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日時　８月17 日㈯～18 日㈰
　午前９時～午後４時
場所　さんぶの森中央会館ホー

ル
問合せ　佐藤　☎(88)0147

建築士の日記念事業

日時　８月 29 日㈭　参加費無料
　開場　午前 11 時～
　建築士の日大会　午後１時～
　記念講演　午後２時 15 分～
場所　千葉市生涯学習センター
　　　（千葉市中央区弁天 3-7-7）
内容　【展示】千葉県建築学生賞

参加作品、建築士会会員作成
の仕口模型　など

　【記念講演】藤森照信先生「藤
森流建築の作り方」

問合せ　千葉県建築士会事務局
　☎043(202)2100
８月は経済産業省主唱の
電気使用安全月間です

一九会陶芸絵画展

日時　８月 24 日㈯～ 25 日㈰
　午前９時～午後４時
場所　成東中央公民館
問合せ　渡辺 ☎090(2321)1231

一人で悩まないで！「九十九里地
域認知症家族の会」のお知らせ
日時　８月28 日㈬　午後１時半

～午後 4 時
場所　大網白里市保健文化セン

ター３階ホール
内容　①講演「認知症の理解と認

知症疾患医療センターについ
て」講師　浅井病院作田社会
福祉士②参加者同士の交流会 

申込み・問合せ
　大網白里市高齢者支援課
　☎(70)0439 　　(70)1093

日時　８月24 日㈯
　午後１時半開演・入場無料　
場所　成東文化会館のぎくプラザ
問合せ　東金地域・九条の会
　戸賀　☎080(5692)1944 

動物愛護センター動物愛護事業

開催場所　千葉県動物愛護セン
ター（富里市御料 709-1）

申込方法　動物愛護センターま
で、直接お電話でお申し込み。

申込み・問合せ　動物愛護セン
ター　☎0476(93)5711

（土日祝休み）
◆親子体験教室（予約制・無料）
親子で犬のしつけにチャレンジ。
開催日　８月８日㈭・15 日㈭
　午前 10 時半～正午、８月７日

㈬・14 日㈬　午後１時半～３時
対象　小学４～６年生のお子さん

と保護者（小学生のみも可）
◆パピークラス（予約制・無料）
参加者には優先的に子犬を譲ります。
開催日　８月 24 日㈯、９月 28 日

㈯　各日程時間応相談
◆飼い主さがしの会（予約制・無

料）
開催日　８月11日㈰、29 日㈭
犬猫の欲しい方　受付：午前９時

～（午前 9 時半～11 時）
犬猫をあげたい方　受付：午前９

時半～（午前 10 時～11 時）

借金問題は解決できます

　一人で悩まず、ご相談ください。
秘密は厳守します。
問合せ　財務省千葉財務事務所
　債務相談窓口  ☎043(251)7830

知っていますか？　建退共制度

第６回　平和の集い

加入できる事業主
　　　建設業を営む方
対象となる労働者
　　　建設業の現場で働く人
掛金　日額 310 円
※ホームページ「建退共」に、説明
用動画などが記載されています。
問合せ　建退共千葉県支部　
　☎043(246)7379

高齢者雇用に関する事業主への
支援…高年齢者雇用安定助成金  
　があります。
障害者雇用納付金制度に基づく
助成金…障害者の雇用に配慮し
　た職場環境の整備や、適切な雇
　用管理をするための費用の一部
　を助成しています。
問合せ　千葉高齢・障害者雇用支
　援センター　☎043(204)2901

千葉高齢・障害者雇用支援
センターの事業主支援業務

親御様向け結婚活動勉強会

日時　８月６日㈫　午後１時～
場所　九十九里振興東金サロン
　( 八鶴湖入口交差点近く)
※要事前予約、定員５人
申込み・問合せ　やりた
　☎070(5518)0553

information

　八鶴湖で９月19 日に行うキャン
ドルナイトのワークショップ。ポッ
プコーンやわたあめも配布！
日時　８月４日㈰　午前９時～
　11 時半（ペットボトルキャンド
　ルに巻く紙を作ろう）
　８月 25 日㈰　午前９時～正午
　（エコキャンドルを作ろう）
場所　八鶴亭さくらホール
対象　小学校３年生以上（３年
　生以下のお子様は保護者同伴）
　※費用無料・申込不要
問合せ　八鶴湖キャンドルナイト
実行委員会（八鶴亭内）
　☎(54)7830

日時　10 月４日㈮・11日㈮・25 日
㈮、11 月８日㈮

　午前 10 時半～午後３時半
場所　成東文化会館のぎくプラザ
内容　日本語ボランティア活動の

場で外国人と相互理解を深め
る方法を学ぶ

講師　金子広幸氏（日本大学国
際関係学部講師）

費用　5,000 円 / 定員　36 人
締切　8 月 30 日㈮（必着）
申込み・問合せ　（公財）ちば国

際コンベンションビューロー
　☎043(297)0245　坪原

「キャンドルナイトin八鶴湖」に
向けての夏休みワークショップ

「やまもも祭」（学校祭）
学生ボランティア募集
募集対象　山武郡市内在住・在

学の高校生、短大・大学生
活動日時（全２回・両日参加）
第１回（ボランティア講座）
　８月 26 日㈪　午前９時半～午

後３時半
第２回（「やまもも祭」での実践）
　11 月16 日㈯　午前８時 半～

午後３時
※事前に電話でお申込みください
（締切　８月９日㈮）

申込み・問合せ　東金特別支援
学校ボランティア係　

　☎(52)2542

七宝焼きを楽しもう

日時　８月10 日㈯　午前９時～
場所　県立東金青年の家集合
対象　小学生（３～６年生）と保

護者　※児童だけの参加も可
定員　20 人（先着順）
参加費　1,200 円
申込み・問合せ　県立東金青年

の家　☎(54)1301

　パークゴルフは、子どもから高
齢の方までどなたでも簡単に楽し
めるスポーツです。
　パークゴルフってどんなスポー
ツなの？という方のために下記の
日程でパークゴルフ無料体験が
できます。
無料体験日　８月 20 日㈫・25 日

㈰・30 日㈮、９月５日㈭・10 日
㈫　【要予約】

※必ず運動靴でご来場ください。
申込み・問合せ　蓮沼ガーデンハ

ウスマリーノ☎(86)2511

パークゴルフ愛好会会員募集
市内在住の愛好者求む！

日時　毎月第１・３日曜日　午前
10 時～正午、第２・４日曜日　
午後１時～３時

場所　成東中央公民館３階講堂
問合せ　桜田　☎(84)0258

航空科学博物館夜間開館

期間　８月13 日㈫～15日㈭
　午後８時まで開館
問合せ　航空科学博物館
　☎0479(78)0557　
※８月は無休・午前９時から開館

日時　８月18 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　男子ダブルス、女子ダブルス
参加費　１組 2,000 円
申込み　８月３日㈯午前8時45分

より窓口と電話で受付
問合せ　東総運動場　
　☎0479(68)1061

第９回つばき杯ビギナーズテニス
大会（TSUBAKI CUP）日本語ボランティアのための

講座in山武

レッツダンス成東
　社交ダンス　初級者募集

秋のウォーキング講習会

日時　９月16 日㈪㈷　午前９時
半～正午

場所　千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場

対象　小学生以上
参加費　1 人 300 円
申込み・問合せ　東総運動場　
　☎0479(68)1061
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