
城西国際大学水田美術館　　　
展覧会開催
＜こどもたちのモダンライフ1920
－30年代児童雑誌の原画展＞
会期　11月10日㈫～12月5日㈯
　（日・月曜日休館）
場所　城西国際大学水田美術館
入館料　一般300円、高校生以下
無料
　城西国際大学水田美術館

　☎0475(53)2562
　 �http://www.j iu .ac. jp/

museum
裁判員制度～まもなく名簿記載
通知を発送します！
平成28年の裁判員候補者名簿に
登録された方に、11月中旬に名
簿に登録されたことの通知をお送
りします。
※詳しくはお問い合わせください。
　千葉地方裁判所事務局総務
課�　 ☎043(222)0165（内 線
5114）

千葉県生涯大学校の入学生募集

応募条件　県内に住所を有する
55歳以上の方
募集期間　11月10日㈫～12月28
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、県庁高齢者福祉課

※県庁ホームページからも入手で
きます。
・ 　千葉県生涯大学校事務局

　☎043(266)4705

陸上自衛隊高等工科学校生徒の
募集
＜推薦＞　
応募資格　男子で中卒（見込含む）
17歳未満の者
受付期間　11月１日㈰～12月４
日㈮
＜一般＞
応募資格　男子で中卒（見込含む）
17歳未満の者
受付期間　11月１日㈰～平成28
年１月８日㈮
・ 　自衛隊成田地域事務所

　☎0476(22)6275
　 �http://www.mod.go.jp/

gsdf/jieikanbosyu/
八街駅前自転車駐車場　　　　
平成28年度利用登録申請受付
受付期間　11月13日㈮～12月４
　日㈮
※詳しくはお問い合わせください。
　八街市役所都市整備課

　☎043(443)1432

第59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。初めてで
もほとんどの方が滑れるようにな
ります。
日時　12月25日㈮～28日㈪３泊
４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・
食事・講習・保険代含む）
・ 　千葉県ユースホステル協
会　☎043(252)7060

ミニ門松つくり教室

日時　12月23日㈬　9時30分～
14時
場所　さんぶの森交流センターあ
ららぎ館
参加費　2,000円
持ち物　はさみ（松、わら等が切
れるもの）、雑巾、昼食
定員　80人（先着順）
・ 　綿貫　 080(4736)8101

社交ダンス会員募集

認定教師指導で分かりやすく、初
心者の方も歓迎いたします。
日時　毎週水曜日　９時～正午
　毎週土曜日　13時30分～16時
30分
場所　横芝光町文化会館ほか
　横芝光町文化協会内

　　 080(5452)3452

3B 健康体操無料体験募集！

運動不足や肩こり、腰痛の解消と
メタボ予防に。無理なく楽しく動
きましょう。
日時　11月11日㈬・18日㈬
　10時～11時30分
場所　松尾ふれあい館多目的ホー
ル（農村環境改善センター）
・ 　渡辺　 090(5317)1088

募　集

お詫びと訂正
広報さんむ10月号24ページに掲載したパーク
ゴルフの料金表に誤りがありました。お詫びし
て訂正いたします。

大人 小中学生 団体
(大人のみ）

1日券 1,500 円 900円 1,200 円

半日券 1,000 円 600円 800円

用具貸出
シューズ 300円

クラブ・ボールセット 300円
芝生を傷めるため、運動靴の用意をお願いします。
団体料金は 20 人様以上での適応です。
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お知らせ
家族介護教室『年をとっても住み慣
れた自宅で暮らし続けたい！』
自宅内の危険箇所やその解消法を
福祉用具の専門家から学びます。
日時　11月7日㈯　14～15時
場所　成東中央公民館
対象　介護している方
・ 　小規模多機能なるとう

　☎0475(53)5111
山武市シルバー人材センター　
会員入会説明会
日時　11月12日㈭、12月10日㈭、
１月14日㈭　９時30分～
場所　松尾 IT保健福祉センター
対象　市内在住の60歳以上の方
　（要申し込み）
・ 　山武市シルバー人材セン
ター　☎0479(86)6616
東金特別支援学校祭　　　　
「やまもも祭」
日時　11月14日㈯　９時40分～
14時10分（雨天決行）
場所　東金特別支援学校
　東金特別支援学校

