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教室・講座
夏休み理科研究相談会
７月27日㈮・28日㈯10：00〜16：00、
子ども交流館（中央区中央４きぼーる内）で。
理科研究の進め方とまとめ方の相談。対象
＝小・中学生とその保護者。
Y相談票（各学校で配布）に必要事項を明
記して当日持参。X 市教育委員会指導課☎
245 -5935F245-5989

夏休みジュニアロースクール
８月４日㈯10：00〜16：00、きぼーる
13階会議室（中央区中央４）で。
弁護士役となり、マンション内での紛争解
決の交渉術などを体験します。
対象＝中学生。定員＝30人（先着順）
。
Y電話で、県弁護士会☎227-8431。F
225-4860も可（必要事項を明記）
。X同会
☎・F前記または広聴課☎245-5609

市マンションセミナー
８月５日㈰13：00〜16：00、生涯学習
センター３階（中央区弁天３）で。
講演「マンションの環境と省エネ」と管理
組合活動についての意見交換会。
定員＝70人（先着順）
。
Y電話で、すまいアップコーナー☎2455690 X 住宅政策課☎245-5849F2455795

普通救命講習会
８月19日㈰９：00〜12：00、消防局１
階（中央区長洲１）で。
定員＝15人（先着順）
。
Y電話で、市防災普及公社☎248-5355
X同公社☎前記F248-7748

小型船舶免許証の更新・失効講習
８月26日㈰、９月30日㈰、10月28日㈰、
市文化センター（中央区中央２）で。
更新＝10：00と13：00の２回。失効＝
13：00。定員＝各45人（先着順）
。
Y開催日の２週間前（火曜日を除く）まで
に電話で、 千葉小型船交通安全協議会☎
224-2661X同協議会☎前記F224-0530
または集客観光課☎245-5282

千葉商工会議所「創業塾」
９月15日㈯・29日㈯、10月６日㈯・13
日㈯９：30〜17：00。全４回。
対象＝起業に興味がある方。定員＝50人
（先着順）
。費用＝5,000円。
Y電話で、千葉商工会議所（中央区中央２）
・
北見さん☎227-4103 X 同会議所☎前記
F227-4107または産業支援課☎2455284

下水道教室
７月27日㈮〜29日㈰10：00〜12：00と
14：00〜16：00の２回、南部浄化センタ
ー（中央区村田町）で。
家庭から流された汚水が自然界に戻される
までの仕組みを学びます。対象＝小学生とそ
の保護者。定員＝各回50人（当日先着順）
。
X南部浄化センター☎265-1357F265
-2804
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＊1 環境基準（日平均値）：100μg/ m 以下 ＊2 環境目標値（日平均値）：40ppb以下
自 排：自動車排出ガスの影響を測定するための測定局

テレホンサービス ☎238‐7491・2

＊10月までは、光化学スモッグ情報をお知らせしています。
リアルタイム情報は環境省ホームページ http://soramame.taiki.go.jp/

（日）

親子リサイクルチャレンジ教室
８月10日㈮10：30〜16：00、新浜リサ
イクルセンターで。
牛乳パックを使った紙すきはがき作りと施
設見学。対象＝小学３〜６年生とその親。
定員＝40人。
Y７月27日㈮消印有効。往復はがき（１
家族１通）に必要事項を明記して、〒260‐
0826中央区新浜町４新浜リサイクルセンタ
ーへ。X 同センター☎263-9100F263
-0260

親子で体験「生ごみ堆肥化の段ボール
コンポスト作り」
７月27日㈮10：00〜12：00、葛城公民
館（中央区葛城２）で。
対象＝小学４〜６年生とその保護者。定員
＝10組20人。
Y７月20日㈮必着。往復はがきに参加者
全員の必要事項を明記して、〒260‐8722
千葉市役所廃棄物対策課へ。F245-5624も
可。X同課☎245-5067F前記

夏休み親子体験教室
貝殻を使って立体絵飾りを作る ７月23
日㈪10：00〜12：00。対象＝小学生とそ
の保護者。定員＝10組20人（先着順）
。費
用＝１組800円。
簡単でおいしいビスコッティ作り ７月
24日㈫10：00〜12：30。対象＝小学生と
その保護者。定員＝６組12人（先着順）
。費
用＝１組700円。
トンボ玉を作ろう ７月26日㈭10：00〜
12：30。対象＝小学５年〜中学３年生とそ
の保護者。定員＝８組16人（先着順）
。費用
＝１組1,000円。
いずれも、中央コミュニティセンターで。
Y電話で、市女性グループ連絡会☎0908501-5937（９：30〜16：00）X同連絡
会☎前記または生涯学習振興課☎245
-5954F245-5992

親子で参加する夏休み犬ねこ教室
８月２日㈭・ ８日㈬13：30〜16：00、
動物保護指導センターで。
犬やねこの習性や体のしくみを知り、正し
い接し方を学びます。講師は獣医師。
対象＝小学５・６年生（保護者同伴または
要送迎）
。定員＝各25人。
Y７月23日㈪必着。往復はがきに必要事
項のほか、保護者の氏名を明記して、〒263‐
0054稲毛区宮野木町445‐１動物保護指導
センターへ。X同センター☎258-7817F
258-7818

