
23 広報さんむ2013. 月6

木村一基八段が来訪！！
日本将棋連盟成東支部両日大会開催

22広報さんむ
2013. 月6

日時　６月22日（土）～23日（日）
　午前９時～午後４時
場所　成東中央公民館
問合せ　成東支部長　和田喜治
　　　　　　　　　☎（82）5037

千葉県立東部図書館文学講座
「銚子生まれの国木田独歩」
日時　６月15日( 土 )　午後１時

半～３時半
場所　県立東部図書館 3 階研修室
講師　中谷順子氏
定員　70人（先着順）聴講無料
申込み・問合せ　県立東部図書館
　　　　　　　☎0479（62）7070

航空科学博物館イベント情報

場所・問合せ　航空科学博物館
　　　　　　　☎0479（78）0557
◆旅客機ビデオ上映会
日時　６月16日（日）午前 11時～
◆やさしい航空のはなし
　「航空無線の楽しみ」
日時　６月23 日(日 ) 午後１時～

成東高校吹奏楽部
第46回定期演奏会
日時　６月９日 ( 日 )
　午後１時開演（12 時半開場）
場所　東金文化会館大ホール
曲目　第１部　平成 25 年度全日

本吹奏楽コンクール課題曲より
　第 2 部　ポップスステージ
　第 3 部　ローマの噴水
問合せ　成東高校　内田
　　　　　　　　　☎（82）3171

第32回山武市芸術文化協会
チャリティ舞踊発表会
日時　６月９日(日 )
　午前９時半開演
場所　成東文化会館のぎくプラザ
　※　軽食をご用意します。
問合せ　山武市芸術文化協会舞

踊部会部会長　村井
　　　　　　　　　☎（82）2636

旭中央病院　新たに受診を
希望する患者様の受付
　地域の皆さんから「旭中央病院
にはかかれないの？」という質問
を受けますが、旭中央病院では、
一部診療科（下記※）を除き、制限
なく受診を希望する患者さん（新
患）の受付を行っています。初診の
際に紹介状がない場合は、従前ど
おり初診料とは別に 2,100 円をご
負担いただきます。また、一部「紹
介状」や「予約」が必須となる診療
科がありますので、詳しくはお問い
合わせください。
一部診療科※

【眼科】旭市民以外の方は紹介状
が必要です

【呼吸器内科】旭市民のみ診察を
行っています

【救急外来】旭市民および 15 歳未
満の小児を除く「軽症」の患者さ
んが時間外に受診した場合に、
保険診療分とは別に「時間外選
定療養費」として 5,250 円かか
ります。
問合せ　国保旭中央病院
　☎0479（63）8111（代）

　見え方で悩んでいる、困ってい
る方や保護者の方、視覚障害のあ
るお子さんに関わる仕事の方、地
域の多くの方を対象に、盲学校の
授業見学や補助具の体験、教材教
具の紹介、教育相談等を行いま
す。
日時　６月29 日（土）
　午前９時 10 分～
場所　県立千葉盲学校
申込方法　参加者全員の氏名、代

表者の電話番号を書いて、郵
送、faxまたは Eﾒｰﾙ
締め切り　６月21日（金）
申込み・問合せ　県立千葉盲学校
　〒284-0001 四街道市大日468-1
　☎　043（422）0231
　　　043（424）4592
　　　http://www.chiba-c.ed.jp/
　　　chiba-sb/n-index.html 

平成25年度山武市芸術文化協会
カラオケ部会交友発表会

千葉盲学校オープンスクール

日時　６月22 日( 土 )　
　午前９時開演
場所　成東文化会館のぎくプラザ
問合せ　山武市芸術文化協会カ

ラオケ部会部会長　鈴木
　　　　　　　　　☎（82）6474

千葉県特定不妊治療費助成事
業の助成額が変更されました
　千葉県では、高額な医療費を要
する特定不妊治療（体外受精・顕
微授精）を受けている方を対象
に、治療費の一部を助成していま
す。
　４月1日から国の制度改正に伴
い助成額が変更されました。詳細
はお問い合わせください。
問合せ　山武健康福祉センター
（山武保健所）☎（54）0611㈹

