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特に記載のない場合は、◦申し込みは１日から受け付け　◦応募多数の場合は抽選　◦対象は市内在住・在勤・在学の方　◦料金は無料
申込時に記載する必要事項は【15面】参照。

フラワーカレッジ参加者募集
Ｍ8/10日㈯消印有効。ｏ（1通1人1講座）にｊを明記して、〒261-0003美浜区高浜
7-2-4三陽メディアフラワーミュージアムへ。Ｅhanabi-event@worldparkjp.
comも可

市民展示室2階の利用者募集
Ｊ10/1㈫～12/28㈯の火～日曜日の原則6日間
Ｎ作品の題材は花、緑、自然。設営、撤収、展示物の保守管理などは各自の責任。
Ｈ市内在住の方、市民グループ　
Ｉ各期間1組
Ｍ8/10日㈯消印有効。ｏにｊのほか、希望する期間（第3希望まで）、展示タイト
ル･内容を明記して、〒261-0003美浜区高浜7-2-4三陽メディアフラワーミュージ
アムへ。Ｅhanabi-event@worldparkjp.comも可

教室名 日時･定員･料金
ステンドグラス「ぶどう
のパネルと正月かざり」

9/10、10/8、11/12の火曜日13：30～15：30　全3回
Ｉ20人　Ｋ6000円

花ハーブのハンドケアオ
イル作り

9/11㈬10：30～12：30
Ｉ20人　Ｋ2,000円

プリザーブドフラワーと
木の実のオータムリース

9/19㈭13：30～15：30　
Ｉ30人　Ｋ2,800円

蝶とタンポポのハーバリ
ウム講座

9/27㈮13：30～15：30
Ｉ24人　Ｋ2,200円

☎209-8771 Ｆ209-8776　月曜日・祝日休館男女共同参画センター
ＭEメールで、ｊのほか、託児希望の場合は子どもの氏名（フリガナ）・年齢を明
記して、同センターＥsankaku@f-cp.jp。電話も可

講座名 日時・対象・定員・内容
①働く女性のためのキャリアプラ
ン講座「自分らしく働きたい」

8/7㈬13：30～16：00
Ｈ女性　Ｉ先着20人　

②コンディショニングアップ講座
「アナタらしい毎日を！マインド
フルネス×ペップトーク」

9/4㈬・11㈬18：30～20：30
Ｉ先着20人
Ｎ自分と向き合い仕事効率を高める方法を学ぶ

＊託児あり（Ｈ1歳6カ月以上の就学前児　Ｍ講座開始2週間前まで）

いきいきプラザ・センター
Ｈ市内在住の方(①小・中学生、②～⑥⑧⑨⑪⑫60歳以上の方、⑦小学生以上の方、
⑩小学生と保護者および60歳以上の方、⑬小・中学生および60歳以上の方)
Ｍ8/1㈭9：30から、催しの前日までに電話・FAXで、各プラザ・センターへ

講座名 日時・定員・内容など
中央いきいきプラザ ☎209-9000 Ｆ209-9006
①日本の伝統文化「茶道」に挑戦 !! 8/8㈭9：30～11：30　Ｉ先着10人　Ｋ200円
②あなたの脳をまもるための～脳の
病気の予防と治療のお話～

8/9㈮13：30～15：00
Ｉ先着50人

千葉競輪場 公営事業事務所
☎251-7111 Ｆ255-9909

レース日程（場外）
レース名 日程

西武園（GⅢ） 8/1㈭～ 4㈰
高知（FⅠ） 2㈮～ 4㈰
小倉（FⅠ）ナイター 3㈯～ 5㈪
弥彦（FⅠ） 5㈪～ 7㈬
岐阜（FⅠ） 5㈪～ 7㈬
静岡（FⅠ） 6㈫～ 8㈭
和歌山（FⅠ） 8㈭ ・ 9㈮
川崎（GⅢ）ナイター 9㈮～12
熊本（FⅠ）ジャパンカ
ップ in 久留米 10㈯～12

レース名 日程
オールスター名古屋

（GⅠ） 8/14㈬～18㈰

松戸（FⅠ）ナイター 15㈭～18㈰
千葉（FⅡ）in 川崎 16㈮～18㈰
弥彦（FⅠ）関東カップ 19㈪～21㈬
高松（FⅠ） 19㈪～21㈬
小田原（GⅢ） 24㈯～27㈫
岐阜（FⅠ） 26㈪～28㈬
伊東温泉（FⅠ） 28㈬～30㈮
富山（GⅢ） 29㈭～9/1㈰

Ⓐ生きがい活動支援通所（10月～来年3月）
　 日常動作訓練、教養講座、趣味活動などを行うとともに、参加者の

皆さんが交流することで、介護が必要となることを予防し、自立し
た生活の維持を目指します。

　 Ｊ火～土曜日のうち1日（特定の曜日）、10：00～15：30（祝日を除く）。
週1回。

　Ｂ・Ｉ【右表】参照。
　 Ｈ市内に住所を有する在宅の65歳以上の方（9月1日現在）。ただし、

介護保険の認定を受けている方は不可。
　Ｃ別途教材費がかかります。
Ⓑ機能回復訓練（10～12月または来年1～3月）
　 ストレッチ体操などを2時間程度行い、日常生活能力の回復、身体機

