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手づくりの味噌をつくりませんか
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2013. 月12

　松尾ふれあい館（農村環境改善
センター）で例年通り味噌づくりの
施設利用の受け付けを行っています。
問合せ　松尾洗心館（農村環境
　改善センター内）☎0479(86)3090

日時　12月21日㈯
　午後 1時開場　午後１時半開演
場所　東金文化会館大ホール
曲目　ノーマン・ロックウェル組曲、

吹奏楽のための風景詩「陽が昇
るとき」より、ポップステージ　ほ
か（入場無料）

問合せ　県立東金商業高等学校
　藤田　☎(52)2265

　これは人権問題ではないだろう
かと感じたり、困りごとや子ども
のいじめ問題での悩みごとなどが
ありましたら、下記法務局等へ
遠慮なくご相談ください。相談は
無料で、秘密は固く守られます。
問　千葉地方法務局人権擁護課
　☎043(302)1319/ 女 性の人 権

ホットライン☎0570(070)810/
子どもの人 権 110 番☎0120
(007)110 日時　12 月 18 日㈬　午後２時～

４時
場所　千葉県山武健康福祉センター

（山武保健所）3階大会議室
講師　イタリア研修チーム２人 ( 千

葉県の精神保健福祉相談員)
対象　精神障害者家族・関係機関

職員・支援者・関心のある方　等
定員　70人程度
申込方法　12 月 6 日㈮までに電話

でお申し込みください
問合せ　山武健康福祉センター

( 山武保健所 )　☎(54)0611

日時　12 月15日㈰
　午後１時～２時
場所　成東文化会館のぎくプラザ
内容　車椅子や歩行器など福祉

用具に関する基礎知識や正しい
活用方法の学び・体験

問合せ　グループホームはすぬま
☎(86)2181 鳥海・緒方

家族介護者教室
福祉用具について学ぼう!!

イタリア研修報告 ～精神病院を
なくした国における精神保健活動～

　声楽家 桜庭章子さんとジャズ演
奏の競演です。
日時　12 月23 日㈪
　①正午～　②午後３時～
場所・問合せ　航空科学博物館
　☎0479(78)0557

返しきれない借金で悩んでいませ
んか？

東金商業高等学校吹奏楽部
第47回定期演奏会

航空科学博物館
クリスマスコンサート

日時　12 月27日㈮
　昼の部　午後１時開演
　夜の部　午後６時開演
　※昼夜公演で曲目が異なります
場所　成東文化会館のぎくプラザ
入場 料　前 売 券 250 円 当日券

300 円（成東文化会館で販売中）
問合せ　県立成東高等学校
　内田　☎(82)3171

成東高等学校吹奏楽部
チャリティーコンサート

人権週間　12月４日～10日
この機会にもう一度考えてみよう

　千葉財務事務所では、無料の
債務相談窓口を開設しています。
専門相談員が電話や来所で相談を
受け、必要に応じ法律の専門家に
引き継ぎを行っています。秘密は
厳守します。まずはお電話ください。
受付時間　月～金（祝祭日を除

く）午前８時半～正午、午後
１時～４時半

連絡先　財務省千葉財務事務所
債務相談窓口 ☎043(251)7830

　実例を多数出しながら、短期間
で理想の結婚に近づく親の接し
方を説明します。
日時　12 月13 日㈮午後１時～
　要事前予約・無料・定員 5 人
場所　九十九里振興東金サロン
（八鶴湖入口交差点近く）

問合せ　やりた☎070(5518)0553

環境ボランティアバスツアー

日時　12 月 26 日㈭　午前 10 時
～午後３時

参加対象　小学４年生以上の市
民（小３以下は保護者同伴）

内容　ごみ処理施設見学、バイ
オマスグッズづくりなど

参加費　500 円（昼食代込み）
申込み・問合せ　社会福祉協議

会ボランティア・市民活動セン
ター事務局　☎(89)2121

information

　認知症の方の介護での悩みや疑
問等を理解し合える交流会です。
日時　12 月13 日㈮
　午後１時半～３時半
場所　大網白里市保健文化
　センター３階ホール
内容　参加者同士の交流、
　個別相談
対象者　認知症の方を介護されて