花の美術館「夏休み子ども体験教室」
ペーパークイリング「夏の海辺」 ７月24
日㈫Ⓐ10：00〜12：00、 Ⓑ13：00〜
15：00。定員＝各20人。費用＝各500円。
ステキな本を簡単手作り ７月25日㈬Ⓐ
９：30〜12：00、 Ⓑ13：00〜15：30。
定員＝各30人。費用＝各1,000円。
ローラー版画で花のエコバッグ ７月26
日㈭ Ⓐ10：00〜11：30、 Ⓑ13：00〜
14：30、Ⓒ14：50〜16：20。定員＝各
24人。費用＝各500円。
子どものためのステンドグラス講座 ７月
31日㈫Ⓐ11：00〜12：00、 Ⓑ12：00

ご利用ください！

ごみ減量などの説明会
〜職員が皆さんの所へ伺います〜

市では、ごみ処理の現状や減量方法・
減量施策を説明するため、環境局職員が
皆さんの所へ訪問しています。
町内自治会やサークル活動の集まり
などの際にご利用ください。
訪問を希望される方は、事前に必要事
項（日時・会場・参加人数・電話番号な
ど）を廃棄物対策課☎245‐5379へご
連絡ください。
開催日 毎日開催
（土・日曜日、祝日も可）
＊日程が重複する場合は、調
整させていただきます。
時 間 30分〜１時間程度
会 場 申し込みされる皆さんにご
用意いただきます。
問い合わせ 廃棄物対策課
☎【上記】 F245‐5624
E haikibutsutaisaku.ENR@city.
chiba.lg.jp

申込方法は８面上段に
〜 1 3：0 0、 Ⓒ 1 3：0 0 〜 1 4：0 0、 Ⓓ
14：00〜15：00。定員＝各８人。費用＝
各1,000円。
楽 し い 絵 手 紙 ８ 月 １ 日 ㈬ 1 0：0 0 〜
11：50。定員＝36人。費用＝100円。
音を作って遊ぼう！ ブンブンぜみ作り ８
月１日㈬13：30〜15：15。定員＝36人。
費用＝100円。
ソフト粘土で作るバラのポットアレンジ
８月２日㈭10：00〜10：30。定員＝20人。
費用＝1,000円。
樹脂粘土で作るハワイアンフルーツパフェ
８ 月 ２ 日 ㈭ Ⓐ 1 1：0 0 〜 1 1：3 0、 Ⓑ
14：30〜15：00。定員＝各20人。費用＝
各1,000円。
ソフト粘土で作るハイビスカスのポットア
レンジ ８月２日㈭13：30〜14：00。定
員＝20人。費用＝1,000円。
木の実・ドライフラワー・種・豆などを使
って楽しい壁飾りを作りましょう ８月11
日㈯Ⓐ10：30〜12：00、 Ⓑ13：00〜
14：30。定員＝各25人。費用＝各1,000円。
いずれも、対象＝小学生以下の方（３年生
以下は保護者同伴）
。先着順。要入館料。
Y７月15日㈰９：30から電話で、花の美
術館（稲毛海浜公園内）☎277-8776 X同
館☎前記F277-8674。月曜日休館。入館料
＝大人300円、小・中学生150円。

ヒップホップダンス
８月14日㈫・16日㈭・18日㈯・21日㈫・
23日㈭・25日㈯10：00〜12：00、南部青
少年センター（中央区白旗１）で。全６回。
対象＝小学３年〜中学３年生。
定員＝20人（先着順）
。費用＝300円（保
険料）
。
Y 電話で、 南部青少年センター☎2648995X同センター☎前記F268-1032。月
曜日、祝日休館。

夏休み短期スケート教室
８月１日㈬〜３日㈮８：00〜８：45、ア
クアリンクちばで。全３回。
対象＝４歳以上の方。定員＝100人。費用
＝4,300円。
すべての指先が隠れる手袋を持参。
Y７月20日㈮必着。〒261‐0002美浜
区新港224‐１アクアリンクちばへ。X同施
設☎204-7283F204-7284

ヨット入門コース
８月５日㈰９：30〜16：00、稲毛ヨット
ハーバー（美浜区磯辺２）で。荒天中止。
ヨットに乗り、初歩的な操作方法を学びま
す。対象＝16歳以上の方。定員＝10人（先
着順）
。費用＝6,000円。
Y７月18日㈬10：00から電話で、稲毛ヨ
ットハーバー☎279-1160X同施設☎前記
F279-1575。火曜日休館。

