
料金高校生以上5,540円、中学生5,010円、
小学生4,850円、3～6歳児4,470円、 
3歳未満児800円
備考詳しくは、HP「千葉市少年自然の
家」で検索
申5月14日㈯必着。HP前記から申し込
み。Eメールで必のほか、参加人数、
子どもの年齢･学年を明記して、 Eメール
shusai-oubo@chiba-shizen.jpも
可
問同施設☎0475-35-1131 FAX0475-35-
1134

千葉港発着高速ジェット船
で行く伊豆大島（日帰り）

日時6月12日㈰･13日㈪7：50～17：50
内容Aコース＝島内バス観光、Bコー
ス＝三原山ハイキング。いずれも、
昼食付き、添乗員同行
定員各先着60人
料金Aコース＝中学生以上12日18,900
円、13日16,900円。Bコース＝中学生
以上12日16,900円、13日14,900円。小
学生＝各4,000円引き
備考集合＝ケーズハーバー1階（中央
区中央港1）。参加には事前申込が必
要です。詳しくは、お問い合わせく
ださい（コース番号155-0806）。
問読売旅行東日本販売センター☎
050-3172-4343（9：30～17：30。祝日
を除く） FAX050-3174-4300

千葉いのちの電話ふれあい
チャリティコンサート

日時6月12日㈰13：30～15：30
場所市文化センター
内容外山喜雄とデキシーセインツによ
る演奏
定員先着500人
料金指定席＝3,500円、自由席＝2,500円
申5月2日㈪から電話で、県いのちの
電話協会事務局☎222-4322
問同協会☎前記（平日9：00～17：00）
FAX227-6911

講演会「ひきこもりの理解
と支援」

日時6月17日㈮14：00～16：00
場所ハーモニープラザ
内容テーマ＝ひきこもりで悩む方へ～
家族が前向きになるために～。講師
＝白石弘巳さん（なでしこメンタル
クリニック院長）
定員先着100人
申5月2日㈪から電話で、ひきこもり
地域支援センター☎204-1606。 FAX
204-1607も可（必を明記）

ミニバスケットボール3on3
大会

日時7月3日㈰8：30から
場所千葉ポートアリーナ
内容男女別で、小学3･4年生、5･6年生
の各部に分かれて試合をします。
対象市内在学の小学3～6年生
料金1チーム1,000円
備考傷害保険の加入が必要
申5月30日㈪～6月15日㈬必着。申込
書（市スポーツ協会HPから印刷）を、
〒260-0025中央区問屋町1-20千葉市
スポーツ協会へ
問同協会☎238-2380 FAX203-8936

徳田雄一郎with山田貴子サ
ックス×ピアノコンサート

日時7月18日㈷14：00～15：30
場所市民会館
料金前売券（全席自由）＝1,500円
備考就学前児の入場不可。5月10日㈫
から販売。前売券販売所＝市民会館、
文化センター、市男女共同参画セン
ター、若葉文化ホール、美浜文化ホ
ール。詳しくは、市文化振興財団HP

で検索
問同財団☎221-2411 FAX224-8231

春風亭一之輔のドッサリま
わるぜ2022

日時7月31日㈰14：00～16：00
場所文化センター
料金前売券（全席指定）＝3,700円
備考就学前児の入場不可。4月30日㈯
から販売。詳しくは、市文化振興財
団HPで検索
問文化センター☎224-8211 FAX 224-
8231

教室・講座

市シルバー人材センター
パソコン教室

日時①初めてのエクセル入門＝5月 
11日㈬。②ワードで案内地図の作成
＝5月18日㈬･25日㈬。③初めての日
本語入力＝5月23日㈪。④エクセル

「やさしい関数と表作成」＝6月8日㈬
･15日㈬。⑤ワードで手作り名刺＝ 
6月27日㈪。いずれも、13：00～16：00。
②④全2回
対象①②④⑤パソコンで文字入力がで
きる方
定員各先着6人
料金①③1,500円、②④5,300円、⑤2,900円
申5月2日㈪から電話で、市シルバー
人材センター☎265-0070
問同センター☎前記 FAX265-0048

谷津田の自然体験教室「田
植え体験（手植え）」

日時5月22日㈰10：00～12：00。雨天の
場合29日㈰に延期
場所大草谷津田いきものの里
対象小学3年生以上の方　定員20人
備考膝下までの長靴を着用。詳しく
は、HP「谷津田の自然体験教室」で
検索
申5月11日㈬必着。は（1通5人まで）
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も可
問同課☎245-5195 FAX前記

ハス守りさん養成講座

日時5月21日㈯･29日㈰、6月26日㈰、 
7月17日㈰、8月21日㈰、11月6日㈰、
2月12日㈰、3月12日㈰。各2時間程
度。全8回
場所千葉公園など
内容ハスに関する知識、栽培方法など
を学び、オオガハスのイベントで活
動するボランティアを養成
定員10人
備考申込書配布場所＝区役所地域振興
課、市民センター、公民館、公園緑
地事務所、都市緑化植物園。HP（「ハ
ス守りさん」で検索）から印刷も可
申5月16日㈪必着。申込書を〒260-
8722千葉市役所緑政課へ。 FAX 245-
5885、 Eメール midoritohana@city. 
chiba.lg.jpも可
問同課☎245-5775 FAX前記

