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　新年度予算は財政健全化路線を維持しながら、未来への投資を積極的に行った
予算となりました。大きな特徴は、多様化する市民ニーズにきめ細かく対応するために、子育て
支援･教育･高齢者福祉･障害者福祉などに携わる専門的人材を102人、大幅増員することです。
　小学校全校へのスクールカウンセラーの配置、母子健康包括支援センターの相談員やあんしん
ケアセンターの専門職員の増員、認知症初期集中支援チームの増設、障害者施設･パラスポーツを
支えるスタッフの増員など、誰も置き去りにしない社会づくりを進めます。
　また、救急医療確保対策や風しん抗体検査･ワクチン予防接種に対する助成を拡充するなど、医
療の面でも充実することができました。
　もう一つの特徴は農業です。千葉市は東京に近い政令市でありながら、内陸部に豊かな農地を
抱えています。この恵まれた環境を活かして農業の成長産業化を推進すべく、新たな施策を盛り
込み、積極的に農業振興に取り組んでいきます。
　財政状況は、主要債務総額の削減目標を前倒しで達成する見込みなど、着実に改善しています。
　今後も市民の皆さまからお預かりした税を大事に活用して、市民福祉の向上、千葉市の活力向
上に役立ててまいります。予算について、詳しくは【3～5面】をご覧ください。
　なお、4月27日からの10連休における区役所の臨時開庁については、【11面】にご案内していま
すのでご確認ください。
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千葉市データ　 （2019年3月1日現在）
人口  977,572人  前月（2月）比 62人減

（男 485,548人　女 492,024人）
世帯数 435,792世帯  面積 271.77㎢

春、満開
昭和の森
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ちば市政だよりは、毎月1日発行です。発行日前日までに各家庭にお届けします！

ちば市政だより

私たちの生活に一番身近な代表者を選ぶ大切な選挙

期日前投票
　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人は、3月30日㈯から
4月6日㈯まで期日前投票ができます。投票所や時間など詳しくは、区
版【24面】をご覧ください。
不在者投票
・�仕事や学業などで市外に滞在している人は、滞在地の選挙管理委員
会で投票できます。詳しくは、滞在地または住所のある区の選挙管
理委員会に早めにお問い合わせください。
・�病院や老人ホームなどに入院･入所している人は、施設内で投票で
きる場合があります。詳しくは、施設にお問い合わせください。
・�身体障害者手帳･戦傷病者手帳をお持ちで一定の要件に該当する
人、または介護保険被保険者証の区分が要介護5の人は、在宅で郵
便による投票ができます。詳しくは、住所のある区の選挙管理委員
会に早めにお問い合わせください。

選挙公報
　候補者の経歴や政策などが掲載されている選挙公報があります。
4月3日㈬の朝刊（朝日･毎日･読売･産経･日本経済･東京･千葉日報）に
折り込んで配布するほか、次の場所でも配布します。また、ホームペ
ージでも公開します。
　配�布場所　市役所1階案内、区役所地域振興課、市民センター、コ
ミュニティセンター、保健福祉センター、消防署、公民館、市図
書館、千葉モノレール千葉駅（広報ボックス）、新聞販売店、投票
所など

Ｔ区選挙管理委員会
　　中央�☎221-2104　花見川�☎275-6191　稲毛�☎284-6104
　　若葉�☎233-8121　　緑　�☎292-8104　美浜�☎270-3121
　市選挙管理委員会�☎245-5866�Ｆ245-5893

4/7㈰ 投票時間
7：00～20：00

市議会議員選挙
県議会議員選挙
　4月7日㈰は、千葉市議会議員選挙と千葉県議会議員選挙
の投票日。私たちの代表を選ぶ一番身近な選挙です。自分の
大切な一票を有効に活かすためにも、棄権をせずに必ず投
票しましょう。

千葉市で投票できるか確認しよう
投票できる人
　2001年（平成13年）4月8日までに生まれた人で、2018（平成30年）年12月28日以前か
ら引き続き3カ月以上、千葉市の住民基本台帳に記録され、選挙人名簿に登録されている人。
投票所入場整理券
　投票所入場整理券が印刷されたはがきを、3月30日㈯の期日前投票開始までに届くよう世
帯主宛に郵送しています（1通に5人分まで）。投票の際は、自分の分を切り離してお持ちく
ださい。
　入場整理券を紛失しても投票はできます。投票所の係員に申し出てください。
投票所
　投票所入場整理券または区版【24面】をご覧ください。

最近、住所を移した人は注意！
・�3月15日以降に市内で転居した人は、前住所
地での投票となります。
・�投票日までに市外へ転出した人は、市議会議
員選挙の投票はできません。
・�市外転出者のうち県内に転出した人は、県議
会議員選挙に限り、移転先の市町村の選挙人
名簿に登録されるまでの間、千葉市の選挙人
名簿に登録されていれば、旧住所地の投票所
で投票することができます。詳しくは、区の
選挙管理委員会にお問い合わせください。

�投票日に投票所に行けない…でも大丈夫！ �誰に投票したら良いか分からない、そんな時は…

�とっても簡単！投票所に行こう
　投票はとても簡単にできます。明るい選挙のイメージキャラクター「選挙のめいすいくん」が投票の仕方を紹介します。18歳になって初めて
投票に行くという人や今まで投票に行ったことがないという人も、忘れずに投票に行きましょう。

名簿対照係で投票所入場整理券を
出して、選挙人名簿に載っている
本人かどうかの確認を受けます。

用紙交付係から投票用紙を受け取
ります。

投票記載所で投票用紙に記入しま
す。 投票用紙を投票箱に投函します。

＊今回は、初めに市議会議員選挙から投票し、もう一度ステップ2～4の順で県議会議員選挙に投票します。

ステップ1

ステップ2 ステップ3

ステップ4

千葉市　統一地方選挙特集　
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 　2019年度予算の編成では、医療･介護･障害者支援、子育て･教育をはじめ、
市の魅力･活力を高める都市づくりや地域経済の活性化、東京2020大会開催に
向けた取り組みの分野に重点的に予算を配分しました。また、これら施策の推
進のため、専門的人材の活用による支援体制の強化を図りました。今後も、市
民生活の向上や市の発展に向けて取り組んでいきます。
　また、第3期財政健全化プラン（2018～2021年度）に基づき、引き続き、
財政健全化に取り組みます。
Ｔ財政課 ☎245-5075 Ｆ245-5535

　主要債務総額*を2021年度末で4,800億円程
度まで削減することを主要目標とする第3期財政
健全化プラン（2018～2021年度）に基づき、引き
続き財政健全化に向けた取り組みを推進します。
＊�主要債務総額＝建設事業債等残高、債務負担行
為支出予定額、基金借入金残高、国民健康保険
事業累積赤字額の4項目
Ｔ資金課�☎245-5078�Ｆ245-5535

（　）は対前年度比
総額 9,126億9,300万円 （2.5%増）

内訳
一般会計 4,610億円 （3.5%増）
特別会計 3,683億9,400万円 （3.2%増）
企業会計 　832億9,900万円 （5.2%減）
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主要債務総額の推移（億円）
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第3期の目標
4,800億円程度まで削減

4,826

6,908

【4・5面】では、2019
年度予算の主要な事
業を紹介します

予算規模

一般会計
の内訳

財政健全化に向けた取り組み

2019年度予算

編集担当Ｐ

市税
1,986億円
（43.1%）

国庫支出金
798億円
（17.3%）市債

563億円（12.2%）

県支出金
196億円（4.3%）

地方消費税交付金
183億円（4.0%）

地方交付税
112億円（2.4%）

使用料及び手数料
111億円（2.4%）

軽油引取税交付金
53億円（1.1%）

その他
211億円
（4.6%）

その他
51億円
（1.1%）

保健・医療・福祉
1,638億円
（35.5%）

学校教育・
生涯学習
707億円
（15.4%）

道路・公園・まちづくり
522億円（11.3%）

借金の返済
514億円（11.2%）

環境・衛生
361億円（7.8%）

経済・観光
347億円（7.5%）

行政の運営
332億円（7.2%）

消防・救急
138億円（3.0%）

諸収入
397億円（8.6%）

歳入 歳出
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ちば市政だよりが破損･汚損している場合や、届かない場合は、㈱地域新聞社☎202-0120（平日9：00～17：00）へご連絡ください。

ちば市政だより

　災害発生に備え、防災情報の一元管理や総
合的な情報提供に向けて取り組みます。
　また、避難所の開設･運営支援やゲリラ豪
雨などへの浸水対策を進めます。

防災･減災対策を進めます
総合防災情報システムの構築　
　防災情報を一元的に管理する総合防災情報システムの整備に向
けた基本設計に着手（2023年度供用開始）
地震･風水害ハザードマップ作成	
　各種ハザードマップを統合するとともに、新たな防災情報を追
加したWEB版ハザードマップを作成

避難所開設･運営動画制作　
　災害発生時における避難所の開設･運営の手順を分かりやすく
解説する動画を制作
浸水対策の推進
　JR千葉駅東口など重点地区の浸水対策を強化するとともに、浸
水被害発生箇所に雨水管などを整備

防災・安全
対策の推進

避難所の開設･運営

医療と福祉
の充実

　健康で活力に満ちた社会をつくるため、
皆さんの健康づくりの支援や医療体制の充
実を図ります。また、全ての人が住み慣れ
た地域で安心して暮らせるよう、地域包括
ケアシステムの構築・強化や障害のある方
への支援を強化します。

