
イベント

千葉市菊花展

日時11月1日㈫～13日㈰9：30～16：30
場所稲毛記念館前庭
内容菊花展示、菊の鉢･苗の販売
問千葉秋芳会･嶋田さん☎090-5533-
6207 FAX047-472-7952

泉自然公園もみじまつり

期間　11月12日㈯～12月4日㈰
①フォトコンテスト

日時11月5日㈯～12月4日㈰
内容テーマ＝泉自然公園で小さい秋
みぃつけた
備考泉賞、作品賞（各1作品）の記念
品＝フォレストアドベンチャー千
葉無料ペア招待券

②もみじめぐりウオーキング
日時11月19日㈯13：30～15：30

③ノルディックウォーク
日時 11月20日 ㈰･23日 ㈷10：00～ 
11：30
持物ポール（お持ちの方）

④木の実と葉っぱの図鑑を作ろう‼
日時11月20日㈰10：00～16：00
内容WEBアプリ「はなもく散歩」を
使って公園内の樹木を巡り、どん
ぐりや木の葉で図鑑を作ります。

⑤クラフト講座
日時11月27日㈰10：00～14：00
内容園内の木の実や木のプレートを
使用した作品作り 
備考材料がなくなり次第終了

定員先着②15人･③各20人･④50人
料金②500円、③1,300円･ポールレンタ
ル＝200円、④200円、⑤100円
備考②～⑤雨天中止。申し込み方法な
ど詳しくは、泉自然公園HP
申①11月5日㈯～12月4日㈰･②③前
週金曜日までにEメールで、必のほ
か、②③は参加人数、Eメールアドレ
スを明記して、㈱オリエンタルコン
サ ル タ ン ツ Eメール i z um i . e ven t@ 
oriconsul.comへ。①Instagram、
Facebook、②③ FAX027-225-2333も
可。④⑤当日直接中央広場へ
問同社☎070-7473-245８ FAX前記

正規雇用を目指す方のため
の交流会･説明会

職場体験受入企業との交流会
日時11月5日㈯13：30～15：30

事業説明会･入門セミナー

日時①説明会＝11月26日㈯･30日㈬、
②セミナー＝12月3日㈯。いずれ
も、13：30～15：30

場所TKP千葉駅東口ビジネスセンター
（中央区新町1-20江澤ビル4階）。②は
Zoomでオンライン視聴可
対象正規雇用就職を目指す方
定員各10人
申HP（「千葉市　キャリアチャレンジ
事業」で検索）から
問キャリアチャレンジ事業事務局☎
03-3593-1512 FAX03-3593-1510

こころの健康センターの催
し

①依存症治療･回復プログラム
日時11月2日㈬･30日㈬14：00～15：45
対象アルコール･薬物依存症の方
備考事前面談あり

②精神障害者家族のつどい
日時11月7日㈪13：40～16：50
内容講演会「基礎からわかる障害年金
制度と事例」と家族ミーティング

③アルコールミーティング
日時11月1８日㈮14：00～16：10
内容話し合いと学習会
対象お酒の問題で悩んでいる家族と
本人

④依存症講演会
日時11月24日㈭13：15～16：00
内容講演会「ギャンブル依存症を知
ろう」と体験談。講師＝稲村厚さ
ん（認定NPO法人ワンデーポート
理事長･司法書士）

⑤うつ病対策講演会
日時11月29日㈫14：00～16：00
内容テーマ＝こころの健康のために
認知行動療法を活用しよう。講師＝
清水栄司さん（千葉大学医学部附属
病院認知行動療法センター長）

⑥児童･思春期精神保健福祉講演会
日時12月13日㈫14：00～16：00
内容テーマ＝思春期の心によりそう
　発達障がい･子どものうつ･自傷
･不登校。講師＝細田豊さん（木更
津病院精神科児童思春期外来）

定員④～⑥60人
備考④～⑥落選者のみ連絡
申電話で（④⑤11月15日㈫･⑥29日㈫
まで）、こころの健康センター☎204-
15８2。FAX204-15８4･Eメールkokoronokenko.
HWS@city.chiba.lg.jpも可(必を明
記)

昭和の森自然観察会
「タネの旅」

日時11月13日㈰10：00～12：00
定員先着20人　料金 50円
備考駐車場＝1時間100円、最大400円
申11月８日㈫までに電話で、昭和の森

管理事務所☎294-3８45。 FAX4８８-5223
も可（必を明記）

稲毛記念館海星庵茶室公開
とお抹茶の進呈

日時11月13日㈰･27日㈰13：00～16：00
定員各先着50人
申電話で、稲毛記念館☎277-4534
問同館☎前記 FAX277-46８８。月曜日（祝
･休日の場合は翌日）休館

シニアのための生涯学習
フェスタ

日時11月14日㈪13：00～16：00
場所市民会館
内容学びたいシニアと生涯学習８団体
との相談会
申電話で、生涯現役応援センター☎
256-4510
問同センター☎前記 FAX256-4507

大賀ハス開花70周年記念
ちはなちゃんお誕生会2022

日時 内容①コンテナガーデンコンテスト
＝11月15日㈫～20日㈰、②クリスマス
リース作り＝19日㈯10：00･11：00･ 
13：00･14：00（1時間程度）、③コケ玉
作り＝19日㈯･20日㈰10：00～14：00

