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②アメリカ・ヒューストン市
Ｊ8月16日㈮～30日㈮（予定）
Ｎ滞在中はホームステイをしなが
ら、お互いの国の文化や習慣、歴史
について理解を深めます。
Ｈ次の要件を全て満たす、市内在住
の①高校生・②中学生
◦説明会に参加できる。
◦過去2年間に6カ月以上の海外渡航

経験、市や国際交流協会が実施し
た国際交流派遣事業に参加したこ
とがない。

◦カナダからの派遣生を、来年夏に
自宅で受け入れできる（①のみ）。
Ｉ各5人（選考により決定）
Ｋ18万円程度
説明会
Ｊ4月14日㈰①16：00～17：00、 
②14：00～15：00
Ｂ国際交流プラザ
Ｃ保護者の同伴は1人まで可
Ｍ4月11日㈭17：00までに電話で、
国際交流協会☎245-5750

Ｔ同協会☎前記Ｆ245-5751。日曜日、
祝日休業

Ｘ未来の科学者育成プログラ
ムの受講生

Ｊ6月15日㈯～来年1月19日㈰のうち
15回程度
Ｎ科学館や大学、研究施設などで、
普段は体験できない高度な学習を行
います。コース＝①探求支援・市立千
葉高校SSH（スーパーサイエンスハ
イスクール）、②工学、③千葉大学連
携（医学・生物学・工学・化学・物理学
など）、④生命・医療系
Ｈ①中学生、②～④中学2年～高校生
Ｉ各15人程度（多数の場合は選考）
Ｃ詳しくは、ｈ「千葉市　科学者」
で検索
Ｍ5月15日㈬必着。応募用紙（生涯学
習振興課で配布。ｈから印刷も可）
を、〒260-8730千葉市教育委員会生
涯学習振興課へ。
Ｔ同課☎245-5958Ｆ245-5992

Ｗフィットネスで健康づくり
の利用者

Ｊ6～7月の2カ月間（利用は8回まで）
Ｈこの制度を初めて利用する、65歳
以上で利用希望施設の会員でない方

（要支援・要介護認定者などを除く）
Ｉ各施設20人程度
Ｋ4,000円（自己負担額）
Ｃ利用できる施設は、募集案内（保
健福祉センターで配布。ｈ（「千葉市
　シニアフィットネス」で検索）か
ら印刷も可）をご覧ください。結果
は、全員に5月下旬に郵送。
Ｍ4月15日㈪必着。ｏにｊのほか、生
年月日、施設名を明記して、〒260-
8722千葉市役所高齢福祉課へ。電子
申請も可。
Ｔ同課☎245-5169Ｆ245-5548

Ｚ農業版ハローワークの市民
登録者

市では、農家での就労などを希望す
る市民と、人手を必要としている市
内農家を登録し、それぞれをつなぐ
手伝いをしています。
市民登録を希望する方は、農業研修

に参加する必要があります。
農業研修
Ｊ5月21日～6月11日の火曜日また
は5月24日～6月14日の金曜日。い
ずれも、9：30～11：30。全4回
Ｂ農政センター、市内農家
Ｎ講義、除草作業などの実習
Ｉ各15人
Ｋ72円
Ｍ4月26日㈮必着。ｇにｊを明記し
て、〒265-0053若葉区野呂町714-3
千葉市農政センター農業経営支援
課へ。Ｆ228-3317、電子申請も可。

Ｔ同課☎228-6273Ｆ前記

Ｗヘルシーカムカム 
口腔がん検診の受診者

Ｊ5月26日㈰10：10～15：40
Ｂそごう千葉店
Ｈおおむね40歳以上で、口腔内にで
きた腫れものやしこり、治りにくい
ただれ、粘膜の赤や白の斑紋などが
気になる方
Ｉ先着120人
Ｍ5月9日㈭必着。ｏにｊのほか、午
前・午後の希望（時間指定不可）を明
記して、〒261-8755美浜区幸町1-3-9
千葉市役所健康支援課へ。定員に満
たない場合は当日参加も可。
Ｔ同課☎238-9926Ｆ238-9946