　☎0475(52)2542

航空科学博物館イベント

＜航空キッズアート展＞
日時　11月29日㈰まで
費用　入館料のみ
＜やさしい航空のはなし「エア
カーゴ」＞
日時　11月15日㈰　13時～
費用　入館料のみ
　航空科学博物館

　☎0479（78）0557
目の健康講座「緑内障および　
加齢黄斑変性について」
日時　11月15日㈰　13～16時
場所　京葉銀行文化プラザ６階
費用　無料（申し込み不要）
※クラシックピアノコンサートも
同時開催

※眼科専門医による健康相談あり
（先着80人）
　千葉県眼科医会事務局

　☎0436(26)5567

司法書士による無料後見相談会

日時　11月18日㈬　13～16時
場所　成東文化会館のぎくプラ　
ザ第1会議室
内容　実際に後見人をしている司
法書士による成年後見制度の相
談（要予約・無料）
・ 　成年後見センター・リー
ガルサポート千葉県支部（杉田）
☎0475(53)3200

千葉県生涯大学校外房学園祭

日時　11月21日㈯　10～16時
　　　11月22日㈰　10～15時
場所　外房学園茂原校舎
展示　園芸品、陶芸品など
体験　スポーツ吹き矢、麻雀など
芸能　詩舞、南京たますだれなど
　千葉県生涯大学校外房学園

　☎0475(25)8228

上級救命講習会

日時　12月６日㈰　９時～17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（先着40人）
申込期間　11月２日～20日
申込方法　住所・氏名・生年月日・
職業・連絡先を電話・ファクス・
メールで申し込み
・ 　山武郡市広域行政組合消
防本部　☎0475(52)8752

　 0475(55)0131
　 fd.keibou@sanbukouiki-
chiba.jp

八街市産業まつり

日時　11月22日㈰　９～15時
場所　八街中学校
　八街市役所　農政課

　☎043(443)1402

企画展「甲冑とその時代」

平安時代中期
以降に形づく
られた大鎧、
中世の胴丸・
腹巻、戦国時
代以降に普及
した当世具足
などの甲冑の
変遷をその時代背景とともに紹介
します。
会期　12月６日㈰まで
場所　大多喜城分館
関連事業　講演会11月８日㈰
　大多喜城分館　

　☎0470(82)3007

成東写友会写真展

山武郡市周辺の写真愛好家が身近
な風景や人物などを撮影した写真
を展示
日時　12月６日㈰～12日㈯
　９～17時（7日は休館日、12
日は16時まで）
場所　成東中央公民館
　成東写友会会長　関

　☎0475(82)5481

企画展示「大久保利通とその時代」

変革と創造の息吹を伝える幕末維
新期の “ 生 ” の歴史資料、重要
文化財を含む約240点を一挙公
開！！
会期　12月６日㈰まで　
場所　国立歴史民俗博物館
料金　一般830円、高校生・大学
生450円、小・中学生無料
　ハローダイヤル

　☎03（5777）8600（８時～22時）
　 http://www.rekihaku.ac.jp

しおさいまつり2015

主催　本須賀第二区
日時　11月22日㈰
　　　午前9時～
　　　午後3時
場所　本須賀
　第二公民館
　海保　
080（6523）5486



第53回　山武市菊花展

第17回　アンサンブルジョイントコンサート

サロンコンサートvol.164
「川上さとみ　ＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ」

アマチュアバンドコンサート　in　さんぶの森

映画上映会「じんじん」

大輪菊の3本仕立て・だるま・福助・木付け仕立て・懸崖など300点
以上。毎日先着100人に菊のポット苗プレゼント。小鉢即売コーナー・
菊作り相談コーナー開設。（入場無料）
会場　成東文化会館のぎくプラザ前広場　
日時　11月3日（火・祝）～8日㈰　
　9：00～　16：00