健康づくり・医療体制を充実します
受動喫煙対策
　受動喫煙防止に向けた周知･啓発
や、小規模飲食店の屋内禁煙化へ助成
（上限10万円）
風しん抗体検査　
　対象者を拡大（妊娠を希望する女性
などの同居家族や1962年4月2日～
1979年4月1日生まれの男性を追加）
MRワクチン予防接種助成　
　風しんの抗体価が低い方への予防接種を無料化（3,000円→無料）
救急医療確保対策　
　夜間内科二次医療機関の待機病床数を拡充（2床/日→4床/日）
特定不妊治療費助成　
　男性不妊治療（初回）の助成額引き上げ（上限15万円→30万円）
地域包括ケアシステムを構築・強化します
あんしんケアセンターの充実　
　専門職員を増員（141人→143人）
認知症初期集中支援チームの増設　
　認知症の初期支援を集中的･包括的に行う
チームを増設（4チーム→5チーム）
障害のある方への支援を強化します
地域生活支援拠点整備　
　障害のある方への支援体制を構築するため、地域生活支援拠点を
増設（1カ所→2カ所）
施設受入体制の強化　
　療育相談所や桜木園の専門職員を増員（5人→9人）

専門的なスタッフ
が対応してくれる
と安心！

子育て支援･
教育の充実

　子どもを産み育てやすい環境をつくるた
め、引き続き待機児童対策を進めるほか、幼
児教育・保育や産後における経済的負担を軽
減します。また、未来を担う子どもたちの教
育環境の充実や、子どもたちが抱えるさまざ
まな悩みや問題への支援を強化します。

待機児童を解消します
民間保育園などの保育施設、
子どもルームの整備　
　保育施設33カ所、子どもル
ーム2カ所を整備
施設利用時などの負担を軽減
します
幼児教育・保育の無償化　
　消費税引き上げによる財源を活用し、10月から幼稚園、保育所、
認定こども園などの利用料を原則無償化（3～5歳児などが対象）
産後ケア　
　利用者自己負担上限額の引き下げ（施設型7,500円/日→6,000円
/日、訪問型3,600円/日→2,400円/日）
教育環境の向上を図ります
学校施設の環境整備
　小中学校普通教室への冷暖房設備設置や、老朽化した外壁やトイ
レなどの改修を推進
子どもたちへの支援を強化します
スクールカウンセラー活用　
　いじめや不登校に対応するカウンセ
ラーを、全小･中･特別支援学校に配置
帰国･外国人児童生徒教育の充実　
　帰国･外国人児童生徒の日本語習得を
支援するため、外国人児童生徒指導協力
員を増員（11人→13人）するとともに、
日本語指導通級教室を増設（1カ所→2カ
所）

2019年度 予算の主要事業

カウンセラーの先
生に相談したら、
気持ちがすっきり
軽くなったよ



地域経済の活性化に取り組みます
夜間の経済･文化活動の振興　
　夜間に集客が見込める民間の取り組みに対する支援制度を創設す
るほか、千葉都心･幕張新都心でのイルミネーションの開催を支援
中小企業支援の充実　
　クラウドファンディングの活用促進や、産業振興財団の相談体制
を充実
農業の成長産業化を推進します
農地銀行補助制度　
　農地銀行に登録した農地を法人などへ
貸付･売却した地権者などへ助成（5～10
万円/10アール）
農業法人立地促進補助、農業生産力強化支
援　
　法人の農業参入促進に向け、農場整備や
施設･機械設備の導入に係る経費を助成

千葉都心を活性化します
千葉駅東口地区市街地再開発
　再開発ビルを整備する組合に対する助
成など（2022年度竣工見込）
千葉駅西口地区市街地再開発
　特定建築者によるB工区の再開発ビル
などの整備を推進（2019年度竣工見込）
中央公園･通町公園の連結強化
　事業予定地の取得や通町公園などを暫定整備（2026年度供用開
始目標）
千葉公園再整備
　千葉公園の魅力向上や周辺地域の活
性化のための整備を推進（基本設計に
着手）
都市アイデンティティを確立します
特別史跡加曽利貝塚史跡整備
　来場者の利便性向上のための施設整
備や、新博物館の整備を推進（新博物
館基本計画に着手）
市制100周年に向けた取り組み　
　市制100周年が、千葉市の歴史を見
つめ直し、未来の千葉市について考え
る契機となるよう、PR活動などを実施

大会成功に向けて取り組みます
イベント･PR活動の実施　
　開催1年前イベントやバス車両ラ
ッピングなどの各種PR活動を行う
機運醸成等活動の支援　
　市民団体などが行う大会を盛り上
げるための活動経費を助成（上限30
万円）
パラスポーツの推進　
　誰もが楽しめるパラスポーツの体験会や大会応援イベントを行う
ほか、障害のある方のスポーツ活動への参加･継続を支援するパラ
スポーツの窓口を設置
オリンピック･パラリンピック
教育の推進　
　車いすバスケットボール体
験授業の実施校の拡大（4校→
最大48校）や、パラスポーツの
試合観戦、オリンピック･パラ
リンピック応援作品を制作
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固定資産税・都市計画税第1期の納期限は5月7日(火)です。納期限を過ぎると延滞金がかかる場合があります。納付はお早めに！

ちば市政だより

　観光の振興とまちの魅力の向上に取り組
むとともに、中小企業を支援します。
　また、市内農業の振興のため、農業の成
長産業化を推進します。

　2019年度予算では、福祉、教育や子育てなどの分野で、相談･
支援体制を強化するため、専門的な人材を大幅に増員します。
　次の事業が該当します。詳しくは、各事業の項目をご覧くださ
い（ が目印です）。
◦あんしんケアセンターの充実
◦認知症初期集中支援チームの増設
◦（障害者の）施設受入体制の強化
◦スクールカウンセラー活用
◦帰国･外国人児童生徒教育の充実
◦パラスポーツの推進

　本市の魅力を高めるため、千葉都心の活
性化を推進し、将来にわたって発展するた
めの投資を進めるとともに、加曽利貝塚な
どの地域資源の活用により、都市アイデン
ティティの確立を目指します。

　2019年度予算に盛り込んだ主な事業を「医療と福祉の充実」「子育
て支援･教育の充実」「防災･安全対策の推進」「地域経済の活性化」「特
性を活かすまちづくり」「東京2020大会開催に向けた取り組み」の 
6つの分野で紹介します。

　新規（一部を含む）事業

　内容を拡充する事業

　専門的な人材を増員する事業

専門的な人材による支
援やケアが受けられる
っていいですね！

　東京2020オリンピック･パラリンピッ
ク競技大会の成功に向け、開催機運の醸成
や、障害者がスポーツに参加しやすい環境
整備などに取り組みます。

車いすバスケットボール

加曽利貝塚イメージ

専門的な人材の活用　計102人の増

地域経済
の活性化

東京2020
大会開催に
向けた取り

組み

特性を
活かすまち

づくり

2021年がちょうど市制
100周年なんだって！

千葉駅東口イメージ

　このほか、子育て支援も強化します。
◦母子健康包括支援センター相談員の増員
　（6人→9人）
◦民間保育園等巡回指導員の増員
　（9人→11人）　など

いよいよ1年前
私たちもできることを
やってみよう！

そろそろ引退したいけ
ど、後を継いでくれる
人もいないし…
そうだ、法人に託して
みよう！
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フクダ電子スクエアなど蘇我スポーツ公園内スポーツ施設の抽選受付は、利用希望日の前々月15日～末日です。詳しくは、 千葉市スポーツ施設　

ちば市政だより

　小･中学校の通学路などに面し、倒壊の危険性が高く、早急に撤去す
る必要があるブロック塀などの所有者に対し、改善に係る費用の一部
を補助します。
　対�　　象　個人などが所有し、事前調査の結果、危険であると判定さ
れた高さ1.2メートルを超えるブロック塀などを改善する次の工事

　　・�ブロック塀などの全てを撤去または高さ40センチメートル以
下に減じる工事

　　・軽量フェンスなどの設置

　申�込方法　事前調査申請書（市住宅供給公社、防災対策課、区役所
地域振興課で配布。ホームページから印刷も可）を、〒260-0026
中央区千葉港2-1千葉市住宅供給公社へ郵送。

　注意事項　・申請前に工事契約・着手した場合は対象になりません。
　　・事前調査申請書の提出後、書類・現地調査を行います。
　　・4月から申請先が市住宅供給公社に変わります。
　詳しくは、 千葉市　危険ブロック塀　

Ｔ市住宅供給公社�☎245-7527�Ｆ245-7517

　地震発生時に倒壊などで緊急輸送道路（被災者の避難･救出および消
火活動を実施するための道路）をふさいでしまう可能性がある建築物
の所有者に対し、耐震診断･耐震改修などの費用の一部を補助します。
①耐震診断費補助
　対　象　�緊急輸送道路に接し、

1981年5月31日以前
の耐震基準によって建
てられた、一定の高さ
を超える建築物【右図】

②耐震改修・建替え、除却費補助
　対　象　�耐震診断の結果、地震

による倒壊または崩壊
する危険性があると判
定された建築物

補 助 額　延べ面積または見積額に応じた費用の3分の2
　　　　　�（上限＝①300万円、②耐震改修・建替え3,600万円、除却

1,800万円）
件　　数　①2件、②1件
申請期間　5月7日㈫～31日㈮
申 請 書　建築指導課で配布。ホームページから印刷も可。
　詳しくは、 千葉市　緊急輸送道路沿道建築物　

Ｔ建築指導課�☎245-5836�Ｆ245-5888

木造住宅
申請期間　5月7日㈫～31日㈮
耐震診断費補助
　市登録の耐震診断士などが行う耐震診断の費用を補助します。
　対　象　�自ら所有し居住する、1981年5月31日以前の耐震基準によって

建てられた、在来軸組工法による2階建て以下の木造住宅
　戸　数　14戸　　補助額　診断費の3分の2（上限＝4万円）
①耐震改修費補助･②二段階耐震改修費補助
　倒壊する可能性があると判定された住宅の改修に係る費用を補助します。
　対　象　�①自ら所有し居住する、2000年5月31日以前の耐震基準によっ