（随時受け付け。40分程度）、④昔あそ
び（紙トンボ･紙コマ）･ちはなちゃん
グッズ販売＝19日㈯･20日㈰、⑤ちは
なちゃんのお誕生日会（VR体験･ちは
なちゃん登場･記念撮影会）＝20日㈰。
④⑤は10：00～15：00
場所千葉公園蓮華亭
定員②各先着5人
料金②③500円
申当日直接会場へ
問緑政課☎245-5775 FAX245-5８８5

旧生浜町役場庁舎企画展「椎名
崎の雨乞い･雨降りガッコ展」

日時11月17日㈭～12月3日㈯の火･木･
土曜日9：30～16：00
場所旧生浜町役場庁舎
問同施設☎265-８８16（火･木･土曜日
9：30～16：00）、NPO法人ちば･生浜
歴史調査会☎0８0-53８7-2592、文化財
課 FAX245-5993

花島公園自然観察会～秋の
植物を観察してみよう～

日時11月19日㈯10：00～12：00。雨天中止
内容講師の解説や落ち葉のしおり作り
定員先着15人　備考駐車場＝200円
申 11月1日㈫9：00から電話で、花見
川･稲毛公園緑地事務所☎2８6-８740。
Eメールhanamigawa-inage.URP@city.
chiba.lg.jpも可（必を明記）
問同事務所☎前記 FAX2８6-８８27

千葉公園に紙芝居がやって
くる‼

日時11月19日㈯11：30～12：00、13：00
～13：30
定員各先着25人
申当日直接会場へ
問中央･美浜公園緑地事務所☎279-
８440 FAX27８-62８7

養育里親説明会

日時11月19日㈯14：00～15：00
場所美浜保健福祉センター
内容養育里親制度の説明と個別相談
申電話で、NPO法人キーアセット
☎215-7８02。HP（「キーアセット千
葉」で検索）からも可
問同団体☎前記 FAX215-7８03

大草谷津田いきものの里自然
観察会「落ち葉で遊ぼう‼」

日時11月20日㈰10：30～12：00。雨天中止
定員 20人
備考小学生以下は保護者同伴。帽子･長
袖･長ズボン･長靴を着用
申11月9日㈬必着。電子申請で。環境
保全課Eメールkankyohozen.ENP@city.
chiba.lg.jp･は（1通5人まで）･ FAX
245-5553も可（必のほか、参加者全
員の氏名･フリガナを明記）。郵送先
＝〒260-８722千葉市役所環境保全課
問同課☎245-5195 FAX前記

療育センターいずみの家
「障害者の土日余暇支援」

日時 内容健康ウオーキング＝11月20日
㈰、身体を動かすレクリエーション
＝12月17日㈯、来年2月5日㈰、ビデ
オ鑑賞＝1月14日㈯。いずれも、9：30
～11：30。全4回
対象障害者手帳をお持ちの15歳以上の
方。介護が必要な方は介護者同伴
定員 ８人
申11月10日㈭までに電話で、療育セ
ンターいずみの家☎216-2465。 FAX
270-1557も可（必を明記）
問同施設☎･ FAX前記。祝･休日休館

認知症介護交流会

日時11月21日㈪13：30～15：30
場所稲毛保健福祉センター
内容介護経験者の体験談、交流会、個
別相談（希望者のみ）
対象認知症の方を介護している家族など
定員 20人（介護中の家族優先）
申電話で、認知症の人と家族の会☎
204-８22８（月･火･木曜日13：00～ 
16：00）。個別相談を希望の方は11月
16日㈬までに申し込み
問同会☎前記 FAX204-８256、地域包括
ケア推進課☎245-5267

埋蔵文化財調査センター
特別展

日時展示＝①11月23日㈷～来年1月22日
㈰、②2月3日㈮～3月5日㈰。ギャラ
リートーク＝①12月17日㈯、来年1月
7日㈯、②2月4日㈯、3月4日㈯。いず
れも、10：30～11：00、14：00～14：30
場所①郷土博物館、②埋蔵文化財調査
センター
内容テーマ＝遺物から見える地域文化
の発達―縄文時代前期後葉～末葉―
問同 セ ン タ ー ☎266-5433 FAX 26８-
9004。祝･休日休館

戦跡めぐりウオーキング

日時11月26日㈯9：00～12：00。雨天中止
内容千葉公園内の戦跡など（約4キロメ
ートル）を講師と共に歩いて巡ります。

新型コロナウイルスの影響で、催しが中止･延期となる場合があります。
最新の情報を主催者にご確認ください。

申込方法
必要事項【右記】を明記して、各宛先へ送付してください。
往復はがきの場合は、返信用の宛先も記入。
電子申請は、 千葉市　電子申請　

　特に記載のないものは次のとおり
•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 ◇催し名

◇コース名･日時など
代表者の
◇氏名（フリガナ）
◇〒･住所　◇年齢･学年
◇電話番号

必要事項

情報けいじばん
一部の施設では、65歳以上の

方や障害のある方などを対象
に、優待･割引料金があります。

市の施設では、ここに掲載し
た以外にもイベント、教室･講座
などの参加者を募集している場
合があります。詳しくは、各施
設へお問い合わせください。
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