Ｗ歯・口の健康啓発標語

募集作品＝8020運動（80歳になって
も20本以上自分の歯を保とう）を目
標にした、虫歯や歯周病など歯科疾
患の予防に関する標語
審査など詳しくは、ｈ「歯・口の健康
啓発標語コンクール」で検索
Ｍ4月26日㈮消印有効。ｇにｊのほ
か、標語（1人1作品）、市内在勤の方
は勤務先名・所在地を明記して、〒
261-8755美浜区幸町1-3-9千葉市役所
健康支援課へ。Ｅshien.HWH@city.
chiba.lg.jpも可。
Ｔ同課☎238-9926Ｆ238-9946

Ｘ理数教育充実のための非常
勤講師

理科・算数学習の支援や教材開発の
補助、理科室などの環境整備などを
行います。
雇用期間＝6月1日㈯～来年2月29日㈯
勤務時間＝1日4時間（週3日）
勤務場所＝市内小学校
時給＝①理数教育サポーター1,230
円、②理科教育サポーター1,030円。
交通費別途支給。
Ｈ①22歳以上で教員免許取得者、②
18歳以上の方
Ｉ各10人程度
Ｃ応募書類は、4月8日㈪～12日㈮に
教育指導課で配布。ｈ（「千葉市　理
数教育サポーター」で検索）から印
刷も可。
Ｍ4月15日㈪必着。詳しくは、応募書
類をご覧ください。
Ｔ同課☎245-5936Ｆ245-5989

Ｗ介護相談員

介護保険サービスを提供する施設に
訪問し、利用者や家族からの相談対
応・施設管理者との意見交換などを
行います。
任期＝委嘱日から2年間（月5回程度）
謝礼＝1日5,000円（交通費を含む）
募集人数＝2人
応募資格など詳しくは、お問い合わ
せください。
Ｍ4月12日㈮必着。封筒に（表に「介
護相談員応募」と朱書き）、履歴書と
応募動機（様式自由。800字以内）を

同封して、〒260-8722千葉市役所介
護保険事業課へ。
Ｔ同課☎245-5062Ｆ245-5621

Ｚ青葉病院・海浜病院 
看護職員（看護師・助産師）

Ｈ1960年4月2日以降生まれで、看護
師・助産師の資格免許取得者（見込み
を含む）
Ｉ40人程度
Ｃ採用日は来年4月1日㈬（3月以前の
場合も有り）。受験案内・申込書配布
場所＝市役所1階案内、市政情報室、
病院局管理課、区役所地域振興課、
青葉病院、海浜病院など。ｈ（「千葉
市立病院　看護師」で検索）から印
刷も可。
小論文・面接試験
Ｊ6月1日㈯9：20から（多数の場合
は2日㈰も）
Ｂ中央コミュニティセンターまた
は総合保健医療センター
Ｍ4月24日㈬から電子申請で（5月9日
㈭17：00受信分まで有効）。申込書を、
〒260-8722千葉市役所病院局管理課
へ郵送も可（5月6日 消印有効）。
Ｔ同課☎245-5224Ｆ245-5257

Ｘ子どもルーム指導員・補助指
導員

指導員　
Ｎ勤務日＝週5日（交代制）
給与＝月額182,500円。交通費別途
支給。社会保険完備
Ｈ18～64歳で、保育士、教諭（幼
稚園、小・中・高等学校、特別支援
学校）、児童指導員、放課後児童支
援員、社会福祉士のいずれかの有
資格者

補助指導員　
Ｎ勤務日＝週3日程度（交代制） 
時給＝990円。交通費別途支給
Ｈ18～64歳の方
Ｍ電話で、市社会福祉協議会に必要
書類を確認して、直接持参
Ｔ同協議会☎209-6055Ｆ209-6077

Ｚ男女共同参画を推進する 
講座の企画

募集企画のテーマ＝「女性活躍･参画
の推進」「仕事と生活の調和（ワーク
･ライフ･バランス）の推進」。1企画
6時間以内
募集件数＝各1企画
Ｈ市内を活動拠点とし、事業企画･運
営を自主的に行うことができる市民
グループ･団体など
Ｃ詳しくは、募集案内をご覧くださ
い。募集案内･申請書配布場所＝市
男女共同参画センター、男女共同参
画課、文化センター、市民会館。市
男女共同参画センターｈからダウン
ロードも可。
Ｍ5月19日㈰までに、申請書（1団体
1企画）をEメールで同センター
Ｅsankaku@f-cp.jp。
Ｔ同センター☎209-8771Ｆ209-8776

