者

ます。
日本で生活する為 に必 要な日本語 を

▼申込締切＝ 月１日㈭

の日本語を学習する教 室(クラス)を開き

提出してください。電 話での申し込みは
できません。

︵見込み含む︶

市 内に住 んでいる外 国人の方 のため

︿①②③共通事項﹀

しゅう

⑤一般曹候補生

ぼ

▼申込締切＝９月 日㈭

が い こ く じ ん が く しゅう しゃ

高卒者︵見込み含む︶または高

ご

▼資格＝ 歳以上 歳未満の

ほ ん

商工観光課振興班

に

日本 語 の外 国人 学習者 募 集

☎０４７５︵７０︶０３５６

２０20 Japanese Classes

ついては市ホームページでご

2020.9.1

確認ください︒

13 №641

▲@marine̲os̲1201

