
集合（解散12：00）、または9：50稲
毛海浜公園多目的広場前（解散
11：30）

②手話講習会（中級）
日時11月5日～12月24日の木曜日
13：30～15：30または、11月7日～
12月26日の土曜日9：45～11：45。
各全8回
対象18歳以上で手話講習会初級修了
者または同程度の経験者
定員各20人（初めての方を優先）
料金600円

③介護技術勉強会
日時11月20日㈮、12月4日㈮14：00～
15：30
対象18歳以上の方
定員各先着10人（重複申し込み不可）

申①10月16日㈮までに電話で、療育
センターふれあいの家☎216-5130。
FAX277-0291も可（必を明記）。②10月
15日㈭必着。往に必のほか、手話経
験の有無を明記して、〒261-0003美
浜区高浜3-3-1千葉市療育センター
ふれあいの家へ。 Eメール fureai1981@
bz04.plala.or.jpも可。③電話で、同
施設☎前記。 FAX･Eメール前記も可（必を明
記）
問同施設☎･ FAX前記。月曜日休館

地域で守る‼防災体験

日時10月31日㈯9：30～11：30
場所生浜公民館
定員先着20人
申電話で、防災普及公社☎248-5378。
FAX248-7748も可（必を明記）

動物公園「ちばZOOフェス
タ2020」

①アニマルフェイスペイント
日時11月7日㈯･8日㈰10：00～15：00
（1人10分）
定員各日50人

②動物たちに大接近
日時11月7日㈯･8日㈰10：30～11：00、
11：15～11：45
定員各日80人

③アニマルコスプレコンテスト
日時11月8日㈰13：00～14：30
定員15組（1組5人まで）

申10月15日㈭必着。①②電子申請で。
③Eメールで必のほか、アピールポ
イントを明記の上、コスチューム着
用画像を添付して、動物公園 Eメール
dobutsu.ZOO@city.chiba.lg.jp
問同園☎252-1111 FAX255-7116。水曜
日休園。入園料＝高校生以上700円

2020年秋の「ダイヤモンド
富士」を観よう‼

富士山頂に夕日が重なる神秘の現象
ダイヤモンド富士が、10月中旬～下
旬に海辺エリアで約10日間観賞でき
ます。観賞スポットや日時など詳し
くは、HP「千葉市　ダイヤモンド富
士」で検索
問市観光協会☎242-0007 FAX301-0280

教室・講座

働きたい女性のための就職
準備セミナー

日時10月9日㈮9：15～11：15
場所市原市勤労会館（市原市更級5-1-
18）
内容女性を取り巻く環境や自分を知る
こと、自分に合った仕事を学ぶ
対象仕事と家庭を両立させて自分らし
く働きたい女性
定員先着20人

申電話で、市原市商工業振興課☎
0436-23-9836
問同課☎前記 FAX0436-22-6980

住情報セミナー

日時10月24日㈯14：00～16：00
場所中央コミュニティセンター
内容テーマ=空家の売却について考え
ませんか‼
定員先着30人
申10月1日㈭10：00から電話で、すま
いのコンシェルジュ☎245-5690。 FAX
245-5691も可（必を明記)
問住宅政策課☎245-5809 FAX245-5795

Zoomで開催「プレゼンテー
ション講座」

日時10月26日㈪14：00～16：00
内容聞き手に理解を促すための効果的
な説明のしかたを学ぶ
対象Zoom使用経験者　定員先着30人
申Eメールで必を明記して、市民活動支
援センターEメール info@chiba-npo.netへ
問同センター☎227-3081 FAX227-3082

南部青少年センターの講座

①プリザーブドフラワーを使ったク
リスマス飾りづくり

日時10月31日㈯13：30～15：30
対象16歳以上の方
料金2,000円

②ビオラのハンギングバスケットづ
くり

日時11月14日㈯13：30～15：30
対象16歳以上の方
料金2,000円

③キッズ・イングリッシュ～小学2年
生のための英語入門～

日時11月21日～12月19日の土曜日
10：00～11：00。全5回
対象小学2年生

定員①②先着6人、③6人
申①②電話で、南部青少年センター
☎264-8995。③10月16日㈮必着。往
に必のほか、学校名を明記して、〒
260-0841中央区白旗1-3-16千葉市南
部青少年センターへ
問同センター☎前記 FAX268-1032。月
曜日休館

谷津田の自然体験教室

①いきもの観察とトンボ調査
日時11月1日㈰9：45～12：00
場所下大和田（猿橋）谷津田（緑区
下大和田町）
定員20人
持物筆記用具、飲み物、雨具、虫取
り網（お持ちの方）

②谷津田の鳥の魅力
日時11月14日㈯9：00～11：00
場所大草谷津田いきものの里
定員10人

備考小学3年生以下は保護者同伴。帽
子、長袖、長ズボン、長靴（膝下ま
で）を着用
申①10月21日㈬、②11月4日㈬必着。
はに必のほか、参加者全員の氏名（フ
リガナ）を明記して、〒260-8722千
葉市役所環境保全課へ。FAX245-5553、
Eメールkankyohozen.ENP@city.chiba.