HP

大和交通大和交通
一般貸切旅客自動車運送事業一般貸切旅客自動車運送事業

無料
御見積
無料
御見積
無料
御見積

関自旅一第1614号関自旅一第1614号

Daiwa KotsuDaiwa Kotsu

e-mail daiwabus@clock.ocn.ne.jpe-mail daiwabus@clock.ocn.ne.jp
TEL 0475-80-3736TEL 0475-80-3736
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ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ成東管理組合法人

担当者 大類まで

０９０－６１８８－１９５４

○健康な方、年令６５才位まで
○AM９：００～PM５：３０まで
　※時間相談に応じます。
○募集人数　２名
○時給８００円、夏、冬　賞与有
○作業服は支給致します

おおるい

information

　悩んでいる子ども、保護者を対
象に相談を行っています。
内容　専門家による相談（精神科

医師、臨床心理士）
場所　山武健康福祉センター（山

武保健所）
日程　臨床心理士（毎月担当）
　精神科医師（偶数月担当）
※完全予約制（事前に電話申込み）
申込み・問合せ　山武健康福祉セ

ンター　☎（54）0611 ㈹

　日本赤十字社は、国内の災害時
の救護をはじめ、国外の紛争・自
然災害の被災者に対する緊急救
援活動など、さまざまな人道的活
動を行っています。これらの人的
活動は、多くの皆様の温かい善意
によって支えられています。
問合せ　日本赤十字社千葉県支
　部　☎043（241）7531

平成25年度千葉県介護支援
専門員実務研修受講試験
日時　10 月13 日 (日 )　午 前 10

時～正午
受験資格　医療・保健・福祉分野

の有資格者などで一定期間以
上の実務経験のある方
申込書配布・申込受付期間　
　６月３日（月）～７月10 日（水）
問合せ　千葉県社会福祉協議会
　☎043（204）1610

平成25年度　親と子の心の相談

元気館囲碁クラブ　会員募集

いつでも好きな時に参加できま
すので、気軽に囲碁を打ちにきてく
ださい。会員の親睦を兼ねた「囲
碁研修旅行」や、初心者を対象と
した「囲碁教室」も開催する予定
です。
日時　金曜日を除く毎日（元気館

開館日）　午後１時～６時
場所　さんぶの森元気館　教養

娯楽室
費用　年間 1,500 円（クラブ会費）
申込み・問合せ　島田　☎（55）9858

東金青年の家　カヌー体験教室

日時　６月30 日(日 )、８月11日
(日 )　午前９時半～午後２時
集合　午後９時半 横芝光町役場
解散　午後２時 栗山川現地解散
参加費　小中学生　1,000 円
　高校生以上　1,500 円
対象　小学生 3 年生以上（親子

参加歓迎）
募集　20人（電話で先着順）
申込み・問合せ　県立東金青年の家
　☎（54）1301

日時　毎月第２・第４金曜日
　午前 10 時～11 時半
場所　成東中央公民館
申込み・問合せ　小川（住まいの発

見館）　☎（82）3313

太極拳クラブ生募集

赤十字活動資金へのご協力を
お願いします

日時　６月22 日（土）　午後１時
～４時半
場所　山武郡市振興センター
内容　16ミリ映写機の理論と実技
持ち物　顔写真１枚（タテ３ｃｍ×

ヨコ 2.5ｃｍ）、筆記用具
申込み・問合せ　山武郡市視聴

覚教材センター　☎（54）0254

　受講を希望される個人または事
業主の方はお電話ください。
申込期限　６月21日( 金 )
申込み・問合せ　東金労働基準

協会　☎（52）1061
◆安全管理者選任時講習
日時　７月11日( 木 )、12 日 ( 金 )
　　　午前９時～
◆クレーン運転（５トン未満）講習
（学科）
日時　７月23 日( 火 )
　　　午前９時～