能の向上を図ります。10・1月開始の2コース。いずれも3カ月間、全
12回。曜日（第5週を除く）、開始時間は【右表】参照。

　Ｂ・Ｉ【右表】参照。
　 Ｈ市内に住所を有する60歳以上の方で、身体機能の低下がみられる

方（9月1日現在）
Ｍ8月10日㈯消印有効。ｏ（1人1通1会場）に記入例【下記】のとおり
明記して、希望するプラザ・センターへ郵送。ｈ(「千葉市社会福祉事業
団」で検索)から申し込みも可。
Ｃ応募多数の場合、8月16日㈮Ⓐ9：30・Ⓑ10：30から各プラザ・センター
で公開抽選。結果は8月21日㈬に発送。重複申込無効。いずれも初めて
の方（Ⓑ1月開始のコースは7～9月の同訓練を受けていない方）優先。

区 場所･申込先 問い合わせ Ⓐ Ⓑ
曜日 定員 曜日 定員

中
央

中央いきいきプラザ＊
〒260-0807　松ケ丘町257-1

☎209-9000
Ｆ209-9006

火
〜
土

各15人 木 26人

蘇我いきいきセンター＊
〒260-0834　今井1-14-38

☎264-6966
Ｆ264-6967 各15人 金 18人

花
見
川

花見川いきいきプラザ
〒262-0011　三角町750

☎216-0080
Ｆ216-0083 各15人 火 26人

花見川いきいきセンター＊
〒262-0046　花見川9-1

☎286-8030
Ｆ286-8031 各17人 金 20人

さつきが丘いきいきセンター
〒262-0014　さつきが丘1-32-3

☎250-4651
Ｆ250-4652 各15人 月 22人

稲
毛

稲毛いきいきプラザ
〒263-0031　稲毛東6-19-1

☎242-8005
Ｆ242-8175 各15人 月 25人

あやめ台いきいきセンター＊
〒263-0051　園生町446-1

☎207-1388
Ｆ207-1368 各15人 金 18人

若
葉

若葉いきいきプラザ
〒265-0067　北谷津町333-2

☎228-5010
Ｆ228-8956 各15人 水 25人

大宮いきいきセンター＊
〒264-0015　大宮台7-8-1

☎265-1751
Ｆ265-1741 各18人 水 10人

都賀いきいきセンター＊
〒264-0025　都賀4-20-1

☎232-4771
Ｆ232-4773 各20人 水 15人

緑

緑いきいきプラザ
〒266-0005　誉田町2-15-65

☎300-1313
Ｆ300-1511 各15人 金 26人

越智いきいきセンター
〒267-0055　越智町822-7

☎205-1290
Ｆ205-1291 各15人 木 20人

土気いきいきセンター
〒267-0061　土気町1634

☎205-1000
Ｆ205-1001 各15人 木 20人

美
浜

美浜いきいきプラザ＊
〒261-0004　高洲3-5-6

☎270-1800
Ｆ270-1811 各18人 火 25人

真砂いきいきセンター＊
〒261-0011　真砂4-4-10

☎278-9641
Ｆ278-9642 各15人 月 18人

来館の際は公共交通機関をご利用ください。＊印には、駐車場がありません。

いきいきプラザ･センター　生きがい活動支援通所･機能回復訓練

往復はがき記入例
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　　往信（裏）
１希望するサービ
　ス（ⒶかⒷ）
２Ⓐの場合は曜日
　Ⓑの場合は開始月
　・時間
３氏名（フリガナ）
４郵便番号・住所
５電話番号
６年齢・性別
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　　返信（裏）
（何も記入しないで
ください）

講座名 日時・定員・内容など
蘇我いきいきセンター ☎264-6966 Ｆ264-6967

③スマートフォンってどんなもの？ 8/6㈫14：30～16：30　Ｉ先着15人　 
Ｈスマートフォンに初めて触れる方

さつきが丘いきいきセンター ☎250-4651 Ｆ250-4652
④講演会

「ヤクルトふれあい健康教室」
8/25㈰10：00～11：30
Ｉ先着30人　Ｇ飲み物

稲毛いきいきプラザ ☎242-8005 Ｆ242-8175
⑤講演会「フォークソングで介護予防」8/24㈯13：30～15：00　Ｉ先着100人
都賀いきいきセンター ☎232-4771 Ｆ232-4773
⑥我が家の防災対策 8/30㈮10：00～12：00  Ｉ先着40人
緑いきいきプラザ ☎300-1313 Ｆ300-1511
⑦世代間交流

「夏休み陶芸教室」
8/5㈪･19㈪10：00～12：00　全2回
Ｉ先着20人　Ｋ500円

⑧「懐メロ紅白歌合戦」 8/18㈰9：30～15：30　Ｉ先着男女各30人
⑨講演会

「省エネ・節電！上手な電気の使い方」
8/28㈬10：00～11：30
Ｉ先着30人

越智いきいきセンター ☎205-1290 Ｆ205-1291

⑩世代間交流
「バルーンアート」

8/19㈪10：00～11：30 
Ｉ小学生と保護者先着3組6人、60歳以上
の方先着6人　Ｋ100円(当日持参)

土気いきいきセンター ☎205-1000 Ｆ205-1001
⑪高齢者講演会

「音楽で心と身体のリフレッシュ」
8/21㈬10：00～12：00 
Ｉ先着30人　Ｇ飲み物、タオル

真砂いきいきセンター ☎278-9641 Ｆ278-9642

⑫脳年齢測定会 8/29㈭9：30～11：30、13：00～15：00
Ｉ各先着20人　Ｇ飲み物、スリッパ

⑬世代間交流
「藍染体験JAPANBLUE」

8/31㈯9：30～11：30　Ｉ小・中学生先着10
人、60歳以上の方先着10人　Ｋ213円