親子フラダンス教室
８月６日㈪〜10日㈮10：30〜11：30、
千葉ポートアリーナで。全５回。
対象＝３歳以上の就学前児と親。定員＝
15組。費用＝１組4,000円。
Y７月25日㈬必着。往復はがき
（１組１通）
に必要事項を明記して、〒260‐0025中央
区問屋町１‐20千葉ポートアリーナへ。X
同施設☎241-0006F241-0164

募集

男女共同参画センターの講座
①親子で挑戦！ 新聞紙でトカゲをつくろ
う！ ８月10日㈮10：00〜12：00。対象
＝小学生とその親。定員＝12組24人。費用
＝１人50円（保険料）
。
②女性のための再就職準備講座 ８月21
日・2 8 日、 ９ 月 ４ 日・1 8 日 の 火 曜 日
10：00〜12：00。全４回。対象＝女性。
定員＝30人。
③女性の心と身体健康講座 ８月22日・
29日、９月５日の水曜日18：30〜20：30。
全３回。対象＝女性。定員＝30人。
＊②③は１歳６カ月以上の就学前児を対象
に託児あり。
Y７月31日㈫必着。往復はがきに必要事
項のほか、②③で託児希望の方は子どもの名
前・年齢を明記して、〒260‐0844中央区
千葉寺町1208‐2男女共同参画センターへ。
X同センター☎209-8771F209-8776

防災行政無線の情報を
JCN千葉で発信！
市では、災害時や緊急時に発信する防
災行政無線の情報を、JCN千葉（ケーブ
ルテレビ）のデータ放送画面で提供して
います。
表示画面 JCNプラスチャンネル（コ
ミュニティチャンネル）の
データ放送のトップ画面
表示方法 一定時間スクロール表示
＊詳しくは、お問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。
問い合わせ 防災対策課
☎245‐5113 F245‐5552

生涯学習センターの講座
生活習慣病にさようなら ８月９日、９月
13日、10月11日、11月８日の第２木曜日
13：30〜15：30。全４回。定員＝15人。
ワード自由自在！ 職場で魅せる文書づくり
８月11日〜25日の毎週土曜日13：30〜
16：30。全３回。対象＝ワードで簡単な表
作成や図挿入ができる成人。定員＝20人。
費用＝5,450円。
暮らしの中の省エネ対策、目で見る我が家
の 電 力 使 用 量！ ８ 月 1 8 日 ㈯・2 5 日 ㈯
13：30〜15：30。全２回。定員＝20人。
エクセル自由自在！ すぐれ技を使いこなす
９ 月 ２ 日 〜 1 6 日 の 毎 週 日 曜 日 ９：3 0 〜
12：30。全３回。対象＝エクセルで基本的
な表・グラフ・関数が利用できる成人。定員
＝20人。費用＝5,400円。
Y７月28日㈯必着。往復はがき（１人１
通１講座）に必要事項を明記して、〒260‐
0045中央区弁天３‐７‐７生涯学習センタ
ーへ。X 同センター☎207-5820F2075822。第４月曜日休館。

ことぶき大学校「夏の公開講座」
①身近な税金の話〜年金・保険・相続〜
８月23日㈭10：00〜12：00。
②西洋美術史「17世紀のヨーロッパ絵画」
８月24日㈮10：00〜15：00（12：00〜
13：00を除く）
。昼食持参。
③ゲノムから「いのち」の仕組みを学ぶ
８月27日㈪10：00〜12：00。
④ひとりで生きる高齢化社会 ８月28日
㈫10：00〜12：00。
⑤土の温もり・初歩の陶芸教室（土鈴づく

市営住宅の入居者

市営住宅の入居者を募集します。
抽選日 ８月20日㈪
入居予定日 資格審査後の10月１
日㈪以降
申込資格 ①市内在住または在勤の
方、②入居収入基準内の世帯、③持
ち家のない方、④市県民税の滞納の
ない方、⑤暴力団員でないこと、⑥
外国籍の方の場合は本邦在住１年以
上であること、⑦保証人を立てられ
る方、⑧そのほかの要件。
申込方法 ８月１日㈬〜10日㈮消
印有効。申込書に必要事項を記入
し、必要書類を添えて、〒260‐
0026中央区千葉港２‐１市住宅
供給公社へ。申込書配布場所＝市
住宅供給公社（中央コミュニティ
センター１階）
、 各区役所、 県住
まい情報プラザ（中央区栄町）で
問い合わせ 市住宅供給公社
☎245‐7513 F245‐7517

寬仁親王牌（GⅠ）弥彦場外

15 ㈰・16 ㈷

７/

伊東温泉（FⅠ）場外

７/

17 ㈫・18 ㈬・19 ㈭

久留米開設記念（GⅢ）場外

21 ㈯・22 ㈰・ 23 ㈪・ 24 ㈫

７/

豊橋（FⅠ）場外

７/

25 ㈬・ 26 ㈭・ 27 ㈮

福井開設記念（GⅢ）場外

28 ㈯・ 29 ㈰・ 30 ㈪・ 31 ㈫

７/

＊来場には公共交通機関をご利用ください。

公営事業事務所 ☎251-7111 F255-9909