て建てられた、在来軸組工法による２階建て以下の木造住宅
　　　　　②耐震診断費補助【上記】の対象に同じ
　戸　数　①②計30戸
　補助額　�①工事費の5分の4（上限=100万円）
　　　　　②段階ごとに工事費の5分の4（上限=各50万円）
耐震シェルター設置費補助
　部屋型の耐震シェルターを設置する費用を補助します。
　対　象　耐震診断費補助【上記】の対象に同じ
　件　数　1件　　補助額　設置費の2分の1（上限＝20万円）

　市では、木造住宅の耐震診断や耐震改修を行う方や、分譲マンションの耐震診断や耐震改修を行う管理組合に対し、費
用の一部を補助します。
　利用には事前申請が必要です。申請前に着手した場合は対象になりません。申請方法など詳しくは、パンフレットま
たはホームページをご覧ください。 千葉市　耐震診断　

　パンフレット配布場所　建築指導課、区役所地域振興課、市民センター、連絡所
分譲マンション
申請期間　6月3日㈪～14日㈮
耐震診断費補助
　対�　象　�1981年5月31日以前の耐震基準によって建てられ

た、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリ
ート造の分譲マンションで、地上3階建て以上、延べ
面積が1,000平方メートル以上、かつ区分所有者自ら
が居住する住宅の床面積の合計が延べ面積の2分の1
以上のもの

　件　数　予備診断＝5棟　本診断＝1管理組合
　補助額　�予備診断＝費用の3分の2（上限＝1棟あたり3万

4,000円または1管理組合あたり17万円のいずれか低
い額）

　　　　　�本診断＝費用の3分の2（上限＝200戸未満の場合、1
管理組合あたり116万6,000円または1戸あたり4万
円のいずれか低い額。200戸以上の場合、1管理組合
あたり400万円）

耐震改修（設計）費補助
　対　象　�耐震診断費補助【上記】の対象で、耐震改修が必要と

判定された建築物
　件　数　1管理組合
　補助額　�費用の2分の1（上限＝200戸未満の場合、1管理組合

あたり200万円または1戸あたり5万円のいずれか低
い額。200戸以上の場合、1管理組合あたり500万円）

耐震改修（工事）費補助
　�　分譲マンションの耐震改修工事にかかる費用を補助します。
対象、補助額など詳しくは、お問い合わせください。

危険ブロック塀の撤去などの
費用を補助

緊急輸送道路沿道建築物の
耐震診断･改修費などを補助

木造住宅、分譲マンションの耐震診断･耐震改修費などを補助

道路幅

中央

45°

高さ（　　　 　　　）または6ｍ
道路幅
2

道路の中心から建築物に
対して45度上方に線を
伸ばしたとき、その線を
超える部分がある建築物

補 助 額
地区 ブロック塀の撤去など 軽量フェンス設置

一般地区（小中学校か
ら1,500ｍ以内） 最大12万円

最大15万円重点地区（小中学校か
ら500ｍ以内） 最大18万円
�＊�補助額は、工事内容により異なります。

補助制度説明会
　�Ｊ･Ｂ4月11日㈭＝花見川保健福祉センター、13日㈯＝中央コミュニテ
ィセンター8階、17日㈬＝若葉区役所。いずれも、14：00～15：30
　Ｃ当日直接会場へ。
県建築士会による個別相談会
　Ｊ4月13日㈯15：30～16：00　Ｂ中央コミュニティセンター8階
　Ｉ先着6人　 電話で、建築指導課へ。

Ｔ建築指導課�☎245-5836�Ｆ245-5888
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特に記載がない場合、1日から申込受付、応募多数の場合抽選、料金は無料。申込時に記載する必要事項は【15面】参照

ちば市政だより

地域猫セミナー「飼い主のいない猫との上手な付き合い方」
　市や地域における取り組みの紹介を通じて、飼い主のいない猫に
よって起こる問題の対策を考えます。
　日時　�5月9日㈭13：30～15：00
　会場　�動物保護指導センター　　定員　当日先着40人

　市内に空家をお持ちの方や空家を活用したい方の情報を提供する
「千葉市空家等情報提供制度（すまいのリユースネット）」を、5月か
ら開始します。ホームページへの物件情報掲載など、空家を借りたい
方･買いたい方、貸したい方･売りたい方、双方の情報を提供します。
利用するには、一定の要件を満たす必要があります。ぜひ、ご利用く
ださい。
　登録方法　�申込書（市住宅供給公社･住宅政策課で配布。ホームペー

ジからも印刷可）を市住宅供給公社へ郵送または持参。
　詳しくは、 千葉市　すまいのリユースネット　

Ｔ市住宅供給公社�☎245-7527�Ｆ245-7517

千葉市空家等情報提供制度（すま
いのリユースネット）を開始

　地域交流の活性化や地域コミュニティの維持などに取り組む拠点と
して、空家や空家解体後の跡地を活用する提案を募集します。先進的
な提案には、実現に向け必要な費用の一部を助成します。
　提案募集の開始（6月を予定）に先立ち、物件探しや応募要件など、
事前相談を5月から開始します。詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ住宅政策課�☎245-5810�Ｆ245-5795

　飼い主のいない猫のふん尿などの問題を軽減させ、人と猫が共生で
きる住みよいまちにするため、餌やトイレなどの管理を行いましょう。
また、避妊去勢手術を施し、数を増やさないようにするなど、地域の
中で飼い主のいない猫を適切に管理しましょう（市では猫の捕獲･排
除目的の引き取りは行っていません）。
　避妊去勢手術を行うと、飼い主のいない猫の数が増えないほか、生
殖器の病気を予防できる、尿臭が薄くなる、さかりの鳴き声やけんか
がなくなるなどのメリットがあります。
飼い主のいない猫の避妊去勢手術
　市獣医師会の協力の下、飼い主のいない猫の避妊去勢手術を行いま
す。避妊去勢手術済みと判別できるよう、手術時に耳先をカットします。
　対　　象　��市内に生息する飼い主のいない猫
　申 請 者　�市内在住で、地域で飼い主のいない猫の餌やトイレを適

正に管理している（これから管理する）方
　募集頭数　�150頭（1人3頭まで）
　申請期間　�5月8日㈬～10日㈮9：00～17：00
　申請方法　�申請書、添付書類、返信用封筒（82円切手を貼付）を、

動物保護指導センターへ直接持参。現住所の記載された
身分証明書の提示が必要です。

　申 請 書　�動物保護指導センター、生活衛生課で配布。ホームペー
ジから印刷も可。 千葉市　飼い主のいない猫　

　公開抽選　�5月14日㈫10：00から、動物保護指導センターで
飼い主のいない猫に餌を与えている方へ
　トイレを設置し、毎日ふん尿の掃除をしましょう。餌は、迷惑のか
からない場所で、時間を決めて、食べきれる量だけお皿で与え、後片
付けもしましょう。また、近隣の方に説明をして、理解と協力を求め
ましょう。

飼い主のいない猫を増やさないた
めに

　就職や退職に伴い、国民健康保険を脱退･加入する場合は、原因が生
じた日から原則14日以内に区役所市民総合窓口課、市民センター、電
子申請（脱退のみ）で手続きが必要です。 千葉市　国民健康保険　

就職により勤務先の健康保険に加入したとき
　国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
　必要書類　�勤務先の健康保険の保険証または加入したことが分かる

証明書、国民健康保険の保険証
＊勤務先の健康保険に加入した日（保険証の交付日とは異なります）
以降に国民健康保険証を使用した場合、国民健康保険で負担した医
療費を返還することになります。新しい保険証が届く前に医療機関
を受診する際は、勤務先へご相談ください。

退職により勤務先の健康保険をやめたとき
　健康保険の資格喪失日（退職日の翌日）以降に、国民健康保険の加
入手続きを行ってください。
　必要書類　�勤務先の健康保険の資格喪失証明書、前年の所得が分か

るもの、本人確認ができるもの、キャッシュカード
Ｔ区役所市民総合窓口課
　　中央�☎221-2131　花見川�☎275-6255　稲毛�☎284-6119
　　若葉�☎233-8131　　緑�　☎292-8119　美浜�☎270-3131
　健康保険課�☎245-5145�Ｆ245-5544

就職や退職に伴う国民健康保険の
手続きを忘れずに

Ｔ動物保護指導センター�☎258-7817�Ｆ258-7818

　結婚を機に市外から千葉市へ転入する新婚世帯、市内に居住する親
世帯とこれから同居･近居する子育て世帯を応援するため、必要な費
用の一部を助成します。
結婚新生活支援
　結婚を機に市外から千葉市へ転入する若い世帯に、住居費･引越費
用を最大30万円助成します。
　主な要件
　　◦2019年1月以降に婚姻届が受理されている
　　◦婚姻届の受理日時点で、夫婦の双方が34歳以下
　　◦2018年の夫婦の合計所得が340万円未満
　　◦�夫婦の双方またはいずれかが、婚姻を機に市外から千葉市へ転

入し、夫婦で今後2年以上継続して居住
　　◦住宅が新耐震基準に適合、専有面積30平方メートル以上　など
　募 集 数　先着30組
　申請方法　��6月3日㈪から、申請書（住宅政策課で配布。ホームペー

ジから印刷も可）と必要書類を住宅政策課へ直接持参。
　そのほかの要件など、必ず事前にお問い合わせください。
Ｔ住宅政策課�☎245-5809�Ｆ245-5795
三世代同居等支援
　市内に居住する親世帯とこれから同居･近居する子育て世帯の三世
代家族に、必要な費用の一部を最大50万円助成します。
　主な要件
　　◦�離れて暮らしている三世代の家族が、これから市内で同居また

