I n f o r m a t i o n

の インフォメーション
くらし●

募集・催し物・お知らせなど、暮らしに役立つ情報を届けます。

〉募集

Recruitment

令和元年度海匝地区少年の日・
地域のつどい大会
日時／12月７日
（土） 午後１時30分〜
場所／八日市場ドーム
（匝瑳市）

内容／ストラックアウト、スポーツ吹
き矢、早回し縄跳びなど

対象／旭市、銚子市、匝瑳市の小学校
４〜６年生

定員／90人程度

芸能や作品展示、茶道などを披露
「第15回旭市文化祭」

日時／11月７日（木） 午前10時〜午

芸能部発表会

場所／第二市民会館

前９時30分〜午後４時30分

後１時

対象／20歳以上の人

定員／15人程度（先着順）
費用／1,000円（材料費）

第二市民会館（☎63-8755）

海上キャンプ場
「一足早い餅つき
体験とオカリナの調べ」
日時／10月14日（月・祝） 午前10時

7）

場所／海上キャンプ場

バランスのよい食事づくりを学ぶ
「ヘルシー料理教室」
日時／11月６日
（水）
、令和２年１月28

日
（火） 午前９時30分〜午後０時30
分

場所／旭市保健センター

内容／講話
「ヘルシーでも満足できる
食事づくりのコツ」
、調理実習と試食

問…問い合わせ

初めてでも簡単に作れる
「太巻きずし講座」

申込期限／11月８日
（金）

生涯学習課社会教育班
（☎55-572

…申し込み

〜午後２時

内容／餅つき体験、オカリナ演奏の
ワークショップ

場所／東総文化会館大ホール
美術展

日時／11月２日（土）、３日（日・祝）
午前９時〜午後５時
時まで。

※３日は午後４

場所／いいおかユートピアセンター
茶道

日時／11月３日（日・祝） 午前９時
30分〜午後３時

場所／いいおかユートピアセンター
囲碁

日時／11月３日
（日・祝） 午前９時〜
午後４時

定員／25人

費用／500円

海上キャンプ場（☎55-5250）

〉催し物

日時／10月26日（土）、27日（日） 午

Events

場所／旭市民会館

〈共通事項〉

入場料／無料

生涯学習課文化振興班
（☎55-5728）

〉お知らせ

Information

対象／市内在住の20歳以上の人

千葉県舞台芸術企画募集採択作品
「文化と福祉プロジェクト大地の祭り」

費用／200円

日時／11月16日（土） 午後２時〜

オル、電卓、自宅で使用している茶わ

出演／楽鼓隊、袋お囃子保存会ほか

日時／11月14日（木） 午後１時30分

※全席自由

場所／銚子公共職業安定所（銚子市）

定員／20人程度

持ち物／エプロン、三角巾、ハンドタ
ん、筆記用具

申し込み方法／電話やファクス、健康
管理課の窓口で申し込んでください。
健康管理課予防班
（☎63-8766・

FAX64-1618）

は や し

入場料／2,000円（中学生以下無料）
チケット販売所／●旭市内：東総文化
会館、三川屋国道店、井筒屋洋品店

●香取市内：二木書店駅前店、髙木金
全国障害者芸能フェスタ実行委員会・

応募資格／教員免許を持ち、心身共に
健康で教育に情熱のある人

勤務場所／旭市、銚子市、匝瑳市ほか
８時〜午後４時30分

らっ こ

物店

北総地区の公立小中学校
常勤・非常勤講師

勤務形態／●常勤：月〜金曜日

場所／東総文化会館大ホール

午前

●非常勤：月

大屋
（☎090-2155-7781・FAX63-87
48）

観覧してみませんか
「東総地区三市交流野球教室」
東総地区の高校出身の元プロ野球選

〜金曜日のうち週３〜５日の勤務で週

手が、高校生の硬式野球選手を対象に

※給与や時間、業務内容などのくわし

日時／11月２日（土） 午前10時〜

10〜29時間

い内容は北総教育事務所に問い合わ
せてください。

北総教育事務所管理課
（☎043-48

3-1148）
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野球教室を開催します。

場所／銚子市野球場（銚子市） ※雨天
の場合は銚子市体育館で開催。
入場料／無料

銚子市体育館（☎0479-24-9559）

障害者ふれあい説明会

〜４時

※受け付け開始は午後１時。

持ち物／障害者手帳、履歴書

ハローワーク銚子特別援助部門
（☎

0479-22-7406・FAX0479-22-4620）
道の駅季楽里あさひ通信

開業４周年記念感謝祭を開催

開業以来427万人が来場した季楽

里あさひで感謝イベントを開催します。
感謝セール

期間／10月15日（火）〜26日（土）
対象商品／肉、野菜
感謝祭

日時／10月26日（土） 午前９時〜
午後３時

内容／肉や海産物などの露店販売、
