お知らせ
ドライバーの皆さんへ
毎月 日は﹁交通安全の日﹂

総合事業対象者へのケアプラ

ンター業務︵要支援者および

や支援員経験︑介護施設での

・教員免許が無くても介助員

心身共に健康で意欲的な方

・特別支援教育に理解があり︑

勤務経験がある方

▼募集人数＝若干名
▼年齢＝不問
▼内容＝市内小中学校に在籍

ン作成等︶

▼勤務期間＝採用時〜令和４
する︑教育上特別な支援が必

︵１か月︶︑更新あり︒
▼勤務場所＝市内小中学校

活・行事等︑諸活動の支援

要な児童生徒の学校の日常生

年３月 日㈭ 試
※用期間あり

先です︒信号機の無い横断歩
▼勤務時間＝８時 分〜 時

横断歩道では歩行者が最優

道等の手前には︑ダイヤマー
分 ㈯
※・㈰・祝日は休み︒
時 分︶

▼勤務日数＝週５日︵８時〜

大網白里

た作品を募集します︒

感染拡大防止のため︑完成し

今年も︑新型コロナウイルス

方︑支援 者︵市民︒その他の

登校︑外に出ることが苦手な

▼対象＝ひきこもりの方︑不

▼会場＝中央公民館２階講義室

▼日時＝１月 日㈪ 時〜 時

▼対象＝観光スポット︑イベン

▼募集締切＝１月 日㈪必着

にて替えさせていただきます︒

山武地域の郷土料理が食べら
れるなど︶

②山武地域振興事務所ホーム
ページから応募

活性化に活用するため︑まだ

振興課

山武地域振興 事 務所地域

☎０４７５（７２）１９９５

クが設置されています︒
通自動車運転免許
︵ＡＴ限定可︶

心のいずみ

同じ悩みを抱えた方同士が

ています︒投稿者の中から抽

交流すれば︑ちょっとしたヒ
ントが生まれるかもしれませ

選で︑地域の特産品をプレゼ

応募者には︑参加賞をプレ

施 設など︵例 ○○ 食 堂では

ト︑地域の風習︑生産物︑店舗︑

▼参加費＝無料

域 の 魅 力 情 報︵ 写 真 添 付 歓

①住所︑氏名︑電話番号︑地

▼応募方法
ンク／長谷川

特定非営利活動法人リ

送
※迎はご相談ください︒
▼受付場所＝生涯学習課︑中

迎︶を記入し郵送で応募︵用
０４７５︵７７︶７５３８

info@npo-link.jp

社会福祉課社会福祉班
☎０４７５︵７０︶０３３０
ザクザク発掘！おしえて！
山武地域のいいとこ発見
チャレンジ

申
・ 〒２８３ ０００６
‒
６‒

東金市東新宿
あまり知られていない山武地

山武地域の魅力発信や地域

紙自由︶

☎０４７５︵７７︶７５３１

申
・

当
※選者の発表は賞品の発送

ゼ ン ト ︒皆 さ ん の 力 強 い 作

地域の方はご相談ください︶

日㈮８時 分〜 時 分

▼受付期間＝１月５日㈬〜

学３年生

品をお待ちしています︒

方・受け方、メールの使い方など
▼募集人数＝ 人程度
︵先着︶

ント︒

ん︒ま ずは︑一歩 踏み出して

▶内容＝電源やボタンの説明、文字の入力方法、電話のかけ

☎０４７５︵５４︶０２２２

市社会福祉協議会

▼資格＝介護支援専門員︑
普

交通費支給︑その他市規定に

講座・催し
青少年相談員連絡協議会主催
回新春書初め大会

修室）

▼対象＝市内小学３年生〜中

毎年恒例の﹁書初め大会﹂︒ みませんか︒

第

▶日時（会場）＝１月26日㈬10時〜12時（中央公民館２階講義
域のとっておき情報を募集し

☎０４７５（７０）０３３２

ダイヤマークを見たら︑ゼ
▼必要経験＝介護支援専門員
よる

ブラ・ストップを実践し︑思
いやりのある運転を心掛けま
業務
▼提出書類＝履歴書︑資格証

▼待遇＝時給９８８円以上︑

しょう︒悲惨な交通事故を無
付︶︑職務経歴書︑資格証の

▼提出書類＝履歴書︵写真貼
明書の写し

くすため︑交通ルールとマナ
写し
▼任用予定日＝４月１日以降

ーを守って﹁交通安全県ちば﹂
▼提出方法＝郵送または持参

を目指しましょう︒
千葉県くらし安全推進課
提出いただいた書類は返却
接日時等を連絡します︒詳細

しません︒書 類 選考の上︑面

地域包括支援センター
管理課学校教育室

☎０４７５︵７０︶０３７２

申
・

は問い合わせください︒

▼募集人数＝若干名

会計年度任用職員
︵特別支援教育支援員︶

☎０４７５︵７０︶０４３９

大網白里市大網１１５ ２

２９９ ３２９２

申
・

安全対策課生活安全班