いるご家族等
申込み・問合せ　大網白里市地

域包括支援センター☎(70)0439

日時　12 月 14 日㈯　午後１時～
５時

場所　さんぶの森交流センターあ
ららぎ館多目的室４ききょう

講演会　『古代東国の仏教伝来
と真行寺廃寺』白石重男氏（郷
土史研究家）、『桜井光堂『古
事記は神話ではない』を読
む』薩佐久仁子氏（駒澤大学
仏教経済研究所研究員）

参加費　500 円（予定）
申込み・問合せ　薩佐
　☎(88)2935（夜８時半以降）

ひとりで悩まないで！
九十九里地域認知症家族の会

日時　12 月14 日㈯　午後１時～
３時半（受付　12：30 ～）

場所　ホテルニューツカモト
内容　保育所・児童養護施設等と

の就職面談会、保育の仕事に関
する総合相談コーナー ( 参加費
無料・履歴書不要・入退場自由 )

問合せ　千葉県福祉人材ｾﾝﾀｰ
　☎043(222)1294
　ちば保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ
　☎043(222)2668

ちば保育のしごと就職フェスタ 平成26年度千葉県立農業大学
校の学生募集（一般試験）
募集人員　［Ａ日程］農業科約

30 人、研究科約 10 人
［Ｂ日程］農業科約 10 人、研

究科若干名
試験期日　［Ａ日程］１月９日㈭

［Ｂ日程］２月14 日㈮
願書受付　［Ａ日程］12 月６日

㈮～ 20 日㈮［Ｂ日程］1 月 27
日㈪～２月５日㈬

申込み・問合せ　県立農業大学
校　☎(52)5121

　入院治療のため、自宅に帰る
ことのできない患者さんのために
クリスマスコンサートを行いま
す。当日、各病棟よりロビーまで
患者さんの移動に協力くださるボ
ランティアの皆さんを募集しま
す。
募集期限　12 月６日㈮
コンサート日時　12 月 23 日㈪
　午後 1 時半～ 2 時半
（説明会：12 時半～）
コンサート場所　
　北棟１階外来ロビー
申込み・問合せ　さんむ医療セ

ンター総務課　☎(82)2521

　10 月17 日にパークゴルフ協会
が設立しました。皆様の参加をお
待ちしています。
申込み　事務局長　石塚福重
　☎080(6776)0112
　　  (84)2728
　　   happyfigotogo@yahoo.co.jp

山武市パークゴルフ協会
SPGA設立　会員募集

歯科衛生士の復職支援研修会

日時　１月19日㈰、26日㈰
　午前９時半～午後５時　全日２日
対象　歯科衛生士資格を持つ未就

業者の方
場所　千葉県歯科医師会館
定員　100人（無料）
申込方法　FAX（氏名・住所・

電話番号を記入）か電話で申し
込み

申込み・問合せ　千葉県歯科医師
会　　☎043(241)6471 

　　　　　043(248)2977

第８回「ふさの国の歴史と産業
を考える会」定例研究会

親御様向け結婚活動勉強会

県立東金青年の家
12月の催しもの
申込方法　電話による先着順
申込み・問合せ　東金青年の家
　☎(54)1301
■冬の星空観察①
日時　12 月７日㈯～８日㈰１泊２

日　午前 10 時～翌朝 11 時
対象　小学４年生～中学生
参加費　1,500 円
■クリスマスケーキ作り！
日時　12 月23 日㈪　午後１時～

４時半
対象　小学４～６年生を含む親

子
参加費　1 組 1,500 円
持ち物　エプロン、タオル、ケーキ

の箱が入る袋、飲料
■ミニ門松づくり
日時　12 月21日㈯　午前９時半

～午後３時
対象　小学生を含む親子
参加費　1 組 2,500 円
持ち物　弁当、飲料、作業に適し

た服装、門松を持ち帰る袋など

さんむ医療センター　クリスマス
コンサートボランティア募集
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