千葉県弁護士会
法律相談特別キャンペーン

山武郡市広域水道企業団
開発負担金制度の一部改正

平成25年度千葉県生涯大学校
入学生募集

実施日 11月７日、14日、21日、
28日（水曜日）午後１時〜４時
場所 東金法律相談センター
（東金商工会館２階）
相談料 2,000円
定員 ６人 ※要電話予約
予約電話 ☎0475（23）
0640
（受付時間午前10時〜11時半、
午後１時〜４時）

平成25年４月１日より申請者
の開発行為を促進し水道加入
の増進を目的とするため開発負
担金制度の一部を改正します。
宅地開発 造成面積1,000㎡を
超える面積に１㎡当り650円
を乗じて得た額
例：造成面積1,500㎡の場合
（1,500㎡−1,000㎡）×650円
＋消費税
建築物 計画１日最大給水量
５㎥を超える水量に１㎥当
り13万円を乗じて得た額
例：給水量10㎥の場合
（10㎥−５㎥）×130,000円＋
消費税
申請者施行に伴う事務費 廃止
問合せ 山武郡市広域水道企業
団施設課計画班 ☎（55）
7855

資格 県内に住所を有する55歳
以上（昭和33年４月１日以前
生まれ）の方
募集期間 11月９日（金）〜12月
28日（金）
願書配布 生涯大学校各学園、
市高齢者福祉課、各地域振興
事務所、各健康福祉センター
（保健所）
、県高齢者福祉課
※県ホームページからも入手
できます。
申込み・問合せ 千葉県生涯大学
校事務局 ☎043（266）4705

犯罪被害者週間
「千葉県民のつどい」
日時 11月18日（日） 午後１時
〜４時 ※参加費無料
場所 柏市民文化会館小ホール
申込み・問合せ 千葉県生活・
交通安全課 ☎043（223）2333
八街駅前自転車駐車場の平成25
年度利用登録申請を受付けます
平成25年度分の有料登録制自
転車駐車場（八街駅前第１・第
５自転車駐車場）の利用登録申
請の受付を開始します。
利用登録申請書は、11月16日
から八街市役所都市整備課、八
街市役所の受付およびJR八街駅
自由通路に備えつけてあります。
申請方法 利用登録申請書に必
要事項を明記の上、八街市都
市整備課へ郵送または持参
受付期間 11月16日
（金）
〜12月
17日
（月）
午前８時半〜午後５時
15分（土日、祝日は５時まで）
※土日、祝日は市役所受付で受
け付けます。郵送は12月17日の
消印有効。
問合せ 八街市役所都市整備課
☎043（443）1432

東総運動場催物
・ウエストサイズ物語
スリムになって生活習慣病を
予防しよう！
日時 12月２日（日）
午後１時半〜４時
・ストレッチング講習会
日時 12月８日（土）
午後２時〜３時半
参加資格 小学生以上
参加費 200円（保険料含）
定員 20人（先着順・電話予
約可）
場所・申込み・問合せ
東総運動場 ☎0479（68）1061

東金青年の家
いすみの自然をたずねて
日時 11月18日（日）
午前８時半〜午後３時半
場所 県立東金青年の家
対象 小学生と保護者
参加費 １人1,000円（別途電
車賃などがかかります）
申込方法 電話による先着順
申込締切 11月15日（木）
申込み・問合せ 東金青年の家
☎（54）1301
第３回輝け！健康県ちば宣言
作品募集
テーマ あなたの健康に対す
る思いを表現してみよう！
募集部門 川柳、絵手紙
募集期間 11月30日（金）まで
応募先 〒260-8691 日本郵便
千葉支店私書箱７号「第３回
輝け！健康県ちば宣言」係
HP http://www.chiba100.net/
※詳しくはホームページをご覧
ください。

広報さんむ

2012.11月

22

「やまもも祭」開催
山武市芸術文化祭
山武市芸術文化協会では、
日頃の芸術文化活動の成果を
発表する場として、芸術文化祭
「芸能発表・作品展示」を市内
各所で開催します。
日程等詳細については、広報
さんむ10月号をご覧ください。
問合せ
山武・成東地区：成東中央公民館
☎
（82）
3641
松尾・蓮沼地区：松尾洗心館
☎0479（86）
3090
押し花クラブ作品展
日時 11月20日（火）〜25日（日）
午前10時〜午後４時
※20日は午後１時から
※25日は午後３時まで
場所 成東中央公民館
問合せ 今村 ☎（82）4357
第13回成東写友会写真展
日時 12月９日（日）〜16日（日）
午前９時〜午後５時
※16日は午後３時まで
※10日の休館日を除く
場所 成東中央公民館
問合せ 関 ☎（82）
5481
朗読グループ「オリーブ」
第10回朗読会
日時 11月25日（日）
午後１時半〜４時 ※入場無料
場所 成東文化会館のぎくプ
ラザ視聴覚室
問合せ 古内 ☎（88）
3135
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日頃の学習成果を発表する、東
金特別支援学校の学校祭です。
日時 11月17日（土）午前９時
40分〜午後２時10分
場所・問合せ 東金特別支援学
校 ☎（52）2542
家計簿をつけましょう
〜全国友の会〜
日時 11月24日（土）
午前10時〜11時45分
場所 横芝光町文化会館
参加費 資料代350円
申込み・問合せ
今関 ☎（84）0462
山武長生夷隅地域リハビリテー
ション広域支援センター講演会
日時 11月25日（日）午前10時
〜11時半
場所 茂原市民会館
テーマ 医療・介護の専門家と
してできること（被災地活動
を通してわかること）
参加費 無料（事前申込不要）
問合せ 長生病院リハビリテー
ション科 ☎0475（34）2121㈹
こころの健康フェア2012
日時 12月16日（日） 午後０時
半〜４時半
場所 山武健康福祉センター
（山武保健所）
内容 講演「スポーツ選手のメ
ンタルヘルス」パラリンピック
メダリスト 高田晃一氏、他
問合せ 千葉県山武保健所地域
保健福祉課 ☎
（54）0611

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間
夫・パートナーからの暴力やス
トーカー等の女性をめぐる人権問
題について、相談に応じます。
日時 11月12日（月）〜16日（金）
午前８時半〜午後７時
11月17日（土）・18日（日）
午前10時〜午後５時
相談電話 0570（070）810
問合せ 千葉県人権擁護委員連
合会事務局（千葉地方法務局人
権擁護課内） ☎043（247）3555
親御様向け結婚活動勉強会
結婚できる人、できない人、
結婚に近づく親の接し方をリア
ルな数字を出して説明します。
日時 11月16日（金）午後１時
※参加費無料・要事前予約
場所 九十九里振興東金サロン
（東金市京葉銀行八鶴湖出張所向かい）

問合せ

やり た

鑓田 ☎070（5518）
0553

しおさい祭り2012
日時 11月18日（日）
午前９時〜午後３時
場所 本須賀第二区公民館
「しおさい」
問合せ 海保 ☎（84）1182
音葉ウインド・オーケストラ
第19回定期演奏会
日時 12月２日（日）
午後１時半開場、午後２時開演
場所 さんぶの森文化ホール
※入場無料
曲目 マードックからの最後の
手紙、ルパン３世 他
問合せ 浅野☎080（1197）8913

