
定員 20人
申11月14日㈪までにEメールで、必
のほか、参加人数（3人まで）を明記
し て、 市 役 所 コ ー ル セ ン タ ー Eメール 
event@callcenter-chibacity.jp
へ。☎245-4８94、 FAX24８-4８94も可
問市民総務課☎245-5154 FAX245-5155

ハーモニープラザフェスタ

日時 11月26日㈯･27日㈰10：00～15：00
内容書道などの作品展、発表会など
問社会福祉協議会☎209-８８15 FAX209-
８８19

合同企業説明会「インター
ンシップフォーラム in ちば」

日時11月26日㈯13：00～16：00
内容reBakoでのオンライン開催。千葉･
市原･四街道市内の企業約30社が参加
対象2024年3月卒業予定の大学生･短期
大学生、外国人留学生など
備考申し込み方法など詳しくは、HP「イ
ンターンシップフォーラム in ちば」
で検索
問㈱学情ちばインターンシップ運営
事務局☎03-3593-1512 FAX03-3593-1510

若葉区の自然を楽しむハイ
キング

日時12月3日㈯9：00～15：00。雨天の場
合、4日㈰に延期
内容泉自然公園、富田さとにわ耕園、
ウシノヒロバの約6キロメートルを
散策します。焼き芋のお土産･軽食付
き。途中バス移動あり
定員 40人　料金 2,500円
備考 20人未満の場合中止
申11月1８日㈮までに千葉都市モノレ
ールHPから
問同社☎2８7-８27８ FAX252-7244

市少年自然の家
マンスリーウィークエンド

日時12月3日㈯13：00～4日㈰14：00。1
泊2日
内容クリスマスキャンプ、飯ごう蒸し
ケーキでクリスマスデコ、羊毛と松
ぼっくりのクリスマスツリー、キャ
ンドルサービスなどのプログラムを
家族ごとに選択
対象 3歳児～中学生を含む家族　定員 20組
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、市少年自然の家HP
申11月12日 ㈯ ま で に HPか ら。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

認知症カフェを知ろう～認
知症カフェの開設支援～

日時12月８日㈭13：30～15：30
場所美浜保健福祉センター
内容講演＝認知症カフェとは、認知症
カフェを立ち上げるには
定員先着40人
申11月30日㈬までに、 Eメールで、必
のほか、参加理由を明記して、地域
包括ケア推進課 Eメールnintisho@city.
chiba.lg.jpへ。 FAX245-5293も可
問同課☎245-5267 FAX前記

大人も子どもも
Let’s CHEER‼

日時12月10日㈯①大人クラス10：00～ 
11：00、②親子クラス12：30～13：30、
③子どもクラス15：00～16：00
場所文化センター
対象①50歳以上の方（医師から運動制

限をされていない方。椅子に座って
の参加も可）、②3～6歳の子どもと15
歳以上の方、③6～12歳の子ども
定員各先着25人
備考 1組につき1人付き添い可
申11月30日㈬までにEメールで、必の
ほか、性別、当日の緊急連絡先を明
記 し て、 花 島 さ ん（ 講 師 ） Eメール la_ 
fleur_cheer@yahoo.co.jpまたは文
化センターEメールcenter@f-cp.jpへ。同
センター☎224-８211、FAX224-８231も可

消防音楽隊「けやきコンサ 
ート」

日時12月10日㈯11：00～12：00
場所生涯学習センター　定員 300人
申11月14日㈪～20日㈰にEメール（1
通1家族）で、必のほか、参加人数を
明記して、市役所コールセンターEメール
event@callcenter-chibacity.jp
へ。☎245-4８94、 FAX24８-4８94も可

美炎（miho）風の響き～天
と地をつなぐ風の音色～

日時12月10日㈯14：00～15：30
場所市民会館
内容出演＝美炎さん（馬頭琴）、前田仁
さん（パーカッション）、清瀬祥吾さ
ん（ピアノ）
定員先着130人
料金前売券（全席自由）＝1,500円
備考就学前児の入場不可
申電話で、市民会館☎224-2431、文
化センター☎224-８211、市男女共同
参画センター☎209-８771、若葉文化
ホール☎237-1911、美浜文化ホール
☎270-5619
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-
８231

風しん啓発イベント「遥か
なる甲子園」

日時12月11日㈰13：00～15：30
場所生涯学習センター
内容先天性風しん症候群により聴覚に
障害を持つ高校生たちが、甲子園を
目指すまでを描いた舞台
定員先着300人程度
申風しんをなくす会HPから
問県保険医協会☎24８-1617 FAX245-1777

ワンコインコンサート

日時来年1月14日㈯14：00～15：00
場所市民会館
内容龍蔵さんによるソロギターコンサート
定員先着13８人
料金一般500円、小学生以下100円（乳幼
児の膝上鑑賞に限り無料）。全席自由
申11月2日㈬から電話で、文化センタ
ー☎224-８211、市民会館☎224-2431、
市 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー ☎209-
８771、若葉文化ホール☎237-1911、
美浜文化ホール☎270-5619
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-
８231

