
市少年自然の家
マンスリーウィークエンド

日時12月5日㈯13：00～6日㈰14：00。1泊
2日
内容たき火で棒巻きパン、モルックで
あそぼう、木のぬくもりクリスマス
カレンダーなどのプログラムを家族
ごとに選択
対象3歳児～中学生と家族
定員10組
料金高校生以上5,340円、中学生4,810円、
小学生4,650円、3～6歳児4,270円、
3歳児未満800円
申11月14日㈯必着。往に必のほか、
参加人数、年齢、学年を明記して、
〒297-0217長生郡長柄町針ヶ谷字中
野1591-40千葉市少年自然の家へ。Eメール
shusai-oubo@chiba-shizen.jpも
可
問同施設☎0475-35-1131 FAX0475-35-
1134

WEB講演「Withコロナ時代
の肝臓病との付き合い方」

日時12月5日㈯13：00～13日㈰
内容千葉大学消化器内科の専門医など
による講演
備考視聴方法など詳しくは、「千葉肝
疾患診療ネットワーク」で検索
問千葉大学大学院医学研究院消化器
内科学☎226-2083 FAX226-2088

ふるさと農園で婚活パーテ
ィー

日時12月6日㈰11：00～14：00
対象20～40歳代で独身の男女
定員各先着10人
持物身分証明書
料金男性3,000円、女性2,000円
申11月27日㈮までに、Eメールで必
を明記して、ふるさと農園 Eメール furu-
noen@tsukahara-li.co.jp。☎257-
9981も可
問同園☎前記 FAX258-1024。月曜日（祝
日の場合は翌日）休園

ふれあい自然観察会

日時12月12日㈯9：00～12：00
内容冬鳥を探しながら、金光院地区谷
津田（若葉区金親町）周辺を散策 
定員15人（小学3年生以下は保護者同
伴）
持物筆記用具、飲み物、雨具
備考集合＝8：50千葉御茶屋御殿跡
解散＝12：00ごろ同所付近。服装は、
長袖、長ズボン、長靴、帽子。小雨
決行
申12月2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、電子申請も可
問同課☎245-5195 FAX前記

劇場体験ツアー「謎解きに
挑戦してコンサート開催‼」

日時12月20日㈰14：00～16：00
場所文化センターアートホール
内容出演＝高知尾純さん（ピアノ）、松
葉梨香さん（ボーカル）、瀧澤行則さ

ん（ダンス）
対象小学4～6年生（保護者同伴可）
定員先着40人
料金1,000円
申電話で、文化センター☎224-8211
問同センター☎前記 FAX224-8231

教室・講座

パソコン教室

日時①エクセル「やさしい関数と表作
成」＝11月11日㈬･18日㈬13：00～ 
16：00。全2回。②ワードで年賀状作
成＝12月9日㈬･16日㈬ 13：00～16：00。
全2回。③ワード入門3か月講座＝
11月13日･27日、12月11日、来年1月
8日･22日、2月12日の金曜日10：00～
12：00。全6回
場所シルバー人材センター
対象文字入力ができる方
定員各先着6人
料金①②4,100円、③7,700円
申11月2日㈪から電話で、同センター
☎265-0070
問同センター☎前記 FAX265-0048

飼い犬のしつけ方教室

日時①11月12日㈭、②
11月19日㈭13：30～
16：00
内容①講習としつけの
デモンストレーショ
ン、②飼い犬同伴で
しつけの実技
対象市内在住で、犬を飼っている方（犬
の登録･本年度の狂犬病予防注射が
済んでいること）または飼う予定の
方、②①受講予定の方
定員①先着10人、②先着5組
申11月2日㈪から電話で、動物保護指
導センター☎258-7817
問同センター☎前記 FAX258-7818

みどりの楽講「親子けん玉
教室」

日時11月14日㈯10：00～12：00
場所千葉公園蓮華亭
対象小学生以上の方と保護者
定員先着10組20人
料金500円
申電話で、カフェ・ハーモニー☎070-
4325-3650（火～日曜日）
問同施設☎前記または中央･稲毛
公園緑地事務所☎251-5103 FAX 254-
5834

ふるさと農園の教室

料理教室「太巻き祭りずし」
 日時11月20日㈮、12月18日㈮、来年1月
15日㈮9：30～13：00。全3回

　定員24人
　料金4,500円

手作り教室「ハーブでクリスマスリ
ース作り」
　日時11月26日㈭9：30～12：00
　定員18人
　料金3,200円

祭事教室「手軽に楽しめるおせち料
理」
　日時12月4日㈮9：30～14：00
　定員24人
　料金2,000円
申11月7日㈯必着。往に必を明記し
て、〒262-0011花見川区三角町656-3
ふるさと農園へ。同園HPからも可
問同園☎257-9981 FAX258-1024。月曜
日（祝日の場合は翌日）休園