lg.jp、電子申請も可
問同課☎245-5195 FAX前記

健康づくりスポーツ教室

日時①ボールエクササイズ＝11月2日
～12月14日（11月23日を除く）の月
曜日。②ステップエクササイズ（基
本編）＝11月4日～12月9日の水曜
日。③姿勢改善エクササイズ＆ウオ
ーキング＝11月5日～12月10日の木
曜日。いずれも、19：30～20：30。各
全6回
場所①鎌取コミュニティセンター、②
③千葉ポートアリーナ
対象18歳以上の方
定員①25人、②③12人
料金1,500円
申10月15日㈭必着。往（1人1通1教
室）に必を明記して、〒260-0025中
央区問屋町1-20千葉市スポーツ協会
へ。 Eメールsanka@chibacity.spo-sin.
or.jpも可
問同協会☎238-2380 FAX203-8936

アーチェリー体験教室

日時11月8日㈰9：45～12：00
場所青葉の森スポーツプラザ弓道場
対象高校生以上の方
定員8人
料金500円
備考雨天中止
申10月10日㈯必着。往（1人1通）に
必のほか、性別を明記して、〒260-
0844中央区千葉寺町886-1-913広瀬
方･千葉市アーチェリー協会へ
問同協会･広瀬さん☎090-1555-6069
（19：00～22：00）、スポーツ振興課 FAX
245-5994

救命講習会

①普通救命講習会
日時 場所11月13日㈮13：30～16：30＝若
葉消防署。11月15日㈰13：30～
16：30＝セーフティーちば。11月
24日㈫13：30～16：30＝救助救急セ
ンター。11月27日㈮9：00～12：00
＝緑消防署

②応急手当講習会（けがの手当など）
日時11月21日㈯9：30～11：30
料金700円

③WEB講習会
日時11月26日㈭14：00～15：30

場所②③セーフティーちば
定員各先着5人
申電話で、防災普及公社☎248-5355。
同公社HPからも可
問同公社☎前記 FAX248-7748

音楽ファシリテーター体験
講座

日時11月14日㈯13：30～16：30
場所文化センター
対象高校生以上の方
定員15人
申10月30日㈮必着。往に必のほか、
FAX番号またはＥメールアドレスを
明記して、〒260-0013中央区中央
2-5-1千葉中央ツインビル2号館4階
千葉市文化振興財団へ。FAX224-8231、
Eメールas-chiba@f-cp.jpも可
問文化振興財団☎221-2411 FAX前記

教育相談公開講座

日時11月28日㈯13：30～15：30
場所生涯学習センター
内容テーマ＝子どもと学ぶことの大人
にとっての意味。講師＝片岡洋子さ
ん（千葉大学教授）
定員100人

申11月20日㈮必着。Ｅメールで必のほ
か、参加者全員の氏名･住所･電話番号
を明記して、Eメールkyosyokuinkensyu@
city.chiba.lg.jp。 FAX256-3778、はを
〒263-0021稲毛区轟町3-7-9千葉市教
育センターへ郵送も可
問同センター☎285-0902 FAX前記

認知症介護実践者研修

日時講義･演習＝12月6日～20日、来年
1月10日･17日、2月21日の日曜日9：
00～17：00。全6回
自施設実習＝来年1月18日㈪～2月14
日㈰
場所市社会福祉研修センター（自施設
実習は、各自施設）
対象市内の介護保険施設･事業所の職
員で、2年程度の実務経験を有する方
定員24人（多数の場合選考）
料金5,000円
申10月16日㈮～30日㈮必着。申請書
（地域包括ケア推進課で配布。HP（「千
葉市　認知症介護実践研修」で検索）
から印刷も可）を、〒260-8722千葉
市役所地域包括ケア推進課へ。電子
申請も可
問同課☎245-5267 FAX245-5293

ジュニアスポーツ指導者
講習会

日時12月12日㈯、来年1月23日㈯9：45～
15：45。全2回
場所中央コミュニティセンター
内容テーマ＝小学～高校生に対するメ
ンタルトレーニング･トレーニング
の指導法と実技
対象18歳以上の方
定員30人
料金500円
申11月10日㈫必着。往に必のほか、
小学～高校生にスポーツを指導して
いる方は、競技名･指導対象を明記し
て、〒260-0025中央区問屋町1-20千葉
市スポーツ協会へ。 Eメール sanka@
chibacity.spo-sin.or.jpも可
問同協会☎238-2380 FAX203-8936

相　談

くらしとすまい･法律
特設相談

くらしとすまいの特設相談
日時10月7日㈬10：00～15：00
内容相続･遺言、登記、税、不動産取
引、建築･リフォーム、土地の境界
定員各相談先着8人
備考1人30分｡ 電話相談不可
申電話で、広報広聴課☎245-5609

特設法律相談
日時10月24日㈯13：00～16：00
内容弁護士による相談
定員16人
備考1人20分｡ 裁判所で訴訟･調停中
のもの､ 電話相談は不可
申10月15日㈭までに電話で、同課
☎前記｡ 電子申請も可

場所中央コミュニティセンター
問同課☎前記 FAX245-5796

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時10月8日㈭･22日㈭13：00～16：00
内容弁護士による相談
定員各先着6人
備考1人30分程度。相談には債務者本人
が来所。家族同伴も可。電話相談不可
申電話で、消費生活センター☎207-
3000
問同センター☎前記 FAX207-3111
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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【16面】参照。