応募書類セミナー

　履歴書、職務経歴書を書くとき
のポイントを学習します。
日時　６月26 日( 水 )　午後 1 時

半～４時
場所　横芝光町町民会館（横芝

光町役場となり）
対象　就職を希望している15 歳

～ 39 歳までの方
定員　20人（要予約・無料）
申込み・問合せ　横芝光町役場

産業振興課　☎0479（84）1215
　ｼ ｮ゙ﾌ ｶ゙ﾌｪちば　☎047（426）8471

１６ミリ映写機操作講習会

東金労働基準協会　各種講習会
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日時　６月22日（土）～23日（日）
　午前９時～午後４時
場所　成東中央公民館
問合せ　成東支部長　和田喜治
　　　　　　　　　☎（82）5037

千葉県立東部図書館文学講座
「銚子生まれの国木田独歩」
日時　６月15日( 土 )　午後１時

半～３時半
場所　県立東部図書館 3 階研修室
講師　中谷順子氏
定員　70人（先着順）聴講無料
申込み・問合せ　県立東部図書館
　　　　　　　☎0479（62）7070

航空科学博物館イベント情報

場所・問合せ　航空科学博物館
　　　　　　　☎0479（78）0557
◆旅客機ビデオ上映会
日時　６月16日（日）午前 11時～
◆やさしい航空のはなし
　「航空無線の楽しみ」
日時　６月23 日(日 ) 午後１時～

成東高校吹奏楽部
第46回定期演奏会
日時　６月９日 ( 日 )
　午後１時開演（12 時半開場）
場所　東金文化会館大ホール
曲目　第１部　平成 25 年度全日

本吹奏楽コンクール課題曲より
　第 2 部　ポップスステージ
　第 3 部　ローマの噴水
問合せ　成東高校　内田
　　　　　　　　　☎（82）3171

第32回山武市芸術文化協会
チャリティ舞踊発表会
日時　６月９日(日 )
　午前９時半開演
場所　成東文化会館のぎくプラザ
　※　軽食をご用意します。
問合せ　山武市芸術文化協会舞

踊部会部会長　村井
　　　　　　　　　☎（82）2636

旭中央病院　新たに受診を
希望する患者様の受付
　地域の皆さんから「旭中央病院
にはかかれないの？」という質問
を受けますが、旭中央病院では、
一部診療科（下記※）を除き、制限
なく受診を希望する患者さん（新
患）の受付を行っています。初診の
際に紹介状がない場合は、従前ど
おり初診料とは別に 2,100 円をご
負担いただきます。また、一部「紹
介状」や「予約」が必須となる診療
科がありますので、詳しくはお問い
合わせください。
一部診療科※

【眼科】旭市民以外の方は紹介状
が必要です

【呼吸器内科】旭市民のみ診察を
行っています

【救急外来】旭市民および 15 歳未
満の小児を除く「軽症」の患者さ
んが時間外に受診した場合に、
保険診療分とは別に「時間外選
定療養費」として 5,250 円かか
ります。
問合せ　国保旭中央病院
　☎0479（63）8111（代）

　見え方で悩んでいる、困ってい
る方や保護者の方、視覚障害のあ
るお子さんに関わる仕事の方、地
域の多くの方を対象に、盲学校の
授業見学や補助具の体験、教材教
具の紹介、教育相談等を行いま
す。
日時　６月29 日（土）
　午前９時 10 分～
場所　県立千葉盲学校
申込方法　参加者全員の氏名、代

表者の電話番号を書いて、郵
送、faxまたは Eﾒｰﾙ
締め切り　６月21日（金）
申込み・問合せ　県立千葉盲学校
　〒284-0001 四街道市大日468-1
　☎　043（422）0231
　　　043（424）4592
　　　http://www.chiba-c.ed.jp/
　　　chiba-sb/n-index.html 

平成25年度山武市芸術文化協会
カラオケ部会交友発表会

千葉盲学校オープンスクール

日時　６月22 日( 土 )　
　午前９時開演
場所　成東文化会館のぎくプラザ
問合せ　山武市芸術文化協会カ

ラオケ部会部会長　鈴木
　　　　　　　　　☎（82）6474

千葉県特定不妊治療費助成事
業の助成額が変更されました
　千葉県では、高額な医療費を要
する特定不妊治療（体外受精・顕
微授精）を受けている方を対象
に、治療費の一部を助成していま
す。
　４月1日から国の制度改正に伴
い助成額が変更されました。詳細
はお問い合わせください。
問合せ　山武健康福祉センター
（山武保健所）☎（54）0611㈹
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○健康な方、年令６５才位まで
○AM９：００～PM５：３０まで
　※時間相談に応じます。
○募集人数　２名
○時給８００円、夏、冬　賞与有
○作業服は支給致します

