いつも
松戸市

松戸・東北交流サロン「黄色いハンカチ
黄色いハンカチ」
黄色いハンカチ

◆毎週火・
毎週火・水・木 10：00～16：00 サロンオープン中
★10/6（火）歌の日
★10/13（火）相談デー ～どんなこともでも～
就職・税金・介護・原発補償・・・
★10/14・28（水）13：30～初めての囲碁教室
★10/20（火）13：30～手芸の日 はぎれで袋づくり
★10/21（水）13：30～15：00 アロマの日
アロマで身体をリフレッシュ♪（タオルを 2 本持参のこと）

★10/22（木）ママカフェ
★10/27（火）広域避難者交流の日
～語り合おう私たちのこれから～

ここで
松戸市

「ともにいきる会」

★10/12（月）モネ展鑑賞会
場

★10/23（金）13：30～クリスマスツリーつくり！
軽量樹脂紙粘土で作る優しい「クリスマスツリー」
直前お食事会もあります。（お問合せ下さい）
＊お食事会で愉しみ、想いを語りましょう！
会場：松戸市民劇場（松戸市本町 11-6）
参加者募集 申込み締切 10/20（火）
問合せ・申込み 090-8785-1318（森川）

山武市

サロン住所：松戸市松戸 1834-5 小川ビル２階
問 合 せ：電話 047-710-5519（サロンオープン時）

＜お茶会＞
茶会＞

松戸市

支援ネットワークきみつ

★10/ 8（木）13：30～17：00 布ぞうり教室
★10/11（日）10：00～枝豆収穫祭
※事前申込み必要です

★10/21（水）13：30～17：00 エコクラフト教室
★10/28（水）13：30～17：00 おしゃべり会
変更する場合もありますので、事前に連絡ください。
支援センター住所：君津市南子安 1-22 職員住宅 106

問合せ：電話 090-4618-3413（齊藤）

「パークゴルフを楽
パークゴルフを楽しもう」
しもう」
緑に囲まれた自然の中で半日すごしませんか。
★１回目 10/6（火） 雨天の場合 10/14（水）
★２回目 11/5（木） 雨天の場合 11/11（水）
場 所：酒々井の森パークゴルフ場
現 地 集 合：9 時（お手伝いの必要な方はご相談ください）
参 加 費：800 円（プレー代、昼食代に充当）
詳細は参加申し込みされた方に別途お知らせします。
主 催： 千葉の暮らしを楽しみ隊
協 力： 「わかばお茶っこ」しよう会
申込み・問合せ：080-6501-7113 （森下、高見）
お茶っこカフェ Email:ochako@outlook.jp

館山市

お茶会「たんぽぽ」
お茶会「たんぽぽ」

◆毎月第
毎月第３水曜日開催 気楽なお茶会です。
★10/21（水）13：30～15：30
会 場：菜の花ホール 館山市北条 1735
参加費：100 円（お茶代）
問合せ：館山市社会福祉課東日本大震災支援室
電話 0470-22-3213

仕事：
仕事：求人

こころと体の小ネタ 第七便

君津市

間：10：00～16：00

迷迷迷迷いながらでもいい

★10/17（土）10：00～13：00
会 場：風の杜ひろば（八街市東吉田 912-8）
持 ち物：軍手、飲み物、汚れてもよい服装
申込み締切：10/15
※ご希望の方、500 円ランチあり
問合せ・申込み 080-9642-0374 冨永

時

後悔したり、迷ったり、
そのたびに、

いわき市小名浜地区で復興支援事業として取り組んでいる
綿の栽培に 2012 年から協力。全国各地から届いた綿が、
人形やＴシャツの材料になります。今年も４月に蒔いた綿が
成長し、開花して綿ができ始めました。
草取り作業と綿収穫作業をします。ぜひ、ご参加ください。

◆毎週月・
毎週月・金曜日 お茶っこカフェオープン
★10/2，9，16，23，30（金） 10/5，19，26（月）

「まだ腹がすわっていない」と言われる。

コットンプロジェクト in 八街

どうやったらお腹が座れるの？

わかば「お茶っこ」
わかば「お茶っこ」しょう会

いや据わるの？ と思う。

千葉市

脚があるわけじゃなし。

★10/8（木） 12：00～15：00 参加費無料
会 場：さんぶの森交流センターあららぎ館
住 所：山武市埴谷１８８４－１
電話：０４７５－８９－３６３０
事前申込み（準備の都合上 10／6 まで）
問合せ：森のじかんを実行する会（小久保）
電 話：080-2221-9585
Email：morinojikan@gmail.com

