
23 広報さんむ2013. 月7

水墨画クラブ皐月会
「第23回絵画展」

22広報さんむ
2013. 月7

　成東地区、八街市、東金市、成田
市の地区同好者の水墨画作品と、
成東地区・和田窯の陶芸作品を展
示します。
日時　７月31日㈬～８月４日㈰
　午前９時～午後４時
　※最終日は午後３時まで
場所　成東中央公民館３階
※習作短冊を差し上げます。但

し、数に限りがあります。
問合せ　加藤☎（84）2617

第16回大木夏祭り2013

日時　７月27日㈯　雨天翌日
　午後４時半～10 時
場所　山武西小学校運動場
内容　子供みこし、西小・南中吹

奏楽部の演奏、盆踊り、花火打
上げ　など
問合せ　糸久守☎（88）0323
航空科学博物館
「パイロットのおはなし」
日時　７月28日㈰　午後１時～
場所　航空科学博物館 1 階多目

的ホール
問合せ　航空科学博物館

☎0479（78）0557

のぎくアートクラブ絵画展

日時　７月 30 日㈫～８月４日㈰
　午前９時～午後５時
　※30 日は午前 10 時から
　　最終日は午後３時まで
場所　成東中央公民館 1 階ロビー
問合せ　海宝☎（82）3051

家族介護者教室

　認知症について知って、少しでも
楽しく介護してみませんか？
日時　７月20 日㈯　
　午後２時～３時　無料
場所　成東文化会館のぎくプラザ

視聴覚室
問合せ　グループホームなるとう

☎（53）5111 担当：諏訪・笹

映画会のお知らせ

上映作品　ミッキーのがんばれ
サーカス、忍たま乱太郎７、泣い
た赤おに、うしろのせきのオチア
イくん　など
日時　７月21日㈰ 午後１時半～
場所　成東文化会館視聴覚室
入場料　無料（申込不要）
問合せ　山武郡市視聴覚教材セ

ンター　☎（54）0254
赤十字防災ボランティア研修会

　災害発生時に活動できるように
知識や技術を身につけるため、研
修会を開催します。
日時　７月14 日㈰　午前９時半

～午後３時
場所　芝山町福祉センター　やす

らぎの里
内容　大震災に備えて、三角巾の

使い方　など
※ハイゼックスによる昼食があります。
申込み・問合せ　宇田

☎090（6164）8205

土屋文化振興財団第21回助成金

助成対象　基礎医学、伝統芸能・
伝統技芸、音楽・演劇、絵画・工
芸・彫刻、スポーツなどの分野で
千葉県の文化振興に貢献した
個人・団体
助成金額　１件あたり100 万円以

内
応募締切　８月１日㈭
問合せ　（公財）土屋文化振興財

団　☎047（364）3689

中小企業等金融円滑化に関する
相談窓口
　以下のようなご質問・ご相談等
にお答えします。
①中小企業金融円滑化法の期限
到来後における金融機関や金融
庁・財務局の対応
②借入れや返済について、取引金
融機関との間でお困りのこと
③経営改善や事業再生に関する
中小企業支援策の内容
相談窓口　千葉財務事務局
　☎043（251）7214
受付時間　平日　午前９時～午

後４時

日時　７月７日㈰　午前 10 時～
11 時
場所　東金市中央公民館
対象　幼稚園年長（５歳児）から

小学生
問合せ　ボーイスカウト東金第１団

山下　☎（55）0204

ボーイスカウト東金第１団
　　スカウト募集説明会

　１等・前後賞合わせて 5 億円
発売期間　７月10日㈬～８月２日㈮
抽選日　８月13 日㈫
　この宝くじの収益金は、明るく住
みよいまちづくりに使われます。

サマージャンボ宝くじ
ご購入は、千葉県内の発売所で！

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

日時　７月11日㈭　午後１時半
　～４時
場所　東金商工会館
対象　就職を希望している15 歳

～39 歳までの方
定員　20人（無料・要事前予約）
申込み・問合せ　東金市産業振

興課　☎（50）1155 

期日　８月９日㈮
場所　敬愛大学稲毛キャンパス
願書受付　持参受付と郵送受付

があります。詳しくは下記へお問
い合わせください。
問合せ　県健康福祉部薬務課　

☎043（223）2618

働きたい高齢者のための講習会

講習名　介護現場余暇指導技能
講習期間　７月24 日～８月６日
対象者　県内在住 55 歳以上の方

で、現在仕事に就いていない方
応募の条件　①ハローワークの有

効期限内の求職者番号がある
②個別相談会に参加できる　
③合同面接会に参加できる　
④介護員２級か介護職員初任
者研修修了証がある
申込期限　７月12 日㈮（必着）
申込方法　ハローワーク求職相

談窓口にある「受講申込書」を
記入し申込み
申込み・問合せ　千葉県シルバー

人材センター連合会
　☎043（227）5112

ジョブカフェちば出張版開催！
面接練習セミナー　in　東金

第３回　東青・ヤングサマーキ
ャンプ
期日　８月４日㈰午前９時半～
　８月９日㈮午後３時半
場所　埼玉県立小川げんきプラザ
対象　小学４年～中学３年生
定員　23 人（電話による先着順）
参加費　29,000 円（予定）
申込み・問合せ　県立東金青年の家

