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法など。修了者には「普通救命講習修
了証」を交付。市内在住か在勤・在学
の人対象。先着20人。申込者が少数の

て制作された映画と昭和40年代に制作
された市政映画を上映し、懐かしい八
千代の風景を鑑賞します
７月16日

㈷午前10時30分〜正午、午後１時30分
勝田台公民館 485-5202
◆午後の音楽会 ギター

時は中止する場合があります

〜３時

電話か直接同館へ
◆企画展「絵図で知る八千代」 江戸

22日㈰午前９時〜正午
本代など） ７月

の弾き語りとハワイアン
の音色を鑑賞しませんか。先着40人

時代の八千代の村絵図を現在と比較し
ながら紹介し、絵図を作る体験などを
通して、八千代の歴史や地理に興味を

午前９時から電話か直接同館へ
八千代台公民館 483-5553 ◆中国語

21日㈯から９月９日㈰まで開催。
文化伝承館 458-1700

文化を学ぶ講座。発音を重視し、初め
ての人も楽しく学べます。市内在住か
在勤・在学の人対象。先着20人。テキ

おう 物づくり編②水鉄
砲 水鉄砲を昔ながらに竹で作ります。
市内在住の幼稚園年長〜小学生（低学

７月29日㈰午後１時30分〜４時

基礎講座・全12回 中国語の基礎と

スト、筆記用具、飲み物持参

８月
８日・22日、９月12日・26日、10月10

日・24日、11月14日・28日、12月12日・

26日、平成31年１月９日・23日いずれ
も水曜日午後１時30分〜３時30分
2,000円
（テキスト代） ７月２日㈪
午前９時から電話か直接同館へ

阿蘇公民館 488-1185 ◆つくってASO
ぼぅー ! ～子ども工芸～・全４回 工具

を使って遊び道具を作ります。子ども
対象
（小学校低学年以下は保護者同伴）
。
先着15人。上履き、飲み物持参
７

年以下は保護者同伴）
対象。先着15人。
飲み物持参。濡れてもいい服装で

一人

巾、布巾、台布巾、飲み物、筆記用具

◆NEW !ディスカバリー講座「空間拡
張装置としての絵画」今回の講師は作
さかみつひろ
家の坂充央さん。絵画における時空の

18日は午後２時まで）

つで本格的に家でも簡単にできるチキ
ンカレーを作ります。60〜70代の男性。

1,200円
午前９時
から電話か直接同館へ

ＴＲＣ八千代中央図書館

486-2306 ◆ギャラ
リートーク「江戸俳諧の

楽しみ」 文芸・文化・教育研究家の
冨田鋼一郎さんを迎えて江戸時代の文

人画、俳句、俳画についてギャラリー
トークを楽しみます。
中学生以上対象。
先着30人
７月22日㈰午後２時〜３
時30分

電話か直接同館へ
◆ベビー＆パパママのためのハワイア
ンゆりかご フラダンスの動きを取り
入れたストレッチや軽い運動をしなが
ら、赤ちゃんとコミュニケーションを
とります。６か月〜２歳の子どもと保
護者対象。先着15組
７月13日㈮午
前11時〜正午

電話か直接同館へ
郷土博物館 484-9011

◆博物館上映会「おしど
り家計簿と市政映画」

昭和35年に村上辺田前地区を舞台とし

1,800円（当日持参）
◆スパイスカレー教室 フライパン一

先着16人。エプロン、三角巾、布巾、
台布巾、飲み物、筆記用具持参

1,800円（当日持参）
◆みんなのガーデン
（ガーデン講習会）
ガーデニングの基礎を学びます。講師
むねのり
は貝殻亭ヘッドガーデナーの湯浅宗倫

800円

様々な分野の方を講師に迎えて新たな
発見を学びます。中学生以上対象。先
着20人
７月８日㈰午後１時30分〜
電話か直接同館へ
農業交流センター 4064778 ◆ブルーベリー狩