市社会福祉研修センター
社会福祉セミナー

日時①5月25日㈬9：55～12：30。②5月 
25日㈬13：25～16：00。③講義＝6月 
28日㈫13：25～15：00、調理実習＝6月
29日㈬･30日㈭、7月1日㈮のいずれ
か1日9：55～13：00。全2回。
内容①おうちで困らない介護講座（起

き上がり編）、②おうちで困らない
介護講座（移動･移乗編）、③講義＝
からだキープでいつでも健康に、調
理実習＝夏の栄養バランスごはん
定員①②先着8人、③先着18人
料金③600円
申5月2日㈪から電話で、市社会福祉
研修センター☎209-8841。 FAX 312-
2943も可（必のほか、③の調理実習
の日程は第2希望まで明記）

マンション管理士によるセ
ミナー･相談会

日時5月28日㈯13：00～16：00
場所中央コミュニティセンター
内容セミナーテーマ＝適正化法改正に
対応した管理組合の心構えと対応に
ついて。国交省のガイドラインに沿
った長期修繕積立金額の設定の在り
方について
定員セミナー＝先着20人、相談会＝4組
申5月27日㈮12：00までに電話で、県
マンション管理士会☎244-9091。 FAX
244-9094も可（必を明記）

菊づくり講習会

日時5月29日㈰9：30～10：30
場所亥鼻公園　内容大菊の作り方
備考当日直接会場へ。講習後、菊苗の
無料配布（定員先着100人）。菊苗販売
＝9：00～12：00
問千葉秋芳会･嶋田さん☎090-5533-
6207 FAX047-472-7952

アーチェリー体験教室

日時5月29日㈰9：45～12：00。雨天中止
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
申5月13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6月1日㈬･18日㈯9：00～12：00、
13日㈪･22日㈬13：30～16：30＝セー
フティーちば。6月8日㈬･27日㈪
13：30～16：30＝救助救急センター。
6月15日㈬13：30～16：30＝花見川消
防署。6月16日㈭13：30～16：30＝若
葉消防署

②上級救命講習会
日時6月2日㈭･19日㈰9：00～17：00
料金1,000円

③上級救命再講習会
日時6月3日㈮･29日㈬9：00～12：00、
12日㈰13：30～16：30
対象上級救命講習を修了した方

④パパ＆ママ救命教室
日時6月11日㈯10：30～11：15、14：30
～15：15

⑤WEB講習会
日時6月29日㈬14：00～15：30

場所②③⑤セーフティーちば、④子育
て支援館
定員①～③⑤各先着5人、④各5組
備考詳しくは、HP「防災普及公社」で
検索
申5月2日㈪から電話で、防災普及公
社☎248-5355。HP前記からも可
問同公社☎前記 FAX248-7748

南部青少年センターの講座

①高校生と一緒に作る科学工作講座

日時6月11日㈯13：30～16：00
対象小学3年～中学生
定員先着12人　
料金1,000円

②英会話入門
日時6月18日㈯･25日㈯10：00～11：30。
全2回
内容具体的な場面を想定した初心者
向けの講座
対象16歳以上の方　定員先着12人

申①5月10日㈫･②11日㈬から電話
で、南部青少年センター☎264-8995
問同センター☎前記 FAX268-1032。月
曜日、祝･休日休館

稲毛ヨットハーバーの教室
ヨット入門コース

日時6月5日㈰9：30～15：30。荒天中止
対象16歳以上の方
定員10人　料金5,000円
申5月16日㈪～19日㈭10：00～16：00
に電話で、稲毛ヨットハーバー☎
279-1160
問同施設☎前記 FAX279-1575。火曜日

（祝･休日の場合は翌日）休館

ジュニアスポーツ指導者講
習会

日時6月11日㈯、7月9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･中学生、高校生に対す
る走り方･トレーニングの指導方法、
メンタルトレーニング、実技
対象18歳以上の方
定員30人　料金500円
申5月31日㈫必着。往に必のほか、小
･中学生、高校生を対象にスポーツ
指導をしている場合は競技名･対象
の子どもの学年を明記して、〒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

健康づくりスポーツ教室

日時①体幹トレーニング＝6月22日～ 
7月27日の水曜日。②格闘技エクササ
イズ＝6月30日～8月4日の木曜日。
③ビューティーピラティス＝7月5日
～8月9日の火曜日。いずれも、19：30
～20：30。各全6回
場所千葉ポートアリーナ
対象18歳以上の方
定員12人　料金1,500円
申5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

生活援助型訪問サービス
スタッフ資格取得研修

日時6月23日㈭･24日㈮10：00～16：00。
全2回
場所市社会福祉研修センター
内容身体介護を伴わない調理･掃除な
どの生活援助を提供する訪問サービ
スの資格を取得できる研修です。
定員20人程度
申5月27日㈮必着。はまたは封書に、
必のほか生年月日を明記して、〒
260-0844中央区千葉寺町1208-2千葉
市社会福祉研修センターへ。 FAX312-
2943、Eメールkensyuu-c@chiba-shakyo.
jpも可
問同センター☎209-8841 FAX前記

創業プラン作成スクール

日時7月2日～23日の土曜日10：00～ 

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12面参照。
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