認知症介護講習会

日時11月21日㈯13：30～15：30
場所文化センター
内容テーマ＝あんしんケアセンターと
は～初めての人へ～、ケアマネージ
ャーって？～何をする人？何をして
くれる人？
対象認知症の方を介護している家族な
ど
定員50人（介護家族を優先）
申11月6日㈮必着。はに必のほか、介
護中の家族かどうかを明記して、〒
260-0026中央区千葉港4-3千葉県社
会福祉センター3階認知症の人と家
族の会へ。 FAX204-8256も可
問同会☎204-8228（月･火･木曜日
13：00～16：00） FAX前記または地域包
括ケア推進課☎245-5267

マンションセミナー

日時11月21日㈯講演会＝13：30～15：30、
相談会＝15：30～16：30
場所中央コミュニティセンター
内容テーマ＝管理組合として考える防
災対策
定員講演会＝先着40人、相談会＝先着
2組
申11月2日㈪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☎245-5849 FAX245-5795

救命講習会

①WEB講習会
　 日時 場所12月1日㈫＝救助救急センタ

ー。12月24日㈭＝セーフティーち
ば。いずれも、14：00～15：30
②パパ＆ママ救命教室
　 日時12月5日㈯10：30～11：15、14：30

～15：15
　場所子育て支援館
③普通救命講習会
　 日時 場所12月8日㈫13：30～16：00、22日

㈫9：00～12：00＝救助救急センタ
ー。12月10日㈭9：00～12：00＝セ
ーフティーちば。12月11日㈮9：00
～12：00＝花見川消防署。12月25日
㈮13：30～16：30＝稲毛消防署

定員①③各先着5人、②各先着5組
申11月2日㈪から電話で、防災普及公
社☎248-5355。同公社HPからも可
問同公社☎前記 FAX248-7748

再就職支援セミナー＆企業
交流会

シニアのための再就職支援セミナー
＆企業との交流会
　日時12月7日㈪13：30～16：30
　 対象おおむね60歳以上で再就職を希

望する方
女性のための再就職支援セミナー＆
企業との交流会
　日時12月8日㈫9：30～12：30
　対象就職･再就職を希望する女性
場所県庁中庁舎10階
定員各先着80人
申11月5日㈭～12月4日㈮に電話で、
県ジョブサポートセンター☎245-
9420
問同センター☎前記、雇用推進課 FAX
245-5669

傾聴ボランティア入門講座

日時12月14日㈪･21日㈪10：00～12：00。
全2回
場所美浜保健福祉センター
内容傾聴に関する講義･ロールプレイ
など
定員先着15人
備考ちばシティポイント対象事業
申11月2日㈪から電話で、美浜区ボラ
ンティアセンター☎278-3252
問同センター☎前記 FAX278-5775

認知症介護基礎研修

日時12月18日㈮9：00～17：00
場所市社会福祉研修センター
対象市内の介護保険施設･事業所の職
員
定員28人（多数の場合選考）
料金1,000円（指定のテキストをお持ち
でない方は別途1,100円）
申11月16日㈪必着。申請書（地域包
括ケア推進課で配布。HP「千葉市　
認知症介護基礎研修」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

相　談

社会保険労務士相談

日時 11月2日 ㈪・16日 ㈪、12月7日 ㈪
10：00～16：00
場所森林会館（中央区長洲1-15-7）
内容労働、社会保険、年金など
定員各相談先着5人
備考電話相談不可
申電話で、社会保険労務士会千葉支
部☎224-9027
問同支部☎前記 FAX224-9058

外国人のための労働相談･法
律相談

日時①労働＝11月5日㈭。②法律＝11月
21日㈯。いずれも、13：00～16：00
場所国際交流プラザ
内容①社会保険労務士による労働相
談、②弁護士による法律相談
定員各先着4人
備考通訳希望者は要事前相談
申①11月4日㈬･②20日㈮12：00まで
に電話で、国際交流協会☎245-5750
問同協会☎前記 FAX245-5751。日曜日、
祝日休業

ちば司法書士総合相談セン
ター相談会

日時11月7日～28日の土曜日10：00～15：00
場所司法書士会館（美浜区幸町2-2-1）
内容相続、少額訴訟、借金など
備考電話相談不可
申電話で、ちば司法書士総合相談セ
ンター☎204-8333
問同センター☎前記 FAX247-3998。日
曜日、祝日休業
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