第８回つばき杯ビギナーズ
テニス・ミックス大会

山武健康福祉センター 難病相談
言葉がスムーズに話せない・
歩きづらい・手足のしびれや筋
肉のやせ・ふらつきなどの症状
でお悩みの方、ご相談ください。
日時 ２月６日（水）午後１時
半〜４時（予約制）
場所 山武健康福祉センター
（山武保健所）
問合せ 山武健康福祉センター
健康生活支援課 ☎（54）
0611
家族介護者教室 続・介護予防で
健康寿命を伸ばそう
前回ご好評いただきました理
学療法士大塚剛先生の介護予
防のお話と体操の続編です。
日時 ２月27日（水）
午前10時〜11時半
場所 松尾IT保健福祉センター
視聴覚室
定員 30人（参加費無料）
申込み・問合せ 桔梗ケ丘シル
バーホーム 高橋・萩野
☎0479（86）7220
読み聞かせ勉強会
２・３歳児と絵本を楽しむために
２・３歳児への読み聞かせに
興味のある方の参加をお待ちし
ています。無料です。
日時 ３月６日（水）・13日（水）・
19日（火）・27日（水） 全４回
午前９時半〜11時半
場所 さんぶの森ふれあいセン
ター２階リハーサル室（さん
ぶの森図書館の下の階）
申込み・問合せ 石渡（人形劇
すぎのこ）☎（89）1106
さんぶの森図書館☎
（80）9101

東金青年の家

主催事業

場所 県立東金青年の家
申込み・問合せ 東金青年の家
☎（54）1301 ※申込は先着順
■星空観察
１泊２日で冬の星空観察や
宇宙の神秘について学びます。
期日 ２月23日（土）〜24日
（日）
対象 小学４年生〜中学生
参加費 １人2,000円
■東青ヤング交流会
社会教育を学ぶ学生対象、
１泊２日の交流・情報交換会。
期日 ３月２日（土）〜３日
（日）
対象 高校生〜大学生
参加費 １人1,500円
■お茶の世界を楽しもう
日時 ３月３日
（日）
午前10時〜正午
対象 小学４〜６年生
参加費 １人900円
朗読・ナレーション基礎講座

元アナウンサー講師による呼吸
法、発声練習、文章の読み方等の
講座。往復ハガキに住所・氏名・
電話番号を記入しご応募下さい。
日時 ２月23日（土）午後１時
半〜３時半
場所 山武郡市振興センター第３
会議室（東金市中央公民館隣）
定員 20人（応募多数の場合は
抽選・参加費無料）
申込期限 ２月18日（月）必着
申込み・問合せ 山武郡市視聴
覚教材センター ☎（54）0254
〒283-8505東金市東岩崎1-17

日時 ３月10日（日）午前８時〜
場所 千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場
対象 千葉県在住・在勤・在学
の硬式テニス初心者
種目 ミックスダブルス
参加費 １組2,000円
申込み ２月９日（土）午前９時
より電話と窓口で受付
問合せ 東総運動場
☎0479（68）1061
平成25年度千葉県生涯大学校の
入学生募集（2次）
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
募集学科・授業料（年額）
東総学園（銚子市）
、外房学園
（茂原市）
地域活動学部15,000円
造形学部園芸コース27,000円
造形学部陶芸コース54,000円
入学案内配布 生涯大学校各学
園、市高齢者福祉課、健康福祉
センター
（保健所） ※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
第37回ちびっこ探険学校
ヨロン島 参加者募集
説明会 ２月11日（月）
・24日（日）
午後３時〜４時半 国立オリン
ピック記念青少年総合センター
資料請求・問合せ
㈶国際青少年研修協会
☎03（6459）4661
HP http://www.kskk.or.jp

広報さんむ
2013.２月

22

第５回山武市芸文協まつり
囲碁・将棋大会
一般の方も参加できます。
場所 成東中央公民館
【囲碁】２月17日（日）午前９時〜
【将棋】２月24日（日）午前９時〜
問合せ 囲碁・将棋大会
代表 和田 ☎（82）
5037
第５回山武市芸文協まつり
芸能発表会・作品展示会
市芸術文化協会員による日頃
の活動の成果をご覧ください。
場所 成東文化会館のぎくプラザ
【芸能発表】日時 ３月10日（日）
午前９時開演
※当日は送迎バス（時刻表は回覧
でお知らせ）
・昼食を用意します。
【作品展示】
期間 ３月７日（木）午後１時
〜14日（木）午後３時まで
※11日の休館日を除く
問合せ 成東中央公民館
☎
（82）
3641
絵手紙

四季彩展

日時 ２月19日（火）〜24日（日）
午前９時〜午後５時（19日は午後
１時から、24日は午後４時まで）

場所 成東中央公民館ロビー
問合せ 貫井 ☎（82）
7508
成東書道会

書初め展

日時 ２月３日（日）午後３時〜
９日（土）午後３時
※４日の休館日を除く
場所 成東中央公民館
問合せ 土屋 ☎090（5761）4195
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花の60代青春まっただなか
生涯大学校陶芸専攻科卒業作品展

第２回 千葉県商工会女性部
うまいもん市

日時 ２月20日（水）〜24日（日）
午前９時〜午後５時 入場無料
※20日は正午から
※24日は午後４時まで
場所 茂原市立美術館 市民
ギャラリー（茂原市高師1345-1）
問合せ 金澤 ☎090（2255）1214

県内商工会女性部による地域
の旨いもん（食品）・上手いも
ん（工芸品）の展示販売。
日時 ２月11日（月）午前９時〜
場所 国民宿舎サンライズ九十
九里 多目的ホール
※費用無料・申込不要
問合せ 千葉県商工会連合会
☎043（305）5222

航空科学博物館 飛行機工作教室
簡単で、よく飛ぶゴム動力飛
行機を作って飛ばしましょう。
日時 ２月９日、10日、11日
各日 午後１時〜
場所 航空科学博物館１階多目
的ホール
参加方法 当日、開館時間午前
10時より受付でご予約くださ
い。各日先着40人。
問合せ 航空科学博物館
☎0479（78）0557
東金吹奏楽団第45回定期演奏会
日時 ２月17日
（日）午後２時開演
場所 東金文化会館大ホール
入場無料・全席自由
問合せ 高山 ☎090（1776）9511
２月は省エネルギー月間です

手話を楽しく覚えませんか
聴覚障害者日曜教室
手話って難しい？…大丈夫！
日時 ２月10日（日）午後１時半
〜３時半（参加費無料・申込不要）
場所 松尾ふれあい館２階農事
研修室
※手話通訳・要約筆記（OHP）付
問合せ NPO千葉県中難協
047（432）
8039
成年後見制度研修会
落語などでおもしろおかしく成
年後見制度の概要や職務を学ぼう。
日時 ２月24日（日）午後１時20
分〜４時半
場所 千葉市生涯学習センター
定員 300人（申込先着順）
申込方法 申込書をFAXかメール
※申込書は社会福祉協議会で
配付。千葉県社会福祉協議会
ホームページからもダウンロー
ドできます
資料代 500円
申込締切 ２月14日（木）必着
申込み・問合せ 千葉県社会福
祉協議会 ☎043（204）6012
smile@chibakenshakyo.com