り 30分食べ放題。無く
なり次第終了。ブルーベリー120ｇの

７月14日㈯〜８月12日
㈰午前９時〜11時30分（月曜日休園）
当日直接同センターへ。

ツの冷製サラダパスタ、豚肩ロースの
冷しゃぶ添え」を作ります。先着16

◆福祉レクダンス講習会 「小指の思

い出」や「函館の女」などの曲に合せ
て、高齢者や障がい者の人たちと共に

座って踊る楽しいレクリエーション・
ダンスです。先着30人

７月29日㈰

午前10時〜正午（９時40分から受け付
け）

福祉センター

代など）

1,000円
（資料

７月23日㈪までに、電話

で斎藤 090-2300-2249へ

「福祉のしごと就職フェア」
千葉県福祉人材センターでは、社会

福祉施設などへの就職を希望する人を

対象に「福祉のしごと就職フェアinち
ば」を開催します。履歴書不要。入退
場自由。当日直接会場へ

７月８日㈰午後１時〜４時

幕張

メッセ国際会議場コンベンションホー
ルほか

同センター 043-222-1294

７月2 2日㈰午前1 0時3 0分〜午後
１時30分
１組1,800円（当日持参）

2,000円

ます。七夕飾り作り、紙芝居の朗読、
災害用非常食の試食体験、手話体験、
リラクゼーション等を予定。当日直接

ザ・フォースアベニュー

午前10時30分〜午後２時、10時から受

勝田台文化センター

ビッグサウンズオーケストラ・児玉

消防本部警防課 459-7804 ◆普通救

高年向け一日レクリエーションを行い

７月29日㈰午後１時

先着350人

30分〜４時

会場へお越しください
け付け

命講習
（成人） ＡＥＤを含む心肺蘇生

（健康福祉課）

30 ‼

あなたの家のブロック塀は大丈夫？

21

先日発生した大阪府北部の地震によりブロック塀が

18 31

倒壊しました︒倒壊したブロック塀は︑道路をふさぎ︑

26

被災者の避難や救助活動を妨げます︒所有者は責任を

12

︵建築指導課︶

10

もってブロック塀の点検・管理を行い︑倒壊のおそれ

17

28
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のある場合は︑建築基準法施行令の基準に適合した安

30

‼

全なブロック塀やフェンスにつくりかえるように心が

15

ホームページ

−

15

けましょう︒

■７月の習志野演習場訓練日程 気象条件などにより一
部変更または中止する場合があります︒
【ヘリコプター
離発着訓練】
２日㈪︑３日㈫︑ 日㈫〜 日㈫７時〜
時︒
【落下傘降下訓練】
２日㈪︑３日㈫︑ 日㈬〜 日㈯
７時〜 時︒火薬などを使用する訓練もあります︒最新
の日程は︑市ＨＰをご覧ください︒習志野駐屯地広報室
︵４６６︶
２１４１
■どうぶつふれあいひろば（要予約） 動物愛護センタ
ー東葛飾支所近隣在住の小学生以下の子どもと保護者が
対象︒各回先着 組 人︒７月 日︑ 月１日いずれも
土曜日 時から︒申し込みは︑同センター東葛飾支所︵柏
市高柳１０１８ ６︶ ０４
︵７１９１︶
００５０へ
■夏の思い出を作ろう 水のふるさと見学ツアー開催
ダムの予定地を見学するバスツアー︒８月 日㈰７時
分ＪＲ南流山駅出発︑ 時 分解散︒
小学４年〜６年生と
保護者対象︒抽選 組 人︒申し込みは︑北千葉広域水
道企業団ＨＰから申込用紙をダウンロードし︑７月 日
㈬までに郵送またはファクスで︑同団技術部業務調整室
０４
︵７１５９︶
４２３１ ０４
︵７１５９︶
３６７８へ
■労働保険料の申告・納付はお早めに 申告・納付は千
葉労働局労働保険徴収課︑各労働基準監督署︑最寄りの
金融機関でお早めに手続きを︒７月 日㈫まで︒保険
料の申告は電子申請︑納付は口座振替が便利です︒詳し
くは千葉労働局ＨＰをご覧ください︒千葉労働局労働保
険徴収課 ０４３
︵２２１︶
４３１７
■中途失聴者・難聴者との手話学習と懇談会について
聞こえに関係なく︑誰でも参加できます︒要約筆記で聞
こえのサポートもします︒①７月７日㈯佐倉市中央公民
館︑②７月 日㈰成田市中央公民館︑①②とも 時
分〜 時︒初参加時は１２００円︒ＮＰＯ法人千葉県中
途失聴者・難聴者協会印旛事務所
︵中難協本部︶ ０４７
︵４３２︶
８０３９ ０４３
︵４６１︶
６５３３
■北千葉広域水道企業団職員
（地方公務員）
募集 ４月採
用 職種は一般事務︑土木︑電気︑水質︑土木︵経験
者︶
︒各１人程度︒詳しくは同企業団ＨＰで︒同企業団
総務調整室 ０４７
︵３４５︶
３２１１
21