は近居（直線で1キロメートル以内）する
　　◦親が65歳以上で、1年以上市内に居住している
　　◦孫が18歳に達してから最初の3月31日を迎えていない
　　◦�同居･近居している状態を今後3年以上継続する　など
　申出期限
　　◦住宅の新築･増改築に要する費用＝建築工事の着手前まで
　　◦住宅の購入･賃貸借契約に要する費用＝契約締結の前まで
　　◦転居に要する引越費用＝転居の前まで
　助成を受けるには、申出期限までに申出書の提出が必要です。その
ほかの要件など詳しくは、必ず事前にお問い合わせください。
Ｔ高齢福祉課�☎245-5250�Ｆ245-5548

市外から転入する新婚･子育て世帯
を応援

空家などを活用する提案を募集
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テレビ広報番組 チバテレ「ザ･サンデー千葉市」。今月の放送は、7日㈰9：00～9：15「ペナントレース開幕!!千葉ロッテマリーンズ大特集♪」

ちば市政だより

　生活習慣病などの早期発見のため、国民健康保険と後期高齢者医療の
被保険者を対象に、一日人間ドック･脳ドックの費用を助成します。
一日人間ドック
区分 対象 定員

35歳以上
75歳未満

国民健康保険被保険者で、7月1日現在、35歳
以上の方 7,000人

75歳以上 後期高齢者医療被保険者 3,000人
　検�診項目　身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、内科検診、心電図

検査、胃部レントゲンまたは胃・十二指腸内視鏡検査、便検査、胸部
レントゲン、エコー検査（胆のう・肝臓・膵臓）、眼の検査、聴力検査

　自己負担額　18,000円（検診費用36,000円の5割）
　注�　　意　40歳以上の方は、特定健康診査または健康診査と人間ド

ックを同日・同一医療機関で受診してください。別に受診した場
合、助成を受けられません。

脳ドック
区分 対象 定員

40歳以上
75歳未満

国民健康保険被保険者で、7月1日現在、40歳以上
5歳ごとの節目の年齢(40、45、50…70歳)の方 550人

75歳以上 後期高齢者医療被保険者の方で、7月1日現在、75
歳以上5歳ごとの節目の年齢(75、80、85歳…)の方 500人

　検診項目　MRI（脳の断層撮影）、MRA（脳血管撮影）、診察、各医
　　療機関で定めた項目
　自�己負担額　検診費用から助成額（最大10,000円）を差し引いた額
申�請方法　5月8日㈬必着。申込案内（4月10日㈬から区役所市民総合

窓口課、市民センター、連絡所で配布）に添付の申請はがきを健康
保険課へ郵送。電子申請も可。

　＊申請時に保険料と延滞金を完納していないと助成を受けることが
　　できません。申請には保険証に記載の被保険者証番号が必要です。
抽選結果　6月中旬に申込者全員へ郵送します。
　詳しくは、 千葉市　一日人間ドック　

Ｔ市役所コールセンター ☎245-4894 Ｆ248-4894
　健康保険課 ☎245-5146 Ｆ245-5544

　感染症予防のため、各種の予防接種を行っています。予防接種を受
ける際は、あらかじめ協力医療機関に予約してください。
未成年者向けの定期予防接種
　種�　類　ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、BCG、麻し

ん･風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、HPV
　持�ち物　母子健康手帳、予防接種番号シール（日本脳炎2期･二種混

合･HPVを除く。出生届･転入届提出時から2カ月以内に郵送）、予
診票（日本脳炎2期・二種混合のみ。接種開始の前月に郵送）

　注　意
　　◦ 接種時期などは、出生届提出時に配布する案内「予防接種で元

気な子ども」またはホームページでご確認ください。
　　◦ 2013年4月2日～2014年4月1日生まれの子どもは、麻しん･

風しん2期の予防接種を4月～来年3月に受けてください。
　　◦ 1999年4月2日～2007年4月1日生まれで、日本脳炎の予防接

種を終えていない方は、無料で受けられる制度があります。
　　◦HPVは積極的な接種勧奨は行っていません。
高齢者向けの肺炎球菌予防接種
　期　間　4月1日㈪～来年3月31日㈫
　対　象　千葉市に住民登録があり、次に該当する未接種の方
　　◦1954年4月2日～1955年4月1日生まれ
　　◦1949年4月2日～1950年4月1日生まれ
　　◦1945年4月1日以前生まれ
　　◦ 60歳以上で、心臓、腎臓、呼吸器機能、ヒト免疫不全ウイルス

による免疫機能に身体障害1級相当の障害がある
　料　金　3,000円（生活保護を受けている方などは免除）
　持ち物　健康保険証など本人確認ができるもの
　協力医療機関など詳しくは、 千葉市　予防接種　

Ｔ市役所コールセンター ☎245-4894 Ｆ248-4894
　感染症対策課 ☎238-9941 Ｆ238-9932

　特定不妊治療（体外受精および顕微授精）に要した費用の一部を助成
しており、男性不妊治療を伴う場合、さらに上限15万円を助成しています。
　初回の男性不妊治療に限り、上限を30万円に増額します。4月以降
に開始した治療が対象です。
　申請方法など詳しくは、 千葉市　特定不妊治療費助成　

Ｔ保健福祉センター健康課
　　中央 ☎221-2581 Ｆ221-2590　花見川 ☎275-6295 Ｆ275-6298
　　稲毛 ☎284-6493 Ｆ284-6496　若　葉 ☎233-8191 Ｆ233-8198
　　 緑  ☎292-2620 Ｆ292-1804　美　浜 ☎270-2213 Ｆ270-2065

特定不妊治療費助成額を変更

　市では、妊娠を希望する女性とその配偶者や、抗体価が低い妊婦の
配偶者を対象に、風しん抗体検査を無料で実施しています。4月から、
千葉市に住民登録がある次の方が新たに対象となります。
　新たな対象者　 ①妊娠を希望する女性・抗体価が低い妊婦それぞれ

の同居家族
　　　　　　　　 ②1962年4月2日～1979年4月1日生まれの男性
　＊ ②のうち、今年度優先的に実施する1972年4月2日以降生まれの

方には5月末に、そのほかの方には来年4月以降に案内を送付しま
す。

風しん麻しん混合ワクチン予防接種が無料で受けられます
　4月から、千葉市に住民登録があり、検査の結果、抗体価が低い方
の接種費用を全額助成します。
　申込方法など詳しくは、 千葉市　風しん抗体検査　

Ｔ感染症対策課 ☎238-9941 Ｆ238-9932

風しん抗体検査の対象者を拡大

予防接種を受けましょう

申請期間4月10日㈬～5月8日㈬

一日人間ドック･脳ドックの
費用を助成

医療機関情報など詳しくは、 千葉市　医療機関

夜間や休日に急病で困ったときは…
電話相談　すぐに受診するべきか、医師や看護師が電話でアドバイスします。
　救急安心電話相談　☎#7009 （IP電話からは☎03-6735-8305）
　　平日・土曜日18：00～23：00、日曜日･祝･休日･年末年始9：00～23：00
　こども急病電話相談　☎#8000 （IP電話からは☎043-242-9939）
　　19：00～翌日6：00（365日）

診�療　千葉市医師会などの協力で夜間･祝･休日の応急診療を行っています。応
急処置のため詳しい検査は行いません。後日かかりつけ医で受診しましょう。

夜　間 休　日
夜間応急診療（夜急診）
（美浜区磯辺3-31-1海浜病院内）
☎279-3131
【内科・小児科】

月～土曜日（祝・休日、年末年始を除く）

平日
土・日曜日、祝・
休日、年末年始

診療
時間

案内時間
診療時間

案内時間

案内時間
診療時間

日曜日、祝・休日、年末年始
診療時間
受付時間

19：00～翌日6：00

18：00～翌日6：00
診療開始30分前～
診療終了30分前

  8：00～翌日6：00
18：00～翌日6：00

17：30～19：30

8：00～17：00
9：00～17：00

9：00～17：00
8：30～11：30、13：00～16：30

休日救急診療所
美浜区幸町1-3-9
総合保健医療センター内

テレホンサービス☎244-5353
内科・小児科・外科・整形外科
耳鼻いんこう科・眼科・歯科

産婦人科休日緊急当番医
テレホンサービス ☎244-0202
【産婦人科】日曜日、祝・休日、年末年始

夜間外科系救急当番医療機関
テレホンサービス ☎244-8080

【外科・整形外科】

夜間開院医療機関案内
☎246-9797

＊電話での医療相談は行っていません
受診の際の持ち物

① 健康保険証（各種受給者証・子ども医療費
助成受給券をお持ちの方は一緒に持参）

②診療代金　③薬（服用している方）
④お薬手帳（お持ちの方）

受付時間
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ラジオ広報番組 bayfm「ベイ･モーニング・グローリー」は、毎週日曜日8：00～8：55放送。千葉市の今をさわやかな音楽とともにお届け♪

ちば市政だより

　地震発生時に室内での被害を防ぎ安全な避難経路を確保するため、
転倒防止金具の取り付け費用などの一部を助成しています。
　4月から、重度の精神障害・知的障害の方も対象となります。
　対　　象　世帯の20歳以上の方全員が次のいずれかに該当し、自ら
　　転倒防止金具を取り付けられない方
　　◦65歳以上
　　◦身体障害者手帳1・2級
　　◦精神障害者保健福祉手帳1級
　　◦療育手帳Ⓐ～Aの2　
　助 成 額　出張料上限額＝1回5,000円。取付費用上限額＝家具1台
　　あたり500円（5台まで。金具代は自己負担）
　注意事項　�助成決定前に取り付けを行った場合、助成できません。
　申請方法など詳しくは、 千葉市　家具転倒防止　

Ｔ保健福祉センター高齢障害支援課
　　中央�☎221-2150�Ｆ221-2602　花見川�☎275-6425�Ｆ275-6317
　　稲毛�☎284-6141�Ｆ284-6193　若　葉�☎233-8558�Ｆ233-8251
　　 緑 �☎292-8138�Ｆ292-8276　美　浜�☎270-3505�Ｆ270-3281