お知らせ

Ｙ千葉ロッテマリーンズ 
試合日程

4月にZOZOマリンスタジアムで行
われる千葉ロッテマリーンズの試合
日程をお知らせします。

ＴZOZOマリンスタジアムテレフ
ォンサービス☎296-1189（試合に関
すること）、マリーンズ・インフォメ
ーションセンター☎03-5682-6341、
観光MICE企画課Ｆ245-5669

Ｙジェフユナイテッド千葉 
試合日程・ホームゲームに招待

4月にフクダ電子アリーナで行われ
るジェフユナイテッド千葉の試合日
程をお知らせします。

日程 開始時間 対戦チーム
4/ 3㈬ 19：00 FC琉球

14㈰ 15：00 ファジアーノ岡山
28㈰ 15：00 大宮アルディージャ

フクダシートプレゼント
フクダ電子㈱がフクダ電子アリー
ナで行われるホームゲームに招待
します。席はコーナー自由席。
Ｊ5月19日㈰16：00開始・対FC岐阜
Ｈ市内在住・在学の小・中学生と保
護者
Ｉ40組80人
Ｃ当選者には試合日のおおむね1
週間前までに入場券を発送
Ｍ4月15日㈪必着。ｇに保護者の氏
名（フリガナ）、住所、電話番号、
子どもの氏名（フリガナ）・学年、
試合名を明記して、〒260-8722千
葉市役所観光MICE企画課「フク
ダ シ ー ト プ レ ゼ ン ト 」 係 へ 。
Ｅhometown@city.chiba.lg.jp
も可。
Ｔ観光MICE企画課☎245-5897Ｆ
245-5669

Ｖ中央区役所が移転

5月7日㈫から中央区役所は、きぼー
る11階（中央区中央4-5-1）へ移転し
ます。
Ｔ中央区地域振興課☎221-2102Ｆ
221-2159

Ｘ青少年サポートセンターが
移転

5月7日㈫から青少年サポートセンタ
ーは、中央区役所3階から中央コミュ
ニティセンター8階に移転します。移
転に伴い、電話・FAX番号を次のとお
り変更します。
☎382-7830Ｆ382-7831
Ｔ同センター☎227-7830Ｆ227-2892

Ｚ2018・2019年度入札参加資格
審査・小規模修繕業者登録

入札参加資格申請
Ｈ市が発注する建設工事、測量・コ
ンサルタント、物品、委託などの
入札への参加を希望する業者
Ｍ11月15日㈮までに、 ｈ （「ちば
電子調達システム」で検索）から。

小規模修繕業者登録申請
Ｈ市が発注する100万円以下の簡
易な施設などの修繕の受注を希望
する市内業者（個人事業者は市内
に住民登録を有すること、法人は
市内に本社・本店などを有するこ
と）。ただし、市で定める要件を満
たすこと
Ｃ申請書は契約課で配布。 ｈ（「千
葉市　30・31年度小規模修繕申請」
で検索）から印刷も可
Ｍ来年2月14日㈮必着。申請書と添
付書類を、〒260-8722千葉市役所

日程 開始時間 対戦チーム
4/ 9㈫ 18：15 オリックス
  10㈬ 18：15 オリックス
  11㈭ 18：15 オリックス
  16㈫ 18：15 福岡ソフトバンク

日程 開始時間 対戦チーム
4/17㈬ 18：15 福岡ソフトバンク
 18㈭ 18：15 福岡ソフトバンク
 20㈯ 14：00 北海道日本ハム
 21㈰ 14：00 北海道日本ハム
 23㈫ 18：15 埼玉西武
 24㈬ 18：15 埼玉西武

  25㈭ 18：15 埼玉西武

Ｊ＝日程・時間　Ｂ＝場所　Ｎ＝内容　Ｈ＝対象　Ｉ＝定員　Ｇ＝持ち物　Ｋ＝料金　Ｃ＝備考
Ｍ＝申込方法　Ｔ＝問い合わせ　ｇ＝はがき　ｏ＝往復はがき　ｈ＝ホームページ　ｊ＝必要事項

Ｖ＝くらし・地域　Ｗ＝健康・福祉　Ｘ＝子育て・教育
Ｙ＝魅力・観光　　Ｚ＝その他


