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　一般の方も参加できます。
場所　成東中央公民館
【囲碁】日時 ２月 16 日㈰９時～
【将棋】日時 ２月 23 日㈰９時～
問　囲碁・将棋大会代表　和田
　☎（82）5037

日頃の活動の成果をご覧ください。
場所　成東文化会館のぎくプラザ
【芸能発表】　
日時　３月２日㈰　９時開演
※送迎バス（時刻表は回覧でお知
らせ）・昼食を用意します。
【作品展示】　
期間　３月１日㈯ 13 時～４日㈫

15 時まで（３日を除く）
問　成東中央公民館 ☎（82）3641

場所　千葉県動物愛護センター
（富里市御料 709-1）
○犬のしつけ方教室（予約制）

【基礎講座】　受講料無料
日時　３月９日㈰　受付 12 時 30

分～（13 ～ 14 時 30 分）
募集人員　先着 20 組（飼い犬は

同伴できません）
【実技講座】　受講料 3,000 円
日時　３月９日㈰　受付 13 時 30

分～（14 ～ 16 時）
募集人員　先着 20 組
○一般譲渡会（無料）
　センターの成犬・成猫を譲渡しま
す。
日時　２月20日㈭、３月20日㈭　

受付 13 時～（13 時 30 分～ 15
時）

○飼い主さがしの会（予約制・無
料）

期日　２月９日㈰、３月９日㈰
・犬猫の欲しい方　受付９時～（9

時 30 分～ 11 時）
・犬猫のあげたい方　受付９時 30

分～（10 ～ 11 時）
　・問　千葉県動物愛護センター
　☎0476（93）5711

日時　２月９日㈰　９時～13 時
場所　国民宿舎サンライズ九十九

里　多目的ホール
内容　県内商工会女性部による地

域の旨いもん（食品）・上手い
もん（手芸品）の展示販売

　※太鼓演奏　10 時～、11 時～
　※入場無料・申込不要
問　千葉県商工会連合会
　☎043（305）5222

日時　３月２日㈰　９～17 時
場所　山武郡市広域行政組合消

防本部３階講堂（東金市家徳 384-2）

募集対象　13 歳以上の方、先着
30人（無料）

申込期間　２月３日㈪～ 28 日㈮
申込方法　住所・氏名・生年月日・

職業・連絡先を電話（平日９
時～17 時）、FAX、メール

　・問　山武郡市広域行政組合
消防本部警防課 

　☎（52）8752　　（55）0131
　fd.keibou@sanbukouiki-chiba.jp

上級救命講習会第３回　千葉県商工会女性部
うまいもん市

日時　２月22 日㈯・23 日㈰
　９～16 時
場所　さんぶの森中央会館ホール
問　佐藤　☎（88）0147

成年後見制度研修会

第６回山武市芸文協まつり
芸能発表会・作品展示会　

山武蘭友会
「福寿草・雪割草展」

日時　２月16 日㈰　14 時開演
場所　東金文化会館大ホール
曲目　第六の幸福をもたらす宿他
※入場無料・全席自由
問　高山　☎090（1776）9511

東金吹奏楽団第46回定期演奏会

　遺されたお子さんが、一生食べ
ていくために必要な生活設計の立
て方
日時　２月19 日㈬　14 ～16 時
場所　山武健康福祉センター 3 階

大会議室（東金市東金 907－1）
講師　特定非営利活動法人くらし

とお金の学校理事
　ファイナンシャル・プランナー
　村井　英一　氏
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　２月 13 日㈭までに、Ｆ

ＡＸまたは電話
問　山武健康福祉センター
　☎（54）0611　　（52）0274

精神障害者のためのライフプラン

動物愛護センター動物愛護事業

日時　３月１日㈯　13 時 20 分～
16 時 05 分

場所　千葉市生涯学習センター
申込方法　申込書をFAX かメー

ルで送信（申込書は千葉県社会
福祉協議会ホームページからダ
ウンロード可）※定員300人

申込期限　２月 20 日㈭　必着
参加費　500 円
　・問　千葉県社会福祉協議会

千葉県後見支援センター　
　☎043（204）6012
　　043（204）6013

健康な体づくり講習会

日時　２月15 日㈯　13 時 30 分
～15 時 30 分

場所　千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場会議室

対象　メタボかな？と感じている
方、転倒が心配な方、健康のた
めにこれから運動を始めたい方

定員　20 人（先着順）
参加費　300 円
　・問　東総運動場
　☎0479（68）1061

information

日時　２月 11 日㈫　10 時 30 分
開演（入場無料・申込不要）

場所　東金文化会館小ホール
講演　「認知症の特徴的症状と

生活習慣病の影響」他１題
講師　浅井病院院長　
　秀野武彦先生　他
問　山武郡市医師会☎（52）4611

山武郡市市民公開講座開催
「地域で支える認知症」

資格　県内に住所を有する 55 歳
以上の方

募集学科　東総学園（銚子）、外
房学園（茂原）の地域活動学部
と造形学部園芸・陶芸各コース

　・問　千葉県生涯大学校事務局
　☎043（266）4705

千葉県生涯大学校の
入学生募集（２次）

　元アナウンサー講師による呼吸
法、発声練習、文章の読み方等の
講座です。
日時　２月 22 日㈯　13 時 30 分

～15 時 30 分
場所　山武郡市振興センター第３

会議室（東金市中央公民館隣）
定員　30 人（参加費無料）
申込方法　往復ハガキに住所・氏

名・電話番号を記入し応募
申込期限　２月14 日㈮　必着
　・問　山武郡市視聴覚教材セ

ンター　☎（54）0254
〒283-8505 東金市東岩崎１-17

朗読・ナレーション講座

『九十九里地域認知症家族の会』
のお知らせ

２月は省エネルギー月間です

　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　２月27日㈭
　13 時 30 分～15 時 30 分
場所　つくも学遊館（九十九里町

不動堂 126）
内容　参加者の交流、個別相談
対象者　認知症の方を介護されて

いるご家族など
　・問　九十九里町地域包括支援

センター「九十九里園」
　☎（76）5713　　　（76）0217

東金市外三市町清掃組合から
のお願い
　２月15日㈯～ 22日㈯まで、工
事のためごみ焼却炉を停止します。
　ごみの収集や受け入れは通常
どおり行いますが、排出時期をず
らすなど、ご協力をお願いします。
問　東金市外三市町清掃組合業
　務課　☎（55）9132

城西国際大学
シニア・ウエルネス大学生
対象　通学可能な地域に在住す

る 40 ～ 70 歳までの方
受講資格　健康・体力づくりに興

味のある方
募集期間　２～３月中旬
※詳細はお問い合わせください
問　城西国際大学生涯教育セン

ター事務局　☎（55）7685

第56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　３月27日㈭～ 30 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
　・問　千葉県ユースホステル協

会　☎・ 　 043（252）7060
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