　4月から、ひとり親家庭（母子・父子家庭）などの医療費助成にかか
る所得制限の適用期間を変更します。これに伴い、助成資格証明書の
有効期間も変わります。

経過措置
　◦�有効期間が2019年7月31日㈬までの助成資格証明書の交付を受
けている方は、手続きを行うことなく、期間が2019年10月31日
㈭までに延長されます。

　◦�2019年8～10月分の助成を申請する場合、2019年4月1日㈪以
前に資格要件を満たしていた方は、2017年または2018年分所得
のうち有利な方で審査を行います。

Ｔこども家庭支援課�☎245-5179�Ｆ245-5631

家具転倒防止金具取付費用の
助成対象者を拡大

ひとり親家庭などの医療費助成制
度を変更

　市では、出産後のお母さんの不安や負担を軽減するため、産後ケア
を行っています。母親と生後4カ月までの子どもを対象に、乳房ケア、
健康管理、育児方法の指導・相談などを行います。
　4月から、利用者の自己負担割合などを変更します。

訪問型 施設型（宿泊）
サービス利用の
上限金額 12,000円/回 30,000円/回

〔25,000円/回〕

利用者
自己負
担割合

課税世帯 サービス利用金額の2割
　　　　　　　　 〔3割〕

非課税世帯 サービス利用
金額の1割

サービス利用金額の1割
（上限額2,500円/日）
〔上限なし〕

生活保護世帯 無料 300円/日
＊〔　〕は変更前
Ｔ母子健康包括支援センター（保健福祉センター健康課内）
　　中央�☎221-5616　花見川�☎275-2031　稲毛�☎284-8130
　　若葉�☎233-6507　　緑　�☎292-8165　美浜�☎270-2880
　健康支援課�☎238-9925�Ｆ238-9946

産後ケアの自己負担割合を変更

　65歳以上の市民で、2017年（7月以降の申請は2018年）の所得が
200万円未満の方を対象に、施術費用（保険診療での施術は対象外）
の一部（800円）を助成する利用券を年間10枚交付します。
　申請に必要なもの
　　◦申請者の本人確認ができるもの（保険証など）
　　◦委任状（利用者の同居親族以外の方が申請する場合）
　　＊�2018年1月2日以降に千葉市に転入した方など、利用者の所得

が市で確認できない場合は、所得が分かる書類（課税証明書な
ど）も必要です。

　申請方法　申請書類を持参の上、区役所市民総合窓口課または市民
　　センターへ。利用券は即日交付（市民センターで申請した場合は
　　後日郵送）。
Ｔ区役所市民総合窓口課
　　中央�☎221-2133�Ｆ221-2680　花見川�☎275-6278�Ｆ275-6371
　　稲毛�☎284-6121�Ｆ284-6190　若　葉�☎233-8133�Ｆ233-8164
　　 緑 �☎292-8121�Ｆ292-8160　美　浜�☎270-3133�Ｆ270-3193

はり、きゅう、マッサージ施設利用券

　障害のある方やその保護者に各種福祉手当を支給しています。支給
を受けるには、申請が必要です。
　申請方法など詳しくは、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害
支援課へお問い合わせください。
特別児童扶養手当
　対象　次のいずれかに該当する20歳未満の方（施設入所者、障害年
　　金受給者を除く）の保護者
　　◦�身体障害1～3級、4級の一部（内部障害の場合は所定の診断書

により判定）
　　◦知的障害Ⓐ～おおむねＢの1
　　◦精神障害児（知的障害と同程度）
　月額　1級52,200円、2級34,770円
障害児福祉手当
　対象　20歳未満で、重度の障害があり、日常生活において常時介護
　　を必要とする方（施設入所者、障害年金・市福祉手当受給者を除く）
　月額　14,790円
特別障害者手当
　対�象　20歳以上で、重度の障害が重複し、日常生活において常時特
別の介護を必要とする方（施設入所者、3カ月を超え入院してい
る方、市福祉手当・経過的福祉手当受給者を除く）

　月額　27,200円
市福祉手当
　対象　次のいずれかに該当する方（20歳未満の方はその保護者）
　　◦身体障害1級（20歳未満の方は1・2級）
　　◦�身体障害2～6級（20歳未満の方は3～6級）で、おおむね6カ

月以上ねたきりの方
　　◦知的障害Ⓐ～おおむねＢの1　◦精神障害1級
　　�　ただし、65歳以上で新たに該当した方、施設入所者、3カ月を
超え入院している方、特別障害者手当・経過的福祉手当受給者、障
害児福祉手当受給者の保護者を除きます。

　月額　20歳以上5,000円、20歳未満7,000円
　　ただし、次の要件のうち2つ以上に該当する場合10,500円
　　◦身体障害1・2級　◦知的障害Ⓐ～Ａの2　◦精神障害1級
　市福祉手当以外の手当を受給している場合は、所得制限があり、現
況の届け出が必要です。詳しくは、8月上旬に郵送する通知をご覧く
ださい。
Ｔ保健福祉センター高齢障害支援課
　　中央�☎221-2152　花見川�☎275-6462　稲毛�☎284-6140
　　若葉�☎233-8154　　緑　�☎292-8150　美浜�☎270-3154
　障害者自立支援課�☎245-5173�Ｆ245-5549

障害者へ福祉手当を支給しています

変更点
所得制限の適用期間 助成資格証明書の有効期間

変更前 8月～翌年 7月 資格対象日～ 7月31日
変更後 11月～翌年10月 資格対象日～10月31日
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特に記載がない場合、1日から申込受付、応募多数の場合抽選、料金は無料。申込時に記載する必要事項は【15面】参照

ちば市政だより

　保護者が就労や病気などのため家庭での育児が困難なときに、病気
回復期などの子どもを医療機関に併設した施設で預かります。4月か
ら、新たに青い鳥クリニック千葉・あおいとりを開設しました。
　なお、施設の利用には事前登録が必要です。

　利用時間　平日8：00～18：00、土曜日8：00～13：00
　対象児童　�市内在住または市内の保育所・幼稚園・小学校などに通う

小学生以下の子ども
　料　　金　�6時間まで1,230円、6時間超2,050円（非課税世帯は減

免制度あり）
　登録方法　�利用希望施設の窓口へ、利用登録票（施設窓口で配布。

ホームページから印刷も可）を提出。
　利用方法など詳しくは、 千葉市　病児保育　

Ｔ幼保支援課�☎245-5105�Ｆ245-5629

　4月から、国民年金保険料が改定されます。
　月額（改定後）　16,410円
　口座振替や前納で納付すると、保険料が割引になります。ぜひ、ご
利用ください。
　また、納付が困難なときはご相談ください。

国民年金保険料を改定 病児保育施設

　毎年4月2日は国連が定めた世界自閉症啓発デーです。日本では、4
月2日～8日の1週間を、自閉症をはじめとする発達障害を知ってもら
うための発達障害啓発週間としています。
　発達障害のことを知ってもらうためのパネル展示、発達障害の方に
よる絵画などの展示、コンサートを開催します。
　日　　時　�4月13日㈯11：00～16：00
　会　　場　�きぼーる
千葉ポートタワーのブルーライトアップ
　シンボルカラーのブルーにライトアップします。
　Ｊ4月2日㈫～8日㈪18：00～21：00
Ｔ市発達障害者支援センター�☎303-6088�Ｆ279-1353

世界自閉症啓発デーinちば

子ども議会に参加しませんか

　日常生活や学習活動などの場面で、特別な支援や配慮の必要な子ど
もの保護者を対象に、就学についての説明会を開催します。
　当日直接会場へお越しください。
　日　　時　5月13日㈪＝花見川・美浜区在住の方
　　　　　　　��14日㈫＝中央・稲毛区在住の方
　　　　　　　��15日㈬＝若葉・緑区在住の方
　　　　　　いずれも、10：00～12：00（9：30受付）
　　　　　　＊�指定日に参加できない場合、ほかの日も可。
　会　　場　養護教育センター
　対　　象　�来年4月に小学校入学予定の子どもがいる保護者で、発

達や言葉の遅れ、友だちとの関係がうまく築けないなど、
就学に不安がある方

　注意事項　車で来場の際は、市教育会館に駐車してください。
Ｔ養護教育センター�☎277-1199�Ｆ277-1852

特別な支援が必要な子どもの
就学説明会

Ｔ区役所市民総合窓口課
　　中央�☎221-2133�Ｆ221-2680　花見川�☎275-6278�Ｆ275-6371
　　稲毛�☎284-6121�Ｆ284-6190　若　葉�☎233-8133�Ｆ233-8164
　　 緑 �☎292-8121�Ｆ292-8160　美　浜�☎270-3133�Ｆ270-3193
　千葉年金事務所（中央・若葉・緑区）☎242-6320
　幕張年金事務所（花見川・稲毛・美浜区）☎212-8621

産前産後の期間、保険料を免除します
　4月から、国民年金の第1号被保険者（国内在住の60歳未満の自営
業者など）が出産した場合、その前後の期間、保険料を免除します。
　この免除期間は、保険料納付済期間に算入されます。
　対　　象　出産日が2019年2月1日以降の方
　免除期間　�出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月

間（多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属
する月の3カ月前から6カ月間）

　　　　　　＊2019年3月以前は免除期間の対象になりません。
　届出時期　出産予定日の6カ月前から
　届�出方法　�出産前の方は母子健康手帳などの出産予定日が分かる

書類、出産後の方は出生証明書などの出産日および親
子関係が分かる書類を持参の上、区役所市民総合窓口
課へ。

　市の将来を担う子どもたちが、
「みんなが住み続けたい千葉市に
するために」をテーマに、子ども
の目線で市の現状・課題について
話し合い、市に具体的な提案をす
る、子ども議会に参加しません
か。
　子ども議会に参加する議員とファシリテータ（助言や手伝いをする
支援者）を募集します。
　日時・場所　�学習会　5月11日、6月1日･22日の土曜日9：00～12：00

