information
さんむ医療センターを受診される
方へのお知らせ

航空科学博物館イベント

中国語クラブ募集
日常会話ができるようになりま
しょう。
日時 毎月第 2・3・4 水曜日
10 時～ 12 時
場所 成東中央公民館
問 成東中央公民館
☎（82）3641
東金シニアアンサンブル
合奏メンバー募集
合奏好きなシニア（50 歳以上）
ならどなたでも。
日時 第 2・3・4 火曜日
（4 月発足）
13 ～ 16 時
場所 東金市福岡公民館 他
問 安斎 ☎090(7078)9909

ＮＨＫ学園 生徒募集！
通信制の高等学校普通科、
生涯
学習通信講座の生徒・受講者を募
集しています。
まずは、
無料の案内
書をご請求ください。
問 案内書請求フリーダイヤル
☎0120(06)8881

初心者囲碁教室の開催
3 月より初心者を対象に囲碁の
指導・学習のための教室を開きま
す。親子連れの参加大歓迎です。
参加ご希望の方は事前にお電話に
てお申し込みください。
日時 毎週日曜日 13 ～ 15 時
場所 さんぶの森元気館教養・娯
楽室
指導 元気館囲碁クラブ有志
参加費 無料
・問 島田☎(55)9858

東金青年の家 イベント
場所 東金青年の家
◆東青・春のフェスティバル
利用団体展示、地元農家直売、
野外料理やものづくり体験 等
日時 3 月 16 日㈰ 10 ～ 15 時
◆石窯料理のつどい⑤
日時 3 月 23 日㈰ 9 時 45 分～
対象 小学生と保護者
定員 25 人
（電話による先着順）
参加費 1 人 800 円
・問 東金青年の家☎(54)1301
申

◆航空ジャンク市
日時 3 月 8 日㈯・9 日㈰
10 ～17 時
（9 日は 16 時まで）
◆やさしい航空のはなし
「パイロッ
トのおはなし」
日時 3 月 23 日㈰ 13 時～
場所 航空科学博物館
☎0479
（78）
0557

楽しく中国語を学びませんか！
日時 第２・３・４火曜日
18 時～
場所 東金中央公民館またはのぎ
くプラザ
講師 城西国際大学中国留学生
受講料 月 2,000 円
主催 東金日中友好協会
・問 齋藤淑子
☎090(3401)3035

業務内容 施設利用者
（障がいの
ある方）
の生活指導・支援
勤務場所 市内の福祉作業所
募集人員 １人
任用期間 平成 26 年４月１日か
ら１年間
（更新あり）
勤務時間 原則８時 30 分～ 17
時 15 分
賃金 日額 6,200 円
応募締切 ３月 14 日㈮
問 社会福祉協議会 ☎(82)7102

申

申

あれから３年
わたしたちは何を学んだか？
日時 3 月 9 日㈰ 14 時開演
※被災地市の大物産展は 12 時 30
分～13 時 30 分を予定
場所 東金文化会館大ホール
内容 第一部 リレートーク
第二部 歌声は生きる力
・問 あれから３年わたしたち
は何を学んだか？実行委員会
（大
里綜合管理内） ☎
（72）
3473

中国語学習会 4月開講

申

①診療予定表について
診療予定は
『さんむ医療センター
ホームページ』
、
病院総合案内、
『な
るとう通信
（毎月 5 日発行）
（
』山武
市健康支援課にも配置）
をご覧い
ただくかお問い合わせください。
②皮膚科外来について
皮膚科外来は平成 26 年３月１日
より非常勤医師による水曜日のみ
の診療となります。
予約外患者様の人数を制限させ
ていただきますのでご理解ご協力
をお願いします。
問 地方独立行政法人さんむ医療
センター ☎
（82）
2521

福祉作業所非常勤職員募集

広報さんむ
2014. 3 月

22

平成25年度成人学校学級生・
謹刻会仏像彫刻作品展
日時 ４月２日㈬～６日㈰
９～ 17 時（２日は 13 時～・
６日は 15 時まで）
場所 成東中央公民館
問 大塚 ☎090(4007)9048

申

家族介護者教室
「町の薬局のあり方について」
日時 3 月 15 日㈯ 13 ～ 14 時 30 分
場所 さんぶの森交流センター
あららぎ館
講師 千葉薬品在宅医療部 施設
調剤部代表薬剤師 出山 仁氏
定員 20 人程度
（無料）
・問 グループホームはすぬま
☎(86)2181
プロジェクター、16ミリ映写機を
使って映画上映をしてみませんか
山武郡市内の教育施設や子供
会・老人会等へ視聴覚機材（プロ
ジェクター・スクリーン・16 ミリ映
写機等）
や教材
（DVD・ビデオテー
プ等）
の貸出しを行っています。
プロジェクターとは、
ビデオやパ
ソコンなどの映像を大きくスクリー
ンに映す機械です。
使い方は丁寧
に説明しますので安心してご利用
いただけます。
16 ミリ映写機操作
には、
資格が必要になります。
※16 ミリ映写機操作講習会開催
（年１回）
・操作指導
（随時）
山武郡市内にお住まいの団体
（個人は貸出し不可）
であればどな
たでもご利用いただけます。
詳しく
はお気軽にお問合せください。
問 山 武 郡 市 視 聴 覚 教 材セン
ター ☎
（54）
0254
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学年末、そして、新たな学年が始まる大切な時期！
子どものことで悩んでいたら、ご相談を！
！
山武郡市教育相談センターでは、
子どもの教育上の悩みについての相談
を受け付けています。
「不登校や登校しぶり」
「子どもの発達」
「性格や行
動」
「学習や成績」
「友達関係やいじめ」
「家庭や親子関係」
「先生や学校と
の関係」
などでお悩みの方、
お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
相
談にかかわる秘密は厳守します。
【相談の手順】

子どものことで悩んだらまずは電話を！ ☎（54）0367
電話相談
月～土 ９～ 16 時
まずは、
お話を伺わせてい
ただきます。そして、必 要
に応じて面接の予約や助
言、
他機関の紹介などを行
います。

面接相談
月～土 ９～ 16 時
（要予約）
場所 山武郡市振興センター相
談室・ハートフルさんぶ山
武教室相談室
カウンセラーによる面接相談や検査
など、
相談者に寄り添い、
親身になっ
て対応します。

＊他にカウンセラーが家庭訪問する訪問相談もあります。
また、
学校へ登校できない子どもたちのために
「学校生活への復帰」
を
目指した、
適応指導教室
「ハートフルさんぶ」
を運営しています。
詳しくはお
問い合わせください。
問 山武郡市広域行政組合教育委員会教育支援課
山武郡市教育相談センター ☎(54)0367

バスに乗ってお花見に行こう
八街線（成東駅⇔八街駅）の沿
線にある妙宣寺は、
左右一対の枝
垂桜
（写真）
が境内を覆うように咲
き誇ることで有名です。
桜の見ごろ
の時期は、
駐車場が満車になるほ
ど花見客が 訪れます。八街 線の
「妙宣寺バス停」
を降りると、
すぐ目
の前です。
そこから歩いて 5 分ほどの距離
にある長光寺も、
杉の参道を抜ける
と立派な枝垂桜が佇むお寺です。

皆さんこの機会に、
是非バスに
乗ってお花見に出かけませんか？
問 企画政策課
☎
（80）
1131
ちばフラワーバス㈱☎
（82）
2611

