講座・催し

令和４年度ミニバスケット

分～

30

ボール教室

13

▼日時＝月２回（おおむね、

第２・４㈯予定） 時

バスケットボール連絡協議会

スケット ボール部 ）、市ミニ

各種目実施日の一週間前まで

▼申込方法＝４月２日㈯以降

日㈬から

に申込書を提出。ファクス可。

※市外の方は４月

受け付け。なお、ペアの片

方が市内在住 在･勤の場合

は市内扱いとします。申込

書は大網白里アリーナ、市

20

問市ミニバスケットボール連

絡協議会／佐藤

☎０８０（５０９６）８７３２

問大網白里アリーナ

☎０４７５（７２）５７０８

市民スポーツ大会（テニス）

▼受付時間＝休館日を除く８

歳以上男子ダブルス③

にて入手可。

ス②

時 分～ 時 分

１人５００円、市外の方１人

15

13

スポーツ協会ホームページ

一般男子 ダブルス④一般女子

▼参加費＝市内在住在勤の方

17

30

▼種目＝①一般男子シングル

サブアリーナ

ダブルス⑤一般混合ダブルス

１，０００円

30

16

時 分（ 時受付）

▼対象＝年長者から小学６年

⑥シニア混合ダブルス（男

60

60

▼ 会 場 ＝ 大 網 白 里ア リ ー ナ

生以下（男女）

50

※事前に、スポーツ安全保険

に加入していることが条件。 歳以上、女 歳以上）

※締切日以降のキャンセルは、

市営ガスを使用の皆さんへ
電気湯沸器やＩＨコンロ等の設置のた
めにガス機器を取り外す際は、事前にガ
ス事業課までご連絡ください。
ガス事業課に申し込みをせずにガス栓
やガス配管を変更・撤去した場合は、法
律に違反する場合があります。
本市でも、適正なガス元止め工事が行
われずに、ガス設備が大変危険な状態で
放置されていた事例がありましたのでご
注意ください。

外す前に、
まず連絡を！

※は参加費あり（親子１組１００円）。

▼日時＝①②５月８日㈰、③

23日㈭ お楽しみ会※

▼申込方法＝参加申込書に必

16日㈭ 楽しく遊ぼう

14日㈫ お楽しみ会※

準備の都合上認められません。

21日㈫ 布袋作り※

３月 9日㈭ お楽しみ会※

２月 9日㈭ 楽しく遊ぼう

22

問大網白里市スポーツ協会

26日㈭ 楽しく遊ぼう

日㈰、 日

22日㈭ クリスマス会※

17日㈫ おやつ作り※

④５月 日㈰、⑤⑥５月 日㈰

20日㈫ クリスマス会※

１月 12日㈭ おはなし会

※予備日は６月

12月 8日㈭ クリスマス会※

24日㈭ 楽しく遊ぼう

要事項を記入の上、申し込み

11月 10日㈭ 歯科衛生士の話 15日㈫ 幼児の応急処置

▼申込先＝市ミニバスケット

22日㈭ 楽しく遊ぼう

19
テニス部理事／田中

13日㈫ 楽しく遊ぼう

楽しく遊ぼうハロ
楽しく遊ぼうハロ
楽しく遊ぼうハロ
10月 13日㈭
18日㈫
27日㈭
ウィン
ウィン
ウィン

㈰です。

９月 8日㈭ 楽しく遊ぼう

実施しません

ボール連絡協議会ホームペー

開催日

８月

☎０９０（２３０５）４１０３

７月 14日㈭ お楽しみ会※

子どもヘアカット
12日㈫
28日㈭ お楽しみ会※
講習

分集合

26日㈭ 楽しく遊ぼう

※各種目とも、８時

17日㈫ おやつ作り※

６月 9日㈭ 幼児の応急処置 21日㈫ 歯科衛生士の話 23日㈭ 楽しく遊ぼう

ジまたは大網白里アリーナ

５月 12日㈭ 栄養士の話

申

15

12

15

大網白里アリーナ

28日㈭ 楽しく遊ぼう

☎０４７５（７２）５７０８

19日㈫ 楽しく遊ぼう

（厳守）
。

４月 14日㈭ 楽しく遊ぼう

▼会場＝①④⑤みずほ台テニ

農村ふれあいセンター
やまべの郷

動できる服装、タオル、飲み

農村環境改善センター
いずみの里

▼持ち物＝室内シューズ、運

中央公民館

０４７５（７２）０４３６

のびのびひろば

スコート、② ③ ⑥市営テニス

くすくすひろば

物（ふた付き）

ぴよぴよひろば

コート（北飯塚）

子育てサロンで一緒に

30

遊びましょう！

11

▼日時＝各サロン月１回（８

10

▼参加費＝無料

人、

20

スポーツ保険の申し込みは、 ▼対象＝市内在住、在勤の方

優先

16

月休み） 時～ 時 分

※詳細は別表のとおり。

▼ 会 場 ＝ 中 央 公 民 館 、農 村

環境改善センターいずみの里、

農村ふれあいセンターやまべ

の郷

▼対象＝小学校就学前のお子

さんと保護者

回あり）

会場

令和４年度日程

▼参加費＝基本無料（必要な

サロン

・問市社会福祉協議会

☎０４７５（７２）１９９５

●別表

申

ダブルスは各種目 組

プロ野球公式戦開幕を記念して、千葉ロッテマリーンズ公
式戦にご招待します。
▶日程＝４月26日㈫、27日㈬、28日㈭18時試合開始予定
▶会場＝ＺＯＺＯマリンスタジアム（千葉市美浜区）
▶対戦相手＝東北楽天ゴールデンイーグルス
▶応募対象＝市内在住・在勤・在学の方
▶招待人数＝各日１００組２００人※１組につき１日程申し込
み可。
▶招待席＝内野指定席（フロア４）
▶申込方法＝球団特設サイトより申し込
み※応募者多数の場合は抽選。４月中旬
にメールにて結果通知。
▶申込期間＝４月１日㈮１０時～10日㈰
22時
問マリーンズインフォメーションセンター
☎０３（５６８２）６３４１
▲申込用ＱＲコード

事前に担当までご連絡くださ

千葉ロッテマリーンズ
公式戦開幕記念 特別観戦のご案内

い（年間８００円になります）。 ▼受付枠＝シングルスは

2022.4.1

▼主催＝市スポーツ協会（バ

13 №660

問ガス事業課 ☎０４７５（７２）１１３１
市営ガスは、家計にも環境にもやさしい県産天然ガスを供給
しています（供給しているガス種は１２Ａです）
。

ごみは、収集日の朝８時までに出してください