☎（54）1301
てらこやプロジェクト2013
‘13夏休みこどもエコキャンプ
期日　８月７日㈬～８日㈭
場所　県立清和県民の森
締切り　７月30 日㈫
対象・費用　４歳～中学生（未就

学児は保護者同伴）13,000 円
申込み・問合せ　環境教育 NPO　

PWプラスONE　森川　
　☎・　　 0475（25）9964

中卒者を対象として船員教育を
行う学校です（高卒同等資格あり）。
日程　７月13 日㈯、８月1日㈭、

10 月12 日㈯　午前 10 時～午
後 3 時
内容　学校及び入試説明、体験

航海、ロープワーク教室　など
問合せ　国立館山海上技術学校
　教務課　☎0470(22)1912

日程　８月２日㈮　午前９時半～
午後２時
場所　さんぶの森中央会館調理室
申込み　緑の風店舗にある専用申込

用紙に記入し提出
問合せ　JA山武郡市販売開発部
　☎(82)3271　担当：手塚
国立館山海上技術学校
体験入学参加者募集

小学生の親子アイディアカレー
グランプリ！

平成25年度毒物劇物取扱者試験

試験日・場所　８月４日㈰・千葉
県射撃場
受付期間　７月12 日㈮～19 日㈮
提出先　千葉県環境生活部自然

保護課狩猟班，山武地域振興事
務所地域環境保全課

　あなたの経験や特技を生かして
みませんか。
入会説明会日時　毎月第２木曜

日　午前９時半～
場所　松尾ふれあい館
資格　60 歳以上（山武市在住）で

シルバー人材センターの趣旨に
賛同する方
問合せ　山武市シルバー人材セン

ター　☎0479(86)6616

７月１日～７日は全国安全週間

　労働災害を防止するためには、
現場の確認、機械設備の安全基
準や作業手順などの基本的なルー
ルを守るという原点に立ち変える
ことが必要です。

『高めよう一人ひとりの安全意識
みんなの力でゼロ災害』

平成25年度
第２回狩猟免許試験

シルバー人材センター会員募集

　戦没者の遺児を対象に、旧戦域
を訪れ慰霊追悼を行います。
　詳細はお問い合わせください。
問合せ　㈶日本遺族会事務局
　☎03(3261)5521
申込み　千葉県遺族会事務局
　☎043(251)3358

戦没者遺児の慰霊友好親善事業
参加者募集



23 広報さんむ2013. 月7

水墨画クラブ皐月会
「第23回絵画展」

22広報さんむ
2013. 月7

　成東地区、八街市、東金市、成田
市の地区同好者の水墨画作品と、
成東地区・和田窯の陶芸作品を展
示します。
日時　７月31日㈬～８月４日㈰
　午前９時～午後４時
　※最終日は午後３時まで
場所　成東中央公民館３階
※習作短冊を差し上げます。但

し、数に限りがあります。
問合せ　加藤☎（84）2617

第16回大木夏祭り2013

日時　７月27日㈯　雨天翌日
　午後４時半～10 時
場所　山武西小学校運動場
内容　子供みこし、西小・南中吹

奏楽部の演奏、盆踊り、花火打
上げ　など
問合せ　糸久守☎（88）0323
航空科学博物館
「パイロットのおはなし」
日時　７月28日㈰　午後１時～
場所　航空科学博物館 1 階多目

的ホール
問合せ　航空科学博物館

☎0479（78）0557

のぎくアートクラブ絵画展

日時　７月 30 日㈫～８月４日㈰
　午前９時～午後５時
　※30 日は午前 10 時から
　　最終日は午後３時まで
場所　成東中央公民館 1 階ロビー
問合せ　海宝☎（82）3051

家族介護者教室

　認知症について知って、少しでも
楽しく介護してみませんか？
日時　７月20 日㈯　
　午後２時～３時　無料
場所　成東文化会館のぎくプラザ

視聴覚室
問合せ　グループホームなるとう

☎（53）5111 担当：諏訪・笹

映画会のお知らせ

上映作品　ミッキーのがんばれ
サーカス、忍たま乱太郎７、泣い
た赤おに、うしろのせきのオチア
イくん　など
日時　７月21日㈰ 午後１時半～
場所　成東文化会館視聴覚室
入場料　無料（申込不要）
問合せ　山武郡市視聴覚教材セ

ンター　☎（54）0254
赤十字防災ボランティア研修会

　災害発生時に活動できるように
知識や技術を身につけるため、研
修会を開催します。
日時　７月14 日㈰　午前９時半

～午後３時
場所　芝山町福祉センター　やす

らぎの里
内容　大震災に備えて、三角巾の

使い方　など
※ハイゼックスによる昼食があります。
申込み・問合せ　宇田

☎090（6164）8205

土屋文化振興財団第21回助成金

助成対象　基礎医学、伝統芸能・
伝統技芸、音楽・演劇、絵画・工
芸・彫刻、スポーツなどの分野で
千葉県の文化振興に貢献した
個人・団体
助成金額　１件あたり100 万円以