＝総合保健医療センター。6月14日㈮14：00～16：30＝
ポートサイドタワー。7月19日㈮9：00～12：00＝市議
会本会議場。

　　　　　　�子ども議会　7月24日㈬9：00～12：00＝市議会本会議
場

　　　　　　全６回
　対　　象　�①議員＝小学校・特別支援学校の5・6年生
　　　　　　②ファシリテータ＝中学生
　定　　員　①40人程度、②15人程度
　申込方法　�4月23日㈫必着。①作文（テーマ＝千葉市の魅力と課題。

200字以内。A4判用紙で、必要事項と学校名を明記）を、
②はがきに必要事項のほか、学校名を明記して、〒260-
8 7 3 0千葉市教育委員会教育指導課へ。FAX、
Ｅkyoikushido.EDS@city.chiba.lg.jpも可。

　詳しくは、 千葉市　子ども議会　

Ｔ教育指導課�☎245-5936�Ｆ245-5989

区 施設名（所在地）・
問い合わせ先･休業日

中
央

るみえ内科小児科・ゆりかご園
（長洲1-1-10KCSビル4階）�
☎202-5511
土・日曜日、祝・休日

中村内科クリニック・えんじぇる
ん（千葉寺町310-2秋元第1ビル
101）
☎268-2234
土・日曜日、祝・休日

青い鳥クリニック千葉・あおいと
り（弁天1-33-2）
☎285-1157
土・日曜日、祝・休日

花
見
川

岩田こどもクリニック・うさぎの
あな（幕張本郷2-36-21ワンダー
ランド2B）�
☎274-7431
木・日曜日、祝・休日

区 施設名（所在地）・
問い合わせ先･休業日

稲
毛

マリヤ・クリニック・ノア（小仲台
6-19-19Myビル3階）�
☎290-0707
木・日曜日、祝・休日

若
葉

清宮医院・さくらっこ（桜木7-6-
17）�
☎231-0654
土・日曜日、祝・休日

緑

さとう小児科医院・バンビーノ
（おゆみ野3-24-3）�
☎293-2503
水・日曜日、祝・休日
まなこどもクリニック・ポピンズ
ルーム（おゆみ野中央7-9-2）�
☎226-9920
木・日曜日、祝・休日

美
浜

おおた小児科・ミルキー（磯辺
4-15-22セントハウス201）
☎303-1715
木・日曜日、祝・休日
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インターネットサービス「マイ広報紙」で、ちば市政だよりがいつでもどこでもご覧になれます。 ちば市政だより　マイ広報紙　

ちば市政だより

　利用可能な手続きなど詳しくは、千葉市　休日開庁　

Ｔ区役所市民総合窓口課
　　中　央 ☎221-2110 Ｆ221-2161
　　花見川 ☎275-6237 Ｆ275-6848
　　稲　毛 ☎284-6110 Ｆ284-6151
　　若　葉 ☎233-8129 Ｆ233-8165
　　　緑　 ☎292-8110 Ｆ292-8160
　　美　浜 ☎270-3129 Ｆ270-3196

4/27
㈯

28
㈰

29
㈪

30
㈫

5/1
㈬

2
㈭

3
㈮

4
㈯

5
㈰

6
㈪

稲毛記念館 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
科学館 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
加曽利貝塚博物館 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
郷土博物館 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
三陽メディアフラ
ワーミュージアム ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

市民ギャラリー･
いなげ ● ● ● 休 ● ● ● ● ● ●

市民ゴルフ場 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
動物公園 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
都市緑化植物園 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
美術館 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ポートタワー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

図書館 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　分館（室） ● ● 休 休 休 休 休 休 休 休
　みずほハスの花 ● ● 休 休 休 ● 休 休 休 休

主な施設の開館日

もうゴールデンウィークのお出かけの計画は立てましたか？
市内のお出かけスポットの紹介と、主な施設の開館日、区役所の臨時開庁日をお知らせします。

今年は
超大型

　ポートタワーで巨大なシャ
ボン玉の体験やクラフト教室
などを開催。千葉港めぐり観光
船との共通パスも販売します。

PH

　特別史跡加曽利貝塚で縄文時代
の暮らしを体験！ 弓矢・火おこし
などの体験、石器による魚の解体
ショー、縄文時代にちなんだグル
メが楽しめるほか、かそりーぬグ
ッズなどを販売します。
Ｊ5月4日㈷･5日㈷
　10：00～15：00
Ｔ加曽利貝塚博物館
　☎231-0129 Ｆ231-4986

おススメイベント

　学生などのブラスバンドが集い、迫力の
あるパフォーマンスを披露します。
Ｊ4月28日㈰13：00～16：45　荒天中止
Ｔ中央公園ブラバンフェスティバル事務局
　（特定非営利活動法人まちづくり千葉内）
　☎201-5515 Ｆ201-5510

中央公園　ブラバンフ
ェスティバル

三陽メディアフラワーミ
ュージアム

フラワーゴールデンウィ
ーク

千葉ポートタワー　G
Wフェスタ

　「ニコニコ動画の全
て（だいたい）を地上
に再現する」をコンセ
プトに開催する、ユー
ザーが主体となるニコ
ニコ動画最大のイベン
トです。
Ｊ4月27日㈯10：00～18：00、28日㈰10：00～17：00
Ｂ幕張メッセ国際展示場
Ｋ前売券＝1,800円（1日券）ほか
Ｔ㈱ドワンゴ Ｅniconico-support@dwango.co.jp
　文化振興課 ☎245-5961 Ｆ245-5592

ニコニコ超会議

加曽利貝塚　縄文春ま
つり

　ポピーをはじめ、たくさんの花が見頃です。期間中は、さまざまな
クラフト体験もできます。
Ｊ4月27日㈯～5月6日
Ｔ三陽メディアフラワーミュージアム
　☎277-8776 Ｆ277-8674
　入館料＝大人300円、小・中学生150円

連休中でも住民票などがとれます

区役所臨時開庁
　5月2日 に区役所窓口を臨時開庁します。毎月第
2日曜日の休日開庁と同じく、住民異動届、住民票
の写しや印鑑登録証明書の交付など一部の窓口サー
ビスが利用できます。
Ｊ5月2日 9：00～12：30
各証明書のコンビニ交付
　連休中でもマイナンバーカードを利用して、住民票
の写しなどをコンビニエンスストアで受け取れます。

Ｊ�4月27日㈯～5月6日
屋上オープンデッキ開放
　ｔ15：00～19：00
子供縁日
　Ｊ5月3日㈷～6日
　　11：00～16：00
Ｔ千葉ポートタワー 
　☎241-0125 Ｆ203-1588
　入館料＝大人420円、小･中学生200円
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覚えていますか？懐かしいあの場所を…

そして未来へ

本物の船を活用したユニークな施設「海洋公民
館こじま」（平成10年解体）

センプラの愛称で親しまれた中心市街地の百貨
店「セントラルプラザ」（平成13年閉店）
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　幕張新都心に日本初の総合コンベン
ション施設としてオープン。来年には
東京2020オリンピック･パラリンピッ
ク競技大会の7競技が開催されます。

　現在はZOZOマリンスタジアムの
名称で、千葉ロッテマリーンズの本拠
地として親しまれています。

　昭和2年に建てられた旧川崎銀行千葉支店の
建物が、新しいビルの内部に包みこまれるよう
にしてそのまま復元保存されました。中央区役
所は今年5月に、きぼーる（平成19年10月オー
プン）へ移転し、市美術館は2020年7月にリニ
ューアルオープンする予定です。

　大規模な工場跡地が残
っていた蘇我臨海部は、
千葉都心、幕張新都心に
並ぶ第3の都心、蘇我副
都心として今も発展を続
けています。

　動物公園のレッサーパンダ「風太」の二本足で立つ姿が、
全国的に大人気となりました。動物公園では、平成28年に県
内唯一のライオン「トウヤ」と「アレン」が新たに仲間入り
しています。

　千葉県での開催は昭和48年の若潮国体から37年ぶりの2回目。市内では、総
合開会式･総合閉会式、6競技種目などが行われました。

　千葉県では初開催で、市内では開会式･閉会式と4競技などが行われました。

　全国12番目の政令指定都市･千葉市
が誕生し、大都市として新たな歩みを
始めました。

　モノレール千葉駅から県庁前駅間が開通し、懸垂
型としては営業距離世界最長の15.2キロメートル
を誇るモノレールが整備されました。

　5年間の建て替え工事を経てJR千葉駅の新駅
舎が開業。平成30年には駅ビルも全面開業しま
した。一方で、千葉パルコの閉店（平成28年11
月）や三越千葉店の閉店（平成29年3月）など、
中心市街地が大きく様変わりしました。

　港めぐりや工場夜景のクルーズ、シーフード
レストランなど、千葉市の海に親しむことがで
きる新たな拠点が誕生しました。

　千葉市民花火大会は、観覧スペースの確保が困
難になったため、千葉ポートパークから幕張海浜
公園に会場を移し、新たな愛称で開催されるよう
になりました。

　平成23年3月11日に発生した東
日本大震災では、市内で最大震度5
強の揺れが観測され、液状化による
住宅被害や交通機関のまひによる多
くの帰宅困難者が発生しました。

　千葉開府890年を記念し、8月の親子三代
夏祭りに合わせて、千葉氏ゆかりの11自治体
が全国から集まり「第1回千葉氏サミット」を
開催。武者行列も36年ぶりに復活しました。

　特別史跡の指定は平成12年以来17年ぶりのことで、縄文時代で
は4例目、貝塚としては初めてになります。一昨年、約半世紀ぶり
の本格的な発掘調査に着手後、新たな発見が続く加曽利貝塚に、今
後も要注目です。平成を

