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日時　12 月８日㈰～15 日㈰
　　　午前９時～午後５時
　※15 日は午後３時まで
　※９日の休館日を除く
場所　成東中央公民館
問合せ　関　☎(82)5481

家族介護者教室
　　救急救命講習
日時　11 月 24 日㈰
　　　午前 10 時～11 時半
場所　桔梗ケ丘シルバーホーム
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

やまもも祭（学校祭）開催

　遊び場や作業学習の作品展示・
販売などがあります。地域の皆様と
楽しく交流する機会になることを期
待しています。
日時　11月16日㈯　午前９時 40
　分～午後２時10 分（雨天決行）
場所　県立東金特別支援学校
問合せ　東金特別支援学校
　☎(52)2542

上級救命講習会

日時　12月１日㈰
　　　午前９時～午後５時
場所　山武郡市広域行政組合消防
　本部　３階講堂
募集対象　13 歳以上の方、
　先着30人（無料）
申込方法　住所・氏名・生年月日・
　職業・連絡先を電話（平日午前
　９時～午後５時）、FAX、メールに
　て申込み
申込み・問合せ　山武郡市広域
　行政組合消防本部
　☎(52)8752　　　(55)0131

fd.keibou@sanbukouiki-chiba.jp

　10 月18 日から時間額 777 円（従
来は 756 円）に改正されました。
問合せ　千葉労働局労働基準部
　賃金室　☎043(221)2328

千葉県最低賃金改正

期日・場所　11 月15 日㈮
　成東保健福祉センター2 階
　11 月19 日㈫　横芝文化会館
時間　午前 10 時～正午
参加費　資料代 350 円
申込み・問合せ
　岸野　☎0479(85)0788
　今関　☎(84)0462

家計簿をつけましょう
講習会をひらきます ～全国友の会～

しおさい祭り2013

　子どもから大人まで楽しめる企
画がたくさんあります。
日時　11 月17日㈰
　　　午前９時～午後３時
場所　本須賀第二区公民館「しお
　さい」
問合せ　海保　☎(84)1182

八街駅前自転車駐車場
平成26年度利用登録申請受付
　平成 26 年度分の有料登録制
自転車駐車場（八街駅前第１・第
５自転車駐車場）の利用登録申
請の一次受付を開始します。
詳しくはお問い合わせください。
受付期間　11 月15 日～ 12 月６日
  午前８時半～午後５時 15 分　
　（土日、祝日は５時まで）
※土日、祝日は市役所受付で受
　付。郵送は 12 月６日消印有効。
問合せ　八街市役所都市整備課
　☎043(443)1432

第31回なるほど！糖尿病塾

テーマ　糖尿病と整形外科病変
講師　さんむ医療センター
　整形外科　松浦　龍 医師
日時　11 月９日㈯　午前９時半
　～11 時半（受付９時～）　
場所　さんむ医療センター
　北棟１階　外来ホール
参加費　無料
問合せ　さんむ医療センター
　地域医療連携室　☎(82)2521

第55回青少年スキー教室

　４日間ともプロのスキーインスト
ラクターが指導します。
期日　12 月 26 日㈭～ 29 日㈰
宿舎　清里ユースホステル
スキー場　シャトレーゼスキー場
対象　小学３年生～中学生
定員　45 人（先着順）
参加費　39,500 円（交通・宿泊費、
　食事代、講習料、保険代含む）
申込み・問合せ　千葉県ユースホ
　ステル協会　☎043(252)7060

information

日時　11 月 24 日㈰
　午後１時半～４時　無料
場所　成東文化会館視聴覚室
問合せ　オリーブ代表　
　古内恵美子　☎(88)3135

　お母さんと一緒に音楽に合わ
せて遊びながら全身運動をしま
す。親子のきずなアップ！体力アッ
プを目指して…。
日時　11 月９日㈯・30 日㈯
　　　午前 10 時～11 時
場所　成東中央公民館
申込み・問合せ　宮澤政子
　☎043(278)3543

朗読グループ「オリーブ」
第12回朗読会

日時　11 月 24 日㈰　（荒天中止）
　　　午前９時～午後３時
場所　八街中学校
問合せ　八街市役所農政課
　☎043(443)1402

八街市産業まつり

東金高等技術専門校左官技術
科（１月入校生）訓練生募集
訓練科目　左官技術科（６か月）
定員　９人　※授業料無料
募集期限　11 月 22 日㈮
選考日　12 月３日㈫
問合せ　県立東金高等技術専門校
　☎(52)3148

東金青年の家　イベント募集

申込み・問合せ　県立東金青年
　の家　☎(54)1301
■東金の古墳群を歩こう
日時　11 月 24 日㈰
　　　午前 10 時～午後４時
対象　小学生～大人
定員　20 人（先着順）
参加費　１人 300 円
■第２回東青ヤング交流会
期日　11 月 30 日㈯～ 12 月１日㈰
対象　高校生～大学生
定員　30 人（先着順）
参加費　１人 3,000 円
■房総の山を登ろう
日時　12 月１日㈰
　　　午前７時～午後４時
対象　小学３年生～大人
定員　25 人（先着順）
参加費　１人 2,000 円