内
応募締切　８月１日㈭
問合せ　（公財）土屋文化振興財

団　☎047（364）3689

中小企業等金融円滑化に関する
相談窓口
　以下のようなご質問・ご相談等
にお答えします。
①中小企業金融円滑化法の期限
到来後における金融機関や金融
庁・財務局の対応
②借入れや返済について、取引金
融機関との間でお困りのこと
③経営改善や事業再生に関する
中小企業支援策の内容
相談窓口　千葉財務事務局
　☎043（251）7214
受付時間　平日　午前９時～午

後４時

日時　７月７日㈰　午前 10 時～
11 時
場所　東金市中央公民館
対象　幼稚園年長（５歳児）から

小学生
問合せ　ボーイスカウト東金第１団

山下　☎（55）0204

ボーイスカウト東金第１団
　　スカウト募集説明会

　１等・前後賞合わせて 5 億円
発売期間　７月10日㈬～８月２日㈮
抽選日　８月13 日㈫
　この宝くじの収益金は、明るく住
みよいまちづくりに使われます。

サマージャンボ宝くじ
ご購入は、千葉県内の発売所で！

information

日時　７月11日㈭　午後１時半
　～４時
場所　東金商工会館
対象　就職を希望している15 歳

～39 歳までの方
定員　20人（無料・要事前予約）
申込み・問合せ　東金市産業振

興課　☎（50）1155 

期日　８月９日㈮
場所　敬愛大学稲毛キャンパス
願書受付　持参受付と郵送受付

があります。詳しくは下記へお問
い合わせください。
問合せ　県健康福祉部薬務課　

☎043（223）2618

働きたい高齢者のための講習会

講習名　介護現場余暇指導技能
講習期間　７月24 日～８月６日
対象者　県内在住 55 歳以上の方

で、現在仕事に就いていない方
応募の条件　①ハローワークの有

効期限内の求職者番号がある
②個別相談会に参加できる　
③合同面接会に参加できる　
④介護員２級か介護職員初任
者研修修了証がある
申込期限　７月12 日㈮（必着）
申込方法　ハローワーク求職相

談窓口にある「受講申込書」を
記入し申込み
申込み・問合せ　千葉県シルバー

人材センター連合会
　☎043（227）5112

ジョブカフェちば出張版開催！
面接練習セミナー　in　東金

第３回　東青・ヤングサマーキ
ャンプ
期日　８月４日㈰午前９時半～
　８月９日㈮午後３時半
場所　埼玉県立小川げんきプラザ
対象　小学４年～中学３年生
定員　23 人（電話による先着順）
参加費　29,000 円（予定）
申込み・問合せ　県立東金青年の家

☎（54）1301
てらこやプロジェクト2013
‘13夏休みこどもエコキャンプ
期日　８月７日㈬～８日㈭
場所　県立清和県民の森
締切り　７月30 日㈫
対象・費用　４歳～中学生（未就

学児は保護者同伴）13,000 円
申込み・問合せ　環境教育 NPO　

PWプラスONE　森川　
　☎・　　 0475（25）9964

中卒者を対象として船員教育を
行う学校です（高卒同等資格あり）。
日程　７月13 日㈯、８月1日㈭、

10 月12 日㈯　午前 10 時～午
後 3 時
内容　学校及び入試説明、体験

航海、ロープワーク教室　など
問合せ　国立館山海上技術学校
　教務課　☎0470(22)1912

日程　８月２日㈮　午前９時半～
午後２時
場所　さんぶの森中央会館調理室
申込み　緑の風店舗にある専用申込

用紙に記入し提出
問合せ　JA山武郡市販売開発部
　☎(82)3271　担当：手塚
国立館山海上技術学校
体験入学参加者募集

小学生の親子アイディアカレー
グランプリ！

平成25年度毒物劇物取扱者試験

試験日・場所　８月４日㈰・千葉
県射撃場
受付期間　７月12 日㈮～19 日㈮
提出先　千葉県環境生活部自然

保護課狩猟班，山武地域振興事
務所地域環境保全課

　あなたの経験や特技を生かして
みませんか。
入会説明会日時　毎月第２木曜

日　午前９時半～
場所　松尾ふれあい館
資格　60 歳以上（山武市在住）で

シルバー人材センターの趣旨に
賛同する方
問合せ　山武市シルバー人材セン

ター　☎0479(86)6616

７月１日～７日は全国安全週間

　労働災害を防止するためには、
現場の確認、機械設備の安全基
準や作業手順などの基本的なルー
ルを守るという原点に立ち変える
ことが必要です。

『高めよう一人ひとりの安全意識
みんなの力でゼロ災害』

平成25年度
第２回狩猟免許試験

シルバー人材センター会員募集

　戦没者の遺児を対象に、旧戦域
を訪れ慰霊追悼を行います。
　詳細はお問い合わせください。
問合せ　㈶日本遺族会事務局
　☎03(3261)5521
申込み　千葉県遺族会事務局
　☎043(251)3358

戦没者遺児の慰霊友好親善事業
参加者募集