７月６日㈮

福祉センター

090-8432-8727 （文化・スポーツ課）

15

30

環境緑化

八千代市赤十字奉仕団では、市内中

ビッグバンドジャズコンサート

組32人（子どもは５歳以上対象）
。エ
プロン、三角巾、布巾、台布巾、筆記
用具、飲み物、子ども用の上履き持参

18

村上緑地公園駐車場

「赤十字のつどい～七夕まつり～」

10人以上の団体は予約して
ください

10

13

７月28日㈯・

29日㈰午前10時〜午後３時。雨天中止

小学生以下600円、中学生以上800円

正午
1,800円（当日持参）
◆親子料理教室 「トウモロコシの冷
製ポタージュ」と「トマトとピーナッ

30 18
30

電

お土産付き

さん。先着10人。シャベル、軍手、筆
記用具持参
７月30日㈪午前10時〜

16

７月14

錯覚などを学べます。この講座は毎回

２時30分

７月20日㈮午前10時30分〜午後１時

当日会場で受け付け

八千代市レクリエーション協会

日㈯午前10時〜正午
話か直接同館へ

後１時

ップ、弁当持参。作業できる服装で。

オーエンス八千代市民ギャラリー

分〜11時
７月９日㈪までに電話で
同課（平日午前９時〜午後５時）へ

は保護者同伴）
。先着15人

７月25日㈬午前10時30分〜午

でも気軽に参加できます。園芸用スコ

公社 458-6446

ん。小学生以上対象（小学２年生以下

持参

ックと花の種を差し上げます。初心者

人。申込者が少数の時は中止する場合
があります
７月14日㈯午前９時30

同センターホームページ
から。◆スープカレー講座 八千代で
採れた夏野菜を使ってスープカレーを

月21日㈯、８月18日㈯、９月15日㈯、
12月26日㈬午前９時30分〜正午（８月

「救命入門コース参加証」を交付。市
内在住か在勤・在学の人対象。先着20

座です。クレヨンで絵を描いた上に筆
けいげん
で作品を描きます。講師は渡部桂弦さ

作ります。先着16人。エプロン、三角

て、村上緑地公園で植栽や彼岸花につ

明、植え付け体験を行います。エコバ

406-4116 ◆創作書道教室 季語を
テーマに自由な発想で書道を楽しむ講

電話か直接同館へ
農業交流センター 4064778 申し込みは電話か

みんなで一緒に彼岸花を植えてみま

せんか。９月中旬の「観賞会」に向け
いてのレクチャー、球根の植え方の説

午後５時）へ
◆救命入門コース
（成人） 胸骨圧迫と
ＡＥＤの取り扱い方など。修了者には

◆八千代の伝承文化を習

300円

540円（教

13日㈮まで電話で同
課（平日午前９時〜

持ってもらうための展示会です。７月

７月21日㈯午前10時〜正午

７月

植栽体験

21

7
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