　50 歳以上の女性メンバーを募
集します（夫婦は可）。
日時　毎週水曜日　
　　　午前９時～午後１時
場所　成東総合運動公園テニス
　コート　他
費用　月1,200 円
問合せ　斉藤　☎090(7412)1436

山武郡市シニアテニスクラブ会員
募集

日時　11 月30 日㈯
　　　午後１時半～３時半
場所　成東文化会館視聴覚室
定員　100人（入場無料）
申込み・問合せ　読み語りボラン
　ティア「そら」
　☎(82)0198　　 (82)5034

狩猟期間が始まります

　11月15日から2月15日までは狩
猟が解禁になります。山林・原野に
立ち入る際は、赤などの目立つ色彩
の服装の着用や、ボリュームをあげ
たラジオを携帯するなど、十分ご注
意ください。
問合せ　千葉県山武地域振興事務
　所地域環境保全課　☎(55)3862
11月は「労働保険適用促進強化
期間」です
　事業主は労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入することが法律
で義務づけられています。労働保
険は働く人が労働災害を被った
時、失業した時に所定の保険給付
を行う制度です。パートタイム労働
者・派遣労働者も一定の要件によ
り雇用保険が適用されます。
　未手続き事業の事業主は、早期
に加入手続きをしてください。
問合せ　千葉労働局労働保険
　徴収課　☎043(221)4317

おもいっきりあそぼー！
親子３Ｂ体操無料体験

作家　角野栄子先生　講演会
「魔女の宅急便」が生まれるまで

日本リウマチ友の会　医療講
演会
日時　11 月 24 日㈰ 午後２時～

４時（入場無料・当日先着 35 人）
場所　八日市場公民館視聴覚室
内容　「関節リウマチと骨粗鬆症

の関係について」「関節リウマ
チ診療は劇的に変化した！」

問合せ　西井　☎0436(62)0982

平成26年度千葉県生涯大学
校の入学生募集
資格　県内に住所を有する 55 歳

以上（昭和 34 年４月１日以前生
まれ）の方

募集期間　11 月８日㈮～ 12 月27
日㈮

願書配布　生涯大学校各学園、
市高齢者福祉課、各地域振興
事務所、各健康福祉センター
( 保健所 )、県高齢者福祉課　
※県ホームページからもダウン
ロードできます。

申込み・問合せ　千葉県生涯大
学校事務局　☎043(266)4705
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日時　12 月８日㈰～15 日㈰
　　　午前９時～午後５時
　※15 日は午後３時まで
　※９日の休館日を除く
場所　成東中央公民館
問合せ　関　☎(82)5481

家族介護者教室
　　救急救命講習
日時　11 月 24 日㈰
　　　午前 10 時～11 時半
場所　桔梗ケ丘シルバーホーム
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

やまもも祭（学校祭）開催

　遊び場や作業学習の作品展示・
販売などがあります。地域の皆様と
楽しく交流する機会になることを期
待しています。
日時　11月16日㈯　午前９時 40
　分～午後２時10 分（雨天決行）
場所　県立東金特別支援学校
問合せ　東金特別支援学校
　☎(52)2542

上級救命講習会

日時　12月１日㈰
　　　午前９時～午後５時
場所　山武郡市広域行政組合消防
　本部　３階講堂
募集対象　13 歳以上の方、
　先着30人（無料）
申込方法　住所・氏名・生年月日・
　職業・連絡先を電話（平日午前
　９時～午後５時）、FAX、メールに
　て申込み
申込み・問合せ　山武郡市広域
　行政組合消防本部
　☎(52)8752　　　(55)0131

fd.keibou@sanbukouiki-chiba.jp

　10 月18 日から時間額 777 円（従
来は 756 円）に改正されました。
問合せ　千葉労働局労働基準部
　賃金室　☎043(221)2328

千葉県最低賃金改正

期日・場所　11 月15 日㈮
　成東保健福祉センター2 階
　11 月19 日㈫　横芝文化会館
時間　午前 10 時～正午
参加費　資料代 350 円
申込み・問合せ
　岸野　☎0479(85)0788
　今関　☎(84)0462

家計簿をつけましょう
講習会をひらきます ～全国友の会～

しおさい祭り2013

　子どもから大人まで楽しめる企
画がたくさんあります。
日時　11 月17日㈰
　　　午前９時～午後３時
場所　本須賀第二区公民館「しお
　さい」
問合せ　海保　☎(84)1182

八街駅前自転車駐車場
平成26年度利用登録申請受付
　平成 26 年度分の有料登録制
自転車駐車場（八街駅前第１・第
５自転車駐車場）の利用登録申
請の一次受付を開始します。
詳しくはお問い合わせください。
受付期間　11 月15 日～ 12 月６日
  午前８時半～午後５時 15 分　
　（土日、祝日は５時まで）
※土日、祝日は市役所受付で受
　付。郵送は 12 月６日消印有効。
問合せ　八街市役所都市整備課
　☎043(443)1432