振り返る
　平成という時代が幕を閉じ、5月から新たな元
号に変わります。千葉市の平成30年間を写真で
振り返ります。

幕張メッセが
オープン

政令指定
都市移行

千葉マリンスタジ
アムがオープン

元年10月 4年4月

2年3月

市美術館が
オープン7年11月

中央区役所の新庁舎がオープン

ハーバーシティ蘇我がオープン

7年2月

フクダ電子アリーナ
がオープン

17年10月

17年4月

千葉モノレールが開通11年3月

レッサーパンダ「風太」ブーム17年5月

東日本大震災23年3月

ゆめ半島千葉国体（第65回国民体育大会）開催

ゆめ半島千葉大会（第10回全国障害者スポーツ大会）開催

22年9月

22年10月

加曽利貝塚が
特別史跡に指定29年10月

千葉みなと旅客船さん橋と
ケーズハーバーがオープン

JR千葉駅の新駅舎が完成28年11月

幕張ビーチ花火フェスタ24年8月

千葉開府890年28年

◦2026年　千葉開府900年
◦2021年　市制100周年
◦2020年　�東京2020オリンピック･パラリンピック

競技大会開催

JR千葉駅東口（平成元年7月6日撮影） JR千葉駅東口（平成31年2月7日撮影）

建設中の千葉マリンスタジアム（平成元年4月12日撮影）

地下を設けるために行われた曳家工事
（平成5年3月22日撮影）

本庁舎前に政令指定都市移行を記念した
タイムカプセルが今も埋まっています

千葉駅前の工事（平成2年3月13日撮影）

美浜区ひび野
（平成23年3月23日撮影）

俳優の千葉真一さんも出
演した武者行列
（平成28年8月21日撮影）

千葉国体の総合開会式
（平成22年9月25日撮影）

千葉大会の陸上競技
（平成22年10月24日撮影）

千葉ポートタワーと花火
（平成21年8月1日撮影）

28年4月
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特に記載がない場合、1日から申込受付、応募多数の場合抽選、料金は無料。申込時に記載する必要事項は【15面】参照

ちば市政だより

　入門スポーツ教室の参加経験者など基本技術を習得している方向け
に、さらなる技術向上を目的とした教室を行います。ぜひ、ご参加く
ださい。

　対　　象　市内在住・在勤・在学で健康な18歳以上の方
　定　　員　各20人
　回　　数　各10回
　注　　意　�用具は各自で用意してください。料金は全回数分です。

返金はできません。
　申込方法　�4月15日㈪必着。往復はがき（1人1教室）

に必要事項のほか、会場名を明記して、�
〒260-0025中央区問屋町1-20千葉市スポ
ーツ協会へ。Ｅsanka@chibacity .�
spo-sin.or.jpも可。

Ｔスポーツ協会�☎238-2380�Ｆ203-8936

前期（５～７月開催）

中級スポーツ教室

区 会場 教室名 日程 時間 料金(円）

中
央

フクダ電子ヒル
スコート テニス 5/9～7/11

の木曜日
13：00～
15：00 3,500

青葉の森スポー
ツプラザ ソフトテニス 5/10～7/12の金曜日

13：00～
15：00 3,500

若
葉
みつわ台第2公
園スポーツ施設 バドミントン 5/14～7/16の火曜日

13：30～
15：30 3,800

緑古市場公園スポーツ施設 卓球 5/7～7/9の
火曜日

13：30～
15：30 3,800

美
浜

稲毛海浜公園ス
ポーツ施設 テニス 5/7～7/9の

火曜日
13：00～
15：00 3,500

磯辺スポーツセ
ンター 卓球 5/11～7/13

の土曜日
10：00～
12：00 3,800

高洲スポーツセ
ンター バドミントン 5/18～7/20の土曜日

10：00～
12：00 3,800

オーバリン大学アレン・メモリアル美術館所蔵

メアリー・エインズワース浮世絵コレクション―初期浮世絵から北斎・広重まで

　アメリカオハイオ州
のオーバリン大学にあ
るアレン・メモリアル美
術館には、アメリカ人女
性メアリー・エインズワ
ースが寄贈した1,500点
以上の浮世絵版画が収
蔵されています。明治39
年の来日をきっかけに
始まったこのコレクシ
ョンは、珍しい初期の作品から、鳥居清長や喜多川歌麿など錦絵

が栄え、流行した黄金期の作品、葛飾北
斎、歌川広重の活躍による幕末の風景画
に至るまで、浮世絵の歴史をほぼ網羅す
ることができます。
　人気作品ばかりでなく希少な作品も多
く、また保存状態も良好なメアリー・エイ
ンズワースのコレクションから珠玉の
200点を選りすぐり紹介する、初めての
里帰り展です。

関連イベント
講演会「多様な見方　メアリー・エインズワース・コレクションとオ
ーバリン大学の教育」
Ｊ4月13日㈯14：00～15：30　Ｂ11階講堂
ケビン・グリーンウッドさん（アレン・メモリアル美術館学芸員）
Ｉ当日先着150人（12：00から整理券配布）
アート＆クラフト市＠さや堂ホール
Ｊ5月5日㈷13：00～17：00　Ｂ1階さや堂ホール

　日程　4月13日㈯～5月26日㈰
　会場　市美術館8・7階展示室
　料金　一般1,200円、大学生700円、
　　　　高校生以下無料

Ｔ市美術館�☎221-2311�Ｆ221-2316　5月7日㈫休館　開館時間=10：00～18：00（金・土曜日は20：00まで）

歌川国政
「岩井粂三郎の禿たより」
寛政8年
アレン・メモリアル美術
館所蔵

葛飾北斎「冨嶽三十六景　凱風快晴」
天保2-4年
アレン・メモリアル美術館所蔵

2020年7月に市美術館がリニューアルオープン！
　リニューアルでさらに向上する市美術館の魅力を紹介します。
・常設展示室の設置
　これまで展示できなかった市美術
館が誇る著名な所蔵作品がいつでも
見られます。
・体験・交流ゾーンを設置
　アートを身近に感じたり、作る楽し
さが体験できます。
＊�5月以降リニューアル工事のため、立ち入りできない場所や騒音
があります。来年1月～6月は休館します。
　一部施設の休止など詳しくは、 千葉市　美術館リニューアル　

Ｔ文化振興課�☎245-5262�Ｆ245-5592

常設展示室の完成イメージ

　市出身の音楽家を中心とした若手演
奏家たちの演奏で絵本の世界が楽しめ
る絵本朗読コンサートを開催します。前
半はクラシック音楽やアニメソングの
演奏を行い、後半は絵本「ひっこしだい
さくせん」の朗読に合わせ、作品をイメ
ージしたオリジナル曲を演奏します。
　日　時　5月6日 14：00～15：45
　会　場　美浜文化ホール
　料　金　�大人2,500円、小学生以下1,000円、親子ペア3,000円(小

学生以下の親子)、大人ペア4,000円
　前売券　�美浜文化ホール、若葉文化ホール、千城台コミュニティセ

ンターで販売
Ｔ美浜文化ホール�☎270-5619�Ｆ270-5609

絵本朗読コンサート

美しい歌声できく世界のおはなし 
～堤怜子 コンサート～

音楽と朗読で絵本の世界へ
引き込みます

　「おむすびころりん」などの童話や春を感じる曲目を
歌とピアノでお贈りする親子向けのコンサートです。
　日　時　4月27日㈯11：00～12：00
　会　場　鎌取コミュニティセンター
　料　金　一般500円、小学生以下100円
　出　演　�堤怜子さん（メゾソプラノ）
　　　　　四條智恵さん（ピアノ）
　前売券　�文化センター、市民会館、市男女共同参画センター、美浜

文化ホール、若葉文化ホールで販売
Ｔ市文化振興財団�☎221-2411�Ｆ224-8231

堤怜子さん
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　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

　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

　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。

必要事項
◇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

イベント

Ｙ国民文化祭全日本健康マー
ジャン交流大会の予選会

Ｊ①4月7日㈰･②13日㈯10：00～ 
16：00
Ｂ①カルチャースクエアワンダフル
デイズ千葉（中央区新宿2-35）、②麻
雀の王様（中央区登戸1-13-22）
Ｉ①先着60人、②先着50人
Ｋ2,500円
Ｍ電話またはFAX（ｊを明記）で、
①同施設・西川さん☎309-9325（FAX
兼用）、②同施設･三宅さん☎244-
8123Ｆ301-6197

Ｙ地方卸売市場 
市民感謝デー

Ｊ4月13日㈯・27日㈯8：00～12：00ご
ろ（水産棟は10：30ごろまで）
Ｎ新鮮な魚など、食料品の買い物や
食事が楽しめます。
干物＆サーモンの特売会
Ｊ4月27日㈯8：45から
Ｎ規格外品の干物セット、炙り＆
スモークサーモンセットを販売し
ます。
　Ｉ各先着150人
　Ｋ500円
Ｃペット同伴不可
Ｔ地方卸売市場☎248-3200Ｆ248-
3202

Ｙ泉自然公園 
桜めぐりウォーキング　

Ｊ4月14日㈰10：00～12：30
Ｎ里桜を鑑賞しながら、泉自然公園
～平和公園をウオーキング（約8キロ
メートル）
Ｉ先着20人
Ｋ500円
Ｍ4月7日㈰までにＥメールで、ｊを
明記して、㈱オリエンタルコンサル
タンツＥizumi.event@oriconsul.
com。Ｆ241-9421も可。
Ｔ同社☎080-9041-1693Ｆ前記

