information
ジョブカフェちば出張版開催
求人票だけではわからない企
業の本音を聞くチャンスです。
日時 ９月 18 日㈬ 午後１時半
～４時半 無料
場所 匝瑳市民ふれあいセンター
対象 就職を希望している15 歳～
39 歳までの方
（高校生は除く）
定員 20 人（要事前予約）
参加企業 ４社（予定）
申込み・問合せ 匝瑳市役所
産業振興課 ☎0479(73)0089
ジョブカフェ千葉
☎047(426)8471

障害者雇用促進就職面接会
障害者（身体、知的、精神）の方
を対象とした就職面接会です。
日時 10 月 11 日㈮ 午後１時～４時
場所 千葉ポートアリーナ
申込期限 ９月 27 日㈮
問合せ ハローワーク千葉
☎043(242)1181 コード 43#

瑞宝太鼓チャレンジドin東金
出演 瑞宝太鼓（知的障害という
ハンディを持ちながらプロの和
太鼓奏者集団として 10 年で
1000 回の公演を行う）、つばさ
太鼓、東金市立東中学校吹奏
楽部、白井崇陽（東金市観光大
使、盲目のバイオリニスト）
日時 ９月 29 日㈰午後２時開演
場所 城西国際大学水田記念
ホール
入場料 1,000 円（全席自由席）
問合せ 鎗田☎090(8510)1114

調停委員・弁護士による「無料調
停相談会」

県立旭高等技術専門校 平成26
年度入校生（高等学校推薦募集）

多重債務、夫婦関係、遺産相続
など
「調停」
の相談に応じます。
日時 10 月６日㈰ 午前 10 時～
午後３時
場 所 イオンモール 銚子２階き
らっせホール
※事前申込不要
問合せ 銚子簡易裁判所
☎0479(22)1249

募集科目 NC 機械加工科（１年
間）、自動車整備科（２年間）
募集期間 ９月 17 日㈫～ 10 月４
日㈮
選考日 10 月 15 日㈫
申込み・問合せ 県立 旭高等技
術専門校☎0479(62)2508

太極拳クラブ笑捻会
日時 毎月第２火曜日 午後１時
半～３時
場所 成東中央公民館３階講堂
問合せ 秋本☎0479(86)3955

のぎくアートクラブ
（油彩・水彩）
美術大学教授が指導します。
日時 毎月第２・第４日曜日
午前９時～正午
場所 成東中央公民館
問合せ 福岡☎090(4837)4634

ぐるっと大網30㎞ウォーク
参加者募集
（第３回）
大網白里市の豊かな自然と文化
に触れ、
ウォーキングを楽しみませ
んか？
期日 11 月９日㈯ 7 時スタート
集合場所 大網白里市役所駐車
場
（砂利）
参加費 一般 2,000 円、
18 歳未満
1,000 円
申込期限 10 月 15 日㈫
問合せ ぐるっと大網 30 ㎞ウォ
ーク実行委員会
☎(72)3393

千葉県立農業大学校 平成
26年度学生募集（推薦入試）
募集人員 農学科約 40 人、研究
科約 10 人
試験期日 10 月 29 日㈫
願書受付 10 月１日㈫～ 15 日㈫
申込み・問合せ 千葉県立農業
大学校 ☎(52)5121