第31回なるほど！糖尿病塾

テーマ　糖尿病と整形外科病変
講師　さんむ医療センター
　整形外科　松浦　龍 医師
日時　11 月９日㈯　午前９時半
　～11 時半（受付９時～）　
場所　さんむ医療センター
　北棟１階　外来ホール
参加費　無料
問合せ　さんむ医療センター
　地域医療連携室　☎(82)2521

第55回青少年スキー教室

　４日間ともプロのスキーインスト
ラクターが指導します。
期日　12 月 26 日㈭～ 29 日㈰
宿舎　清里ユースホステル
スキー場　シャトレーゼスキー場
対象　小学３年生～中学生
定員　45 人（先着順）
参加費　39,500 円（交通・宿泊費、
　食事代、講習料、保険代含む）
申込み・問合せ　千葉県ユースホ
　ステル協会　☎043(252)7060

information

日時　11 月 24 日㈰
　午後１時半～４時　無料
場所　成東文化会館視聴覚室
問合せ　オリーブ代表　
　古内恵美子　☎(88)3135

　お母さんと一緒に音楽に合わ
せて遊びながら全身運動をしま
す。親子のきずなアップ！体力アッ
プを目指して…。
日時　11 月９日㈯・30 日㈯
　　　午前 10 時～11 時
場所　成東中央公民館
申込み・問合せ　宮澤政子
　☎043(278)3543

朗読グループ「オリーブ」
第12回朗読会

日時　11 月 24 日㈰　（荒天中止）
　　　午前９時～午後３時
場所　八街中学校
問合せ　八街市役所農政課
　☎043(443)1402

八街市産業まつり

東金高等技術専門校左官技術
科（１月入校生）訓練生募集
訓練科目　左官技術科（６か月）
定員　９人　※授業料無料
募集期限　11 月 22 日㈮
選考日　12 月３日㈫
問合せ　県立東金高等技術専門校
　☎(52)3148

東金青年の家　イベント募集

申込み・問合せ　県立東金青年
　の家　☎(54)1301
■東金の古墳群を歩こう
日時　11 月 24 日㈰
　　　午前 10 時～午後４時
対象　小学生～大人
定員　20 人（先着順）
参加費　１人 300 円
■第２回東青ヤング交流会
期日　11 月 30 日㈯～ 12 月１日㈰
対象　高校生～大学生
定員　30 人（先着順）
参加費　１人 3,000 円
■房総の山を登ろう
日時　12 月１日㈰
　　　午前７時～午後４時
対象　小学３年生～大人
定員　25 人（先着順）
参加費　１人 2,000 円

　50 歳以上の女性メンバーを募
集します（夫婦は可）。
日時　毎週水曜日　
　　　午前９時～午後１時
場所　成東総合運動公園テニス
　コート　他
費用　月1,200 円
問合せ　斉藤　☎090(7412)1436

山武郡市シニアテニスクラブ会員
募集

日時　11 月30 日㈯
　　　午後１時半～３時半
場所　成東文化会館視聴覚室
定員　100人（入場無料）
申込み・問合せ　読み語りボラン
　ティア「そら」
　☎(82)0198　　 (82)5034

狩猟期間が始まります

　11月15日から2月15日までは狩
猟が解禁になります。山林・原野に
立ち入る際は、赤などの目立つ色彩
の服装の着用や、ボリュームをあげ
たラジオを携帯するなど、十分ご注
意ください。
問合せ　千葉県山武地域振興事務
　所地域環境保全課　☎(55)3862
11月は「労働保険適用促進強化
期間」です
　事業主は労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入することが法律
で義務づけられています。労働保
険は働く人が労働災害を被った
時、失業した時に所定の保険給付
を行う制度です。パートタイム労働
者・派遣労働者も一定の要件によ
り雇用保険が適用されます。
　未手続き事業の事業主は、早期
に加入手続きをしてください。
問合せ　千葉労働局労働保険
　徴収課　☎043(221)4317

おもいっきりあそぼー！
親子３Ｂ体操無料体験

作家　角野栄子先生　講演会
「魔女の宅急便」が生まれるまで

日本リウマチ友の会　医療講
演会
日時　11 月 24 日㈰ 午後２時～

４時（入場無料・当日先着 35 人）
場所　八日市場公民館視聴覚室
内容　「関節リウマチと骨粗鬆症

の関係について」「関節リウマ
チ診療は劇的に変化した！」

問合せ　西井　☎0436(62)0982

平成26年度千葉県生涯大学
校の入学生募集
資格　県内に住所を有する 55 歳

以上（昭和 34 年４月１日以前生
まれ）の方

募集期間　11 月８日㈮～ 12 月27
日㈮

願書配布　生涯大学校各学園、
市高齢者福祉課、各地域振興
事務所、各健康福祉センター
( 保健所 )、県高齢者福祉課　
※県ホームページからもダウン
ロードできます。

申込み・問合せ　千葉県生涯大
学校事務局　☎043(266)4705