おおるい

information

　悩んでいる子ども、保護者を対
象に相談を行っています。
内容　専門家による相談（精神科

医師、臨床心理士）
場所　山武健康福祉センター（山

武保健所）
日程　臨床心理士（毎月担当）
　精神科医師（偶数月担当）
※完全予約制（事前に電話申込み）
申込み・問合せ　山武健康福祉セ

ンター　☎（54）0611 ㈹

　日本赤十字社は、国内の災害時
の救護をはじめ、国外の紛争・自
然災害の被災者に対する緊急救
援活動など、さまざまな人道的活
動を行っています。これらの人的
活動は、多くの皆様の温かい善意
によって支えられています。
問合せ　日本赤十字社千葉県支
　部　☎043（241）7531

平成25年度千葉県介護支援
専門員実務研修受講試験
日時　10 月13 日 (日 )　午 前 10

時～正午
受験資格　医療・保健・福祉分野

の有資格者などで一定期間以
上の実務経験のある方
申込書配布・申込受付期間　
　６月３日（月）～７月10 日（水）
問合せ　千葉県社会福祉協議会
　☎043（204）1610

平成25年度　親と子の心の相談

元気館囲碁クラブ　会員募集

いつでも好きな時に参加できま
すので、気軽に囲碁を打ちにきてく
ださい。会員の親睦を兼ねた「囲
碁研修旅行」や、初心者を対象と
した「囲碁教室」も開催する予定
です。
日時　金曜日を除く毎日（元気館

開館日）　午後１時～６時
場所　さんぶの森元気館　教養

娯楽室
費用　年間 1,500 円（クラブ会費）
申込み・問合せ　島田　☎（55）9858

東金青年の家　カヌー体験教室

日時　６月30 日(日 )、８月11日
(日 )　午前９時半～午後２時
集合　午後９時半 横芝光町役場
解散　午後２時 栗山川現地解散
参加費　小中学生　1,000 円
　高校生以上　1,500 円
対象　小学生 3 年生以上（親子

参加歓迎）
募集　20人（電話で先着順）
申込み・問合せ　県立東金青年の家
　☎（54）1301

日時　毎月第２・第４金曜日
　午前 10 時～11 時半
場所　成東中央公民館
申込み・問合せ　小川（住まいの発

見館）　☎（82）3313

太極拳クラブ生募集

赤十字活動資金へのご協力を
お願いします

日時　６月22 日（土）　午後１時
～４時半
場所　山武郡市振興センター
内容　16ミリ映写機の理論と実技
持ち物　顔写真１枚（タテ３ｃｍ×

ヨコ 2.5ｃｍ）、筆記用具
申込み・問合せ　山武郡市視聴

覚教材センター　☎（54）0254

　受講を希望される個人または事
業主の方はお電話ください。
申込期限　６月21日( 金 )
申込み・問合せ　東金労働基準

協会　☎（52）1061
◆安全管理者選任時講習
日時　７月11日( 木 )、12 日 ( 金 )
　　　午前９時～
◆クレーン運転（５トン未満）講習
（学科）
日時　７月23 日( 火 )
　　　午前９時～

応募書類セミナー

　履歴書、職務経歴書を書くとき
のポイントを学習します。
日時　６月26 日( 水 )　午後 1 時

半～４時
場所　横芝光町町民会館（横芝

光町役場となり）
対象　就職を希望している15 歳

～ 39 歳までの方
定員　20人（要予約・無料）
申込み・問合せ　横芝光町役場

産業振興課　☎0479（84）1215
　ｼ ｮ゙ﾌ ｶ゙ﾌｪちば　☎047（426）8471

１６ミリ映写機操作講習会

東金労働基準協会　各種講習会