迷いながらでも、
迷った分だけ賢くなれる。

VAIC コミュニティケア研究所

11：50～健康食ランチ（500 円）人気です。

竹宵の会「にんじんカフェ」
竹宵の会「にんじんカフェ」

★10/3（土）自主映画「日本と原発」
時 間：開場 13：30、上演開始 14：00～
会 場：習志野市民会館(京成大久保駅前 1 分)
入場料：800 円、入場券を発売中です。
お問い合わせ先：主催者「上映実行委員会」
080-5645-7481(16 時～21 時)
★10/16（金）12：00～15：00（受付 11：00）
「にんじんカフェ」お楽しみ交流会
会 場：京成津田沼駅ビル５階和室
参加費：弁当代実費 500 円
内 容：紙芝居、歌や演奏、折り紙など
★10/21（水）13：00～15：00
「ビーズサロン」
会場：京成津田沼駅ビル「サンロード」5 階研修室
材料費：実費（600 円～1000 円）事前申込み受付中
問合せ・申込み：「竹宵の会」
電話：047-475-3704 090-1667-5546(尾曽)

千葉県臨床心理士会

八街市

森のじかん

習志野市

それでいいのだ。

第１回健康講座（カイロプラクティックの講義と実技）
★10/28（水）13：20～16：00
定員：20 名
会場：まつど市民活動サポートセンター第２会議室
参加費：資料代として 500 円（松戸市上矢切 299-1）
持 ち物：フェイスタオル・筆記用具・動きやすい服装
問合せ：090-9962-0497（高橋）

心と体をいたわりませんか？

所：東京都美術館（上野公園）
『モネ展～「印象、日の出」から「睡蓮」まで～』
参加者募集 申込み締切 10/8（木）

※開催時刻の記入のある講座については、遅刻しないよう
にお願いいたします。

NPO 法人リアス三陸復興協会

お待ちしています。

10 月の情報

福島フェス 2015 at

六本木ヒルズアリーナ
六本木ヒルズアリーナ

合言葉は
合言葉は、「たのしむ
、「たのしむ、
たのしむ、ふくしま」。
ふくしま」。
食べて、飲んで、見て、聴いて、触って楽しむ。
「ふくしま応援団」が集う場所！
★10／10（土）10：30～20：00
★10／11（日）10：30～18：00
会 場：六本木ヒルズアリーナ
（東京都港区六本木 6-11-1）
イベント概要
○福島の農林水産物の
ＰＲ・販売
○福島の物産・工芸品
等の販売
○アーティストらによる
ステージ

主 催：福島フェス実行委員会
後 援：復興庁、福島県、東京都、港区、福島テレビ他
公式サイト：http://fes.fukushima.jp

電話相談

10／
10／4

震災で避難され、
千葉県にお住まいのみなさま専用
「ほっとライン しゃくなげ・ちば」
毎月第１日曜日 13：00～17：00

０４３ー
０４３ー３７６ー
３７６ー３６３８
ご家族のこと、お子様のこと、
どんなことでもお気軽
どんなことでもお気軽に
気軽に
（社）千葉県臨床心理士会

職種：
職種：タクシー運転手
タクシー運転手 学歴・経験不問・ママさんドライバー（夜勤なし）も募集中！

〇事 業 所 名：西千葉タクシー株式会社（京成グループの会社です）
〇仕事の内容：運転手としてタクシー及びハイヤーによる旅客運送業務を担当していただきます。
事業拡大のため募集。全車オートマ、カーナビ・ＥＴＣ搭載。営業車輛数 77 台。
※未経験者歓迎。第２種免許取得制度あります。
〇必要な免許：普通自動車免許（ＡＴ限定も可）、第２種免許あれば尚可
〇賃金：基本給 150,000 円＋深夜手当 11,000 円 ＋ 歩合 ※入社後 6 ヶ月間は給与保証制度あり
〇就 業 時 間：8：00～02：00（休憩時間 180 分）
〇休日：月 6～8 日 〇雇用形態：正社員
〇営 業 エ リ ア：主に千葉市内（待機場多数あり）
詳しくは、お問合せ下さい

西千葉タクシー株式会社
〒260-0843 千葉市中央区末広 4 丁目２７番１号

電話 043043-305305-0519 営業部 渡邉麻人
「動き出すキッカケにしていただければ・・・」