内容　地域の皆さんによる年齢・ジャンルを超えたアンサンブルの
祭典を開催します。（入場無料）
会場　成東文化会館のぎくプラザ　ホール　
日時　11月７日㈯　開演14：00　　開場13：30

内容　エレガントかつ情熱に溢れるピアニスト川上さとみだけが持
つ世界をお楽しみください。
会場　成東文化会館のぎくプラザ
　エントランスホール　
日時　11月20日㈮
　開演19：00　　開場18：30
入場料　全席自由　1,000円

内�容　アマチュアバンドがさんぶの森文化ホールに集結！熱いライ
ブをくりひろげます。

　豪華景品をかけた「じゃんけん大会」を全員参加で開催します。
　お気軽にお越しください。（入場無料）
会場　さんぶの森文化ホール　
日程　11月23日（月・祝）　開演12：00　　開場11：30

内容　自分達の観たい映画を自分達で上映する、“ スローシネマ ”
方式による映画上映会です。今回上映する「じんじん（山田大樹
監督）」は、25年間にわたり絵本の読み聞かせに取り組んでいる
北海道剣淵町を舞台にした地域の絆、親子の絆の再生の物語です。
協力　さんむ「じんじん」上映応援隊、シネフィルのぎく
会場　成東文化会館のぎくプラザ　ホール
日時　11月28日㈯　上映開始　10：00／14：00／18：00
入場料　全席自由　一般1,000円／（当日1,500円）／小中高800円
　チケット好評発売中

　成東文化会館　☎0475（82）5222
　　さんぶの森文化ホール　☎0475（8０）９７００

文化会館催し物文化会館催し物
第10回山武市産業まつり
　地産地消を合言葉に山武市の新
鮮な野菜を販売します。当日は、
市内の特産物の販売やつきたて餅
の無料配布など盛り沢山のイベン
トを実施します。家族みんなでお
いしいお餅を食べに来ませんか。

日時　11月23日（月・祝）　
　午前９時30分～午後２時
場所　松尾交流センター洗心館駐
　車場（旧松尾町役場庁舎跡地）
問　農林水産課

☎0475（80）1211

ECOCAN@SAMMU
　第７回目の開催となるエコキャ
ン。廃油を利用したエコなキャン
ドル作りに挑戦してみませんか。

【キャンドル作り】
11月23日（月・祝）
場所　産業まつり会場内（松尾交
　流センター洗心館）
【イベント】　
12月12日㈰　午後2時からキャン
ドル作り午後4時から点灯
荒天時は翌日へ延期
※広口の空き瓶をご持参ください。
場所　さんぶの森公園
問　わがまち活性課

☎0475（80）1201



●市民記者が行く

山武市の
トリビア
知っている人は知ってい
る、知らない人はびっく
り……だれかに教えたく
なるような「山武市のト
リビア」を紹介します。

緑豊かな市内大木地区の民家の庭先には
立派な船が。中ではカラオケが楽しめる
とか

驚きの珍百景

Ｑちゃんと小出監督の足型を刻んだマラ
ソンの碑（富田・光明寺）

マラソンの碑

30 年以上の歴史があり、わが国最古の
スケートパークの一つとも言われている
蓮沼海浜公園ローラースケートパーク

スケボーの聖地

成東高校のキャンパス内には 20種類 99
本の桜の木が植えられている。毎年４月
初旬に「観櫻會」が開催される

夜桜 99 本

一周 2.1 キロの長さは日本一のミニトレ
イン（蓮沼海浜公園こどものひろば）

日本一のミニトレイン

JR 成東駅の東金線ホームは、鉄道ファ
ン必見の０番線ホーム

０番線ホーム

境内の池に咲くハスの花はみごとで、極
楽のようなということから寺名を「極樂
寺」、地名を「蓮沼」としたといわれる

花の見頃は 7 月～ 8 月

極樂寺のハス

10月１日市内在住の100歳以上の高齢者
は26人（男性４人、女性22人）、最高齢
は105歳（写真は103歳の町山峯雄さん）

100 歳以上は 26 人

※あなただけの「山武市のトリビア」教えてください。写真でも受け付けています。　市民広報係　☎ 0475（80）0152