にっぽん縦断こころ旅お手紙募集
NHK-BS プレミアムで放 送中
の「にっぽん縦断こころ旅」では、
みなさんからのお手紙で旅のルー
トを決定するため、市内の「忘れ
られない場所・風景」にまつわる
手紙を募集しています。手紙が採
用されれば火野正平さんが山武
市を訪れます。
千葉県の放送予定 12 月２日㈪
～ 12 月８日㈰
応募期限 11 月 11 日㈪必着
応募方法 「住所・氏名・電話番
号・性別・年齢・思い出の場所・
風景にまつわるエピソード」を
書いて番組ホームページ、FAX
（03-0465-1327）、郵送（〒150-8
001 NHK「こころ旅」係）のい
ずれかへ応募。
問合せ NHK ふれあいセンター
☎0570(066)066
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森の健康診断をやってみません
か？
山武市芸術文化協会
民謡部会発表会
軽食をご用意します。
日時 ９月８日㈰ 午前９時半～
場所 成東文化会館のぎくプラザ
問合せ 芸術文化協会民謡部会
部会長 鈴木☎(52)4839
山武市芸術文化協会
カラオケ部会発表会
日時 ９月 21 日㈯ 午前９時～
場所 成東文化会館のぎくプラザ
問合せ 芸術文化協会カラオケ
部会部会長 鈴木☎(82)6474
東金特別支援学校
後期学校公開のお知らせ
特別支援学校での生活・学習の
様子を公開します。
日時 10 月３日㈭ 午前９時 20
分～正午
※事前に電話でお申込みくださ
い。
申込期限 ９月 26 日㈭
申込み・問合せ 東金特別支 援
学校 ☎(52)2542 教頭まで

救急フェア山武2013
９月９日の「救急の日」を含む１
週間は「救急医療週間」です。
日時 ９月８日㈰ 午後１時～３時
場所 東金ショッピングセンター
「サンピア」１階ステージコート
内容 救急処置実演、救急車・消
防車の展示 など
問合せ 山武郡市広域行政組合
消防本部警防課 ☎(52)8752

森の健康診断とは、
スギやヒノ
キの人工林を対象に、
樹木の混み
具合や林内の下草を調べてデータ
を集めることです。
秋の山林を歩きながら一緒に考
えてみませんか？
日時 両日とも小雨実施
第１回 ９月 29 日㈰ 午前９
時～午後３時半
（募集 20 人）
第２回 10 月 26 日㈯ 午前９
時～午後４時半
（募集 35 人）
※応募者多数の場合は抽選
場所 山武市植草の山林
参加費 無料
対象者 中学生以上のハイキング
ができる方
申込期限 第１回目 ９月13日㈮、
第２回目 10 月 11 日㈮
申込み・問合せ ＮＰＯ法人 元
気森守隊 宗島・松浦
☎(80)6628・
(80)6610

航空科学博物館航空ジャンク市
日時 ９月７日㈯ 午前 10 時～
午後５時、９月８日㈰ 午前 10
時～午後４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

家族介護者教室
日時

９月７日㈯ 午後２時～３時
無料
場所 成東文化会館のぎくプラ
ザ会議室
問合せ グループホームなるとう
☎(53)5111 担当：諏訪・笹

不妊に関する講演会
～自然妊娠の効率を高めるには～
日時 10 月 20 日㈰ 午 前 10 時
～正午 （無料・要予約）
場所 千葉県長生合同庁舎
（茂原
市茂原 1102-1）
申込期限 10 月 10 日㈭ 先着順
申込み・問合せ 千葉県長 生健
康福祉センター
（長生保健所）
☎0475(22)5167
「オストメイト
（人工肛門・人工膀胱
造設者）社会適応訓練講習会」
日時 ９月 28 日㈯ 正午～午後
４時
（参加費無料）
場所 四街道市南部総合福祉セ
ンター
「わろうべの里」
四街道市和良比 635－4
内容 補装具展示相談会、
講演と
グループワーク・情報交換会
講演 テーマ
「新しい補装具とス
トーマケアー」
講師 千葉県がんセンター副看護
師長 皮膚・排泄ケアー認定看
護師 神代尚子先生
問合せ 日本オストミー協会千葉
県支部千葉県オストミー協会
☎043(309)7571( 月・火・金曜
日、
午前 10 時～午後５時 )

公証週間

無料公証相談

日時 10 月３日㈭ 午前 10 時～
正午、
午後１時～３時
場所 千葉地方合同庁舎
（千葉地
方法務局）
１階会議室
相談内容 遺言・契約・会社の定
款・私文書の認証の作成に関す
る事項
問合せ 千葉地方法務局総務課
☎043(302)1311
（電話相談不可）

☆
貸
切バス
なら

一般貸切旅客自動車運送事業

関自旅一第1614号

無料
御見積

大和交通
Daiwa Kotsu

TEL 0475-80-3736

e-mail daiwabus@clock.ocn.ne.jp
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