民謡一座～遊～CHIBA☆夢ラ
イブ

日時来年2月1８日㈯14：00～15：30
場所市民会館
内容出演＝紺谷英和さん（三味線）、吉野
光子さん（唄）、美波駒子さん（太鼓）
定員先着130人
料金前売券（全席自由）＝1,500円
備考就学前児の入場不可
申11月８日㈫から電話で、市民会館☎
224-2431、文化センター☎224-８211、
市 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー ☎209-
８771、若葉文化ホール☎237-1911、
美浜文化ホール☎270-5619
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-
８231

せんのは落語会

日時来年3月14日㈫13：00～15：30
場所市民会館
内容出演者＝柳家三之助さん･立川吉
幸さん･金原亭馬治さん･春風亭一之
輔さん･月の家小圓鏡さん（落語家）
定員先着500人
料金前売券（全席指定）＝3,000円
備考就学前児の入場不可。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
申11月16日㈬から前売券販売所へ
問市民会館☎224-2431 FAX224-2439

教室・講座

市民茶道教室

日時11月８日㈫･10日㈭･15日㈫･17日㈭
10：00～12：00。全4回
場所稲毛記念館　定員先着10人
料金 2,000円
申電話で、同館☎277-4534
問同館☎前記 FAX277-46８８。月曜日（祝
･休日の場合翌日）休館

動物保護指導センターの教
室

①飼い犬のしつけ方教室
日時Ⓐ11月10日㈭･Ⓑ17日㈭13：30～
16：00
内容Ⓐ講習としつけのデモンストレ
ーション、Ⓑ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
または飼う予定の方（参加する犬
は健康で、登録･今年度の狂犬病予
防注射が済んでいること）。ⒷはⒶ
を受講予定の方
定員先着Ⓐ10人･Ⓑ5組

②猫の飼い方教室
日時11月24日㈭13：30～15：30
内容Zoomでのオンライン開催。猫と
楽しく生活するための知識や困って
いることへの対処法について解説
対象市内在住で猫を飼っている方ま
たは飼う予定の方
定員先着20人
備考自宅で受講できない場合は動物
保護指導センターでの受講も可

（定員先着10人）
申電話で、動物保護指導センター☎
25８-7８17。②は電子申請も可
問同センター☎前記 FAX25８-7８1８

市マンションセミナー

日時11月19日㈯講演13：30～15：30、相
談会15：30～16：30
場所生涯学習センター
内容テーマ＝長期修繕計画および修繕
積立金のガイドライン解説
対象マンション管理組合役員など
定員講演＝先着40人、相談会＝先着2組
申電話で、すまいのコンシェルジュ☎
245-5690。FAX245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎245-5８09 FAX245-5795

南部青少年センターの講座

①プリザーブドフラワーのクリスマ
スケーキ風アレンジ

日時11月19日㈯13：30～15：30
②キッズイングリッシュ

日時12月3日～17日の土曜日10：00～
11：00。全3回
内容ゲームを通して英語に親しむ

対象①16歳以上の方、②小学2年生
定員①先着12人、②10人
料金①2,000円
申①電話で、南部青少年センター☎
264-８995。②11月15日㈫必着。往に
必のほか、学校名、保護者名を明記
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（祝･休日の場合は翌日も）、祝
･休日休館

ひとり親家庭のための「パ
ソコンMOS対策講習」

日時11月26日～12月17日の土曜日9：30
～16：30。全4回
場所㈱プラムシックス（中央区港町12-21）
対象市内在住のひとり親家庭の母親ま
たは父親で、エクセルの中級程度の
知識がある方
定員10人　料金2,100円
備考託児あり（対象1歳以上の就学前児　
定員5人）
申11月15日㈫必着。はに必のほか、
受講理由、託児希望の方は子どもの
氏名･年齢を明記して、〒260-８722千
葉市役所こども家庭支援課へ。 FAX
245-5631、Eメールkateishien.CFC@city.
chiba.lg.jpも可
問同課☎245-5179 FAX前記

みどりの楽講 in 千葉公園
「初心者向け‼秋の写真教室」

日時11月26日㈯10：00～12：00
場所蓮華亭　対象小学生以上の方
定員先着20人
持物スマートフォンまたはデジタルカメラ
申11月1日㈫9：00から電話で、カフェ
･ハーモニー☎070-4325-3650（火～
日曜日）
問同施設☎前記、中央･美浜公園緑地
事務所 FAX27８-62８7

教育相談公開講座「思春期
の子どもとの向き合い方」

日時11月26日㈯13：30～15：30
場所生涯学習センター　定員100人
申11月11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、教育センターEメール
kyosyokuinkensyu@city.chiba.
lg.jpへ。 FAX256-377８、はも可。郵送
先＝〒263-0021稲毛区轟町3-7-9千葉
市教育センター
問教育センター☎2８5-0902 FAX前記

アーチェリー体験教室

日時11月27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11月11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

療育センターふれあいの家
手話講習会（中級）

日時木曜日コース＝12月1日㈭～来年 
3月2日㈭（12月29日、2月23日を除
く）13：30～15：30、土曜日コース＝
12月3日㈯～3月4日㈯（12月31日、2月
11日を除く）9：45～11：45。各全12回
対象1８歳以上で、手話講習会初級修了
または同程度の経験がある方
定員各30人（初めての方優先）　料金８00円
申11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 
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