☎０４３︵２２３︶２２６３

集

☎０４７５︵７０︶０３８７

募
会計年度任用職員
︵ケアマネジャー︶
・教員免許をお持ちの方

▼条件

シニアのためのスマホ教室（入門編）

部コミュニティセンター︑白
里出張所
▼申込方法＝完成した作品と
応募用紙を受付場所に提出し
てください︒
応募用紙は受付場所にあります︒
※

▼参加費＝無料

▼その他＝入賞者には︑賞状
と記念品を授与します︒
▼主催＝市青少年相談員連絡
生涯学習課生涯学習班

協議会
申
・

☎０４７５︵７０︶０３８０

０４７５（７２）１９９６

大網白里アリーナ ☎０４７５（７２）５７０８

▶参加費＝無料

１月16日㈰

グラウンド整備

せします。

全 ての 社 会 体
育施設

９時〜17時

野球場

終日

高齢者支援課高齢者支援班

15日㈯に新春マラソン大会
が開催された場合は、通常
どおり利用可

１月４日㈫〜
２月27日㈰

９時〜15時

１月15日㈯

新春マラソン
大会（予備日）

９時〜15時 トレーニング室

※申込多数の場合は抽選になり、結果は個別に郵送でお知ら

15日㈯に新春マラソン大会
が開催された場合は、個人
使用料金で利用可

▶申込締切＝１月11日㈫

15時から通常どおり利用可

白里出張所、老人福祉センター「コスモス荘」

17時から通常どおり利用可

９時〜17時

15

農村ふれあいセンターやまべの郷、中部コミュニティセンター、

17時から通常どおり利用可

９時〜17時

▶対象＝スマートフォンを使っていて、操作に不慣れな方

▶募集人数＝各会場15人

▶申込方法＝チラシの裏面に記入の上、設置公共施設に提出

社会体育施設の臨時休館（休場）

室）、14時〜16時（農村環境改善センターいずみの里農事研

▲山武地域振
興事務所ホー
ムページ

▶チラシの設置場所＝高齢者支援課、中央公民館、福祉会館、

19時から通常どおり利用可

９時〜19時

13

17

12月12日に、特任理事である野老真理子氏を講師に迎えて
「地域とともに〜一人一人、ひとつひとつ〜」をテーマに講演
会を実施しました。講演では、日常生活からの気付きや災害
の経験を通じて、地域をつ
くり上げるのは住民一人ひ
とりであること、未来を担
う子どもたちのためにでき
ることから行動することが
重要であると語られました。
市国際交流協会事務局（生涯学習課内）
☎０４７５（７０）０３８０

in

17

10

または社会福祉協議会へファクス

備考

施設
事由
全 ての 社 会 体
育施設
成人式
トレーニング室
全 ての 社 会 体
新春マラソン
育施設
大会
トレーニング室

１月９日㈰

14

30

特別講演会を実施

31

17

時間

日程

15

15

市国際交流協会では、在住外国人の方々との交流や英会
話教室の開催、外国人向けの「たのしい日本語教室」での日
本語教育や住民協働事業「日本語支援クラス」の実施に取り
組んでいます。
世界の人々と相互理解・友好親善を深める活動に参加しま
せんか。
▶会員数＝81人（令和３年度）
▶主な活動＝日本語教室、海外
派
派遣交流・研修、英語語学学習、
文化
交流会、文化交流講演会ほか
詳細は問い合わせください。
▲日本語教室の様子

認知症の方を介護している方同士で、介護の悩
みや困っていることなどを語り合ってみませんか。
▶日時＝１月13日㈭13時30分〜15時
▶会場＝小規模多機能型居宅介護支援事業所か
きつばた「カフェかきつばた」
▶内容＝認知症の個別相談、参加者同士の交流
▶対象＝認知症の方（疑いを含む）を介護して
いる方
※個別相談のみ予約制。
地域包括支援センター
☎０４７５（７０）０４３９
０４７５（７０）１０９３
在宅介護支援センターおおあみ緑の里
☎０４７５（７３）５１４６
在宅介護支援センター杜の街
☎０４７５（７０）１６６６
17

▼業務内容＝地域包括支援セ

〜市国際交流協会は一緒に活動できる方を募集しています〜

あんとんねぇさ〜
「九十九里地域認知症家族の会」in大網白里市
30

15

10

グローバル化する地域社会で
多文化共生に取り組む

17

16

31
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