新米おにぎり・豚汁・ソーセージの
無料試食、輪投げゲーム

道の駅季楽里あさひ
（☎62-0888）

弁護士・司法書士による
借金やヤミ金融に関する無料相談会

認定こども園いいおか幼稚園
「ひよこ教室」

県立飯高特別支援学校
「第２回学校公開」

日時／10月12日（土） 午後１時〜４

日時／10月10日（木） 午前９時30分

日時／10月16日（水） 午前９時30分

場所／青年の家

場所／いいおか幼稚園

場所／県立飯高特別支援学校（匝瑳市）

時

※要事前予約、
相談は１人１時間。

2）

旭市消費生活センター
（☎63-727

〜11時

対象／未就園児とその保護者

いいおか幼稚園（☎57-3332）

低賃金が改正されました。

千葉労働局労働基準部賃金室（☎04

3-221-2328）

指定給水装置工事事業者が訪問
水道メーターの交換に協力を
対象地域／海上地域、干潟地域

予定期間／10月１日
（火）
〜25日
（金）
水道課工務班
（☎63-8882）

1）

９月９日に発生した台風15号の

夜間納税窓口

影響により、農業用施設や作物に被

日時／10月10日（木） 午後８時まで

害があった場合は、被害の状況を写

場所／税務課

真などで記録しておきましょう。国

休日納税窓口

日時／10月27日（日） 午前８時30分
〜正午

などの支援の対象になる場合があり
ます。くわしい内容は農水産課に問
い合わせてください。

場所／税務課

農水産課振興班（☎74-3678）

税務課収税班（☎62-5322）

海上公民館

文化施設からのお知らせ

※入場料を記載していない催し物は無料です。

県立飯高特別支援学校
（☎70-500

台風15号による農業被害
被害状況を記録しておきましょう

市税の夜間・休日納税窓口

者、その使用者に適用される千葉県最

10月の休館日 ７日、14日、15日、21日、22日、28日

絵本の読み聞かせ会・子ども映画会

日時／10月12日（土） 午前10時〜11時30分

東総文化会館
10月の休館日

申込期限／10月４日（金）

持ち物／上履き、飲み物、着替えなど

千葉県内の事業所で働く全ての労働

文化情報ナビ

内容／学校施設と授業の公開

内容／ハワイアンリトミック
費用／無料

千葉県最低賃金が改正
10月１日から時間額923円

〜11時30分

７日、15日、21日、28日

海上公民館（☎55-2566）

海上ふれあい館（JR飯岡駅）

チェコ少年合唱団交流コンサート

チェコ少年合唱団とあさひ少年少女合唱団が共演し

休館日

て、クリスマスコンサートを開催します。

北総樹の会

入場料／1,500円

いいおかユートピアセンター・海上公民館

日時／12月１日
（日） 開演：午後２時
第15回あさひ寄席

出演／三遊亭円楽、桂歌若、テツandトモ、母心、桂竹
千代

チケット発売日／10月10日
（木） 午前10時〜
ケット発売初日に限り、１人４枚まで。
米村でんじろうサイエンスショー

日時／12月22日
（日） ●１回目：午後１時〜

目：午後４時〜

※チ

●２回

入場料／大人2,000円、高校生以下1,000円（２歳以下
の膝上鑑賞は無料） ※全席指定

チケット発売日／10月24日
（木） 午前10時〜

〈共通事項〉

チケット販売所／三川屋国道店、サンモールインフォ

メーション、向後文具店、東総文化会館、いいおかユー

トピアセンター、
干潟公民館、
生涯学習課
（海上支所１階）
生涯学習課文化振興班
（☎55-5728）

陶芸作品展

内容・期間／●いいおかユートピアセンター陶芸講座作

日時／12月８日
（日） 開演：午後１時30分

入場料／一般3,000円、65歳以上2,500円

油彩画作品展

期間／10月１日（火）〜15日（火）

※全席指定

毎週月曜日

品展：10月16日（水）〜23日（水） ●海上公民館陶芸講

座作品展：10月24日（木）〜31日（木）

〈共通事項〉

時間／午前９時〜午後５時

※最終日は午後３時まで。

海上ふれあい館（☎55-5115）

まちかどギャラリー「銀座」
楽画会

日本画作品展

期間／10月６日（日）〜12日（土）
時間／午前10時〜午後５時
楽画会（☎62-2896）

パレットの会

※最終日は午後４時まで。

水彩画作品展

期間／10月14日（月・祝）〜20日（日）
時間／午前９時〜午後５時
と ぐち

※最終日は午後３時まで。

パレットの会・外口（☎090-6144-6087）

※くわしくは、商工観光課商工労政班（☎62-5874）
へ。
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