Ｙ昭和の森の催し

自然観察会「春の花」
Ｊ4月14日㈰13：00～15：00
Ｋ50円｡ 駐車場400円
Ｃ雨天中止
Ｍ当日12：40から、昭和の森第2駐
車場脇の東屋へ

親子で米作り体験
Ｊ田植え＝4月28日㈰、草取り＝ 
6月23日㈰、稲刈り＝9月15日㈰。
いずれも、9：30～12：00。全3回

Ｈ小学3～6年生と保護者
Ｉ30人
Ｋ150円。駐車場400円
Ｃ荒天中止
Ｍ4月11日㈭必着。ｏに保護者のｊ
のほか、参加者全員の氏名（フリ
ガナ）・学年を明記して、〒267-
0061緑区土気町22千葉市緑公園緑
地事務所へ。
Ｔ同事務所☎294-2884Ｆ294-2869

Ｙ富田さとにわ耕園　春を満
喫、シバザクライベント

Ｊ①4月14日㈰時間未定、②21日㈰
11：00～14：30
Ｎシバザクラやネモフィラの鑑賞、
①大道芸・②太鼓の演奏など
Ｔ富田さとにわ耕園☎226-0022Ｆ
226-0501。月曜日（祝･休日の場合は
翌日）休園

4月中旬から下旬が見頃のシバザ
クラ

Ｙ下田農業ふれあい館 
お米作り体験

Ｊ5月12日、6月16日、9月15日、10月
6日の日曜日9：00～12：00。全4回
Ｂ下田農業ふれあい館周辺
Ｎ地元農家の方と、田植えから稲刈
りまでを体験します。
Ｉ100人
Ｋ小･中学生2,000円、高校生以上
4,000円
Ｍ4月19日㈮必着。ｏ（1組1通）にｊ
のほか、参加者全員の氏名（フリガ
ナ）・年齢を明記して、〒265-0076若葉
区下田町971下田農業ふれあい館へ。
Ｆ237-8988、Ｅshimodafreai08.10 
@ec2.technowave.ne.jpも可。
Ｔ同館☎237-8011Ｆ前記。月曜日（祝
･休日の場合は翌日）休館

Ｙ江戸前アサリわくわく調査

Ｊ4月21日㈰10：00～15：00
Ｂ千葉ポートパーク人工海浜
Ｎ採取したアサリの大きさなどを調
査します。
Ｈ小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
Ｉ30人
Ｋ50円
Ｍ4月8日㈪必着。ｏにｊを明記して、
〒260-8722千葉市役所環境規制課
へ。Ｅkankyokisei.ENP@city.

chiba.lg.jp、電子申請も可。
Ｔ同課☎245-5194Ｆ245-5581

Ｗ猫の譲渡会 
「にゃんこの家族さがし」

Ｊ4月14日㈰11：00～14：00
ＢスタジオCoCoLo（中央区弁天
2-22-6）
Ｈ愛玩目的で終生飼うことができ、
適切な管理ができる方
Ｃ猫の譲り渡しは後日となります。
詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ市猫ボランティア連絡会・笠井さ
ん☎080-3402-1956（平日20：00～ 
21：30）または生活衛生課☎245-5215
Ｆ245-5556

Ｖ動物保護指導センター 
猫の譲渡会

Ｊ4月25日㈭13：30～15：30
Ｈ愛玩目的で終生飼うことができ、
適切な管理ができる方
Ｃ当日直接会場へ。猫の譲り渡しは
後日となります。条件など詳しくは、
お問い合わせください。成猫は平日
随時見学可。
Ｔ動物保護指導センター☎258-7817
Ｆ258-7818

Ｗこころの健康センターの催し

①精神障害者家族のつどい
Ｊ4月15日㈪13：40～16：00
Ｎテーマ＝家族として、本人との
関わりを学ぶ

②アルコールミーティング
Ｊ4月19日㈮14：00～16：00
Ｎ話し合いと学習会
Ｈお酒の問題で悩んでいる家族と
本人

③うつ病当事者の会
Ｊ4月23日㈫13：30～15：00
Ｎ病気のこと、生活・仕事の悩みな
どの語り合い
Ｈうつ病治療中の方

④依存症治療・回復プログラム
Ｊ第1・3水曜日14：00～15：30
Ｈアルコール・薬物依存症でお悩
みの方
Ｃ事前面談あり
Ｍ電話で、こころの健康センター
☎204-1582

Ｃ①～③当日直接会場へ
Ｔ同センター☎前記Ｆ204-1584

Ｙ郷土博物館　鎧やむかしの 
着物の着用体験

Ｊ4月20日㈯13：30～15：00
Ｎ平安～江戸時代の着物や鎧などの
着用体験
Ｈ身長約135センチメートル以上の方
Ｉ15人
Ｍ4月12日㈮必着。ｏにｊを明記し

て、〒260-0856中央区亥鼻1-6-1千葉
市立郷土博物館へ。電子申請も可。
Ｔ同館☎222-8231Ｆ225-7106。月曜
日休館。4月1日㈪は臨時開館

Ｗ放射線医学総合研究所 
一般公開

Ｊ4月21日㈰9：30～16：30（16：00受付
終了）
Ｎ実験教室、講演会、重粒子線がん
治療相談、スタンプラリーなど
Ｃ当日直接会場へ
Ｍ20人以上の団体の場合は電話で、
放射線医学総合研究所☎206-3193
Ｔ同施設☎前記Ｆ382-3475

Ｗ健康長寿ちば！歌声大会

Ｊ4月25日㈭10：00～16：30
Ｂ生涯学習センター
Ｉ先着300人
Ｋ500円
Ｍ当日直接会場へ
Ｔうたともクラブ☎238-8180Ｆ238-
8005

Ｙ千葉公園に紙芝居がやって
くる！

Ｊ4月27日㈯11：30～12：00、13：00～
13：30
Ｂ千葉公園蓮華亭
Ｉ各先着50人
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ中央・稲毛公園緑地事務所☎251-
5103Ｆ254-5834

Ｙちば大道芸の日

Ｊ4月28日㈰12：00・12：30・13：00・ 
14：00・14：30・15：00の6回
Ｂ千葉銀座通り
Ｎフリーマーケットも。雨天中止
Ｔ大道芸フェスティバルinちば実行
委員会☎201-5515Ｆ201-5510

Ｙ0歳からの親子コンサート　
おとみっくと音の旅

Ｊ5月25日㈯11：00～12：00
Ｂ市民会館小ホール
Ｎ体を動かし、声を出して音を楽し
むコンサート。出演＝おとみっく（音
楽ワークショップ・チーム）
Ｈ小学生以下の子どもと保護者
Ｋ前売券＝親子（大人1人と子ども1
人）1,500円、2人目以降の子どもは1
人500円
Ｃ前売券販売所＝文化センター、市
民会館、市男女共同参画センター、
美浜文化ホール、若葉文化ホール
Ｔ文化振興財団☎221-2411Ｆ224-
8231

Ｗ障害者福祉センター 
バドミントン大会　

Ｊ5月26日㈰9：00～17：00
Ｎボランティアとペアを組んで試合
をします。
Ｈ市内在住・在勤で、身体障害者・療
育・精神障害者保健福祉手帳のいず
れかをお持ちの18歳以上の方
Ｉ24人
Ｃ参加者とペアを組むボランティア
も募集します（Ｈバドミントン経験
者）。詳しくはお問い合わせくださ
い。
Ｍ4月27日㈯必着。ｏにｊのほか、障
害種別を明記して、〒260-0844中央
区千葉寺町1208-2千葉市障害者福祉
センターへ。Ｅkizuna@mbj.nifty.
comも可。
Ｔ同センター☎209-8779Ｆ209-
8782。月曜日（祝・休日の場合は翌日
も）、祝・休日休館

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

情報けいじばん
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Ｗ家庭バレーボール大会

Ｊ6月9日㈰8：30～16：30
Ｂ小・中学校の体育館
Ｎ1チーム9～15人。女子・家族・シニ
アの各部に分かれて試合をします。
Ｈ中学生以上の方
Ｋ1チーム1,000円
Ｍ5月10日㈮必着。申込書（区役所地
域振興課で配布。地区スポーツ推進
委員に請求、スポーツ振興課ｈから
印刷も可）を、〒260-8722千葉市役
所スポーツ振興課へ。
Ｔ同課☎245-5968Ｆ245-5994

教室・講座

Ｗ市社会福祉研修センター 
社会福祉セミナー

Ｊストレッチでリラックス＝4月 
12日㈮9：55～11：30。足腰しっかり転
倒予防体操＝4月12日㈮12：55～ 
14：30。失敗しない介護施設の選び方
＝4月18日㈭9：55～12：00
Ｉ各先着30人
Ｍ電話で、市社会福祉研修センター
☎209-8841。Ｆ312-2943・Ｅkensyuu-c 
@chiba-shakyo.jpも可（ｊを明記）。

Ｗ認知症介護研修 
（実践者・基礎）

①認知症介護実践者研修
Ｊ講義・演習＝5月24日㈮・31日㈮、
6月10日㈪・27日㈭・28日㈮、8月2日
㈮9：00～17：00。全6回。実習＝6月
29日㈯～7月26日㈮

②認知症介護基礎研修
Ｊ6月14日㈮9：00～17：00
Ｂ市社会福祉研修センター（①の実
習は、各自施設）
Ｈ市内の介護保険施設・事業所の職
員（①は2年程度の実務経験がある方）
Ｉ各50人（多数の場合選考）
Ｋ①5,000円、②1,000円
Ｃ申請書配布場所＝地域包括ケア推
進課。ｈ（「千葉市　認知症介護に関
する研修」で検索）から印刷も可
Ｍ4月15日㈪必着。申請書を〒260-
8722千葉市役所地域包括ケア推進課
へ。電子申請も可。
Ｔ同課☎245-5267Ｆ245-5293

Ｗ障害者福祉センターの講座 
社会適応訓練

囲碁・将棋・マージャンの会
Ｊ4月～来年3月の第3水曜日10：00
～11：30。全12回

障害者ゴルフ教室
Ｊ5月～来年2月（8月を除く）の第
3金曜日10：00～11：30。全9回
Ｂ誉田ゴルフセンター（緑区誉田
町1-56-1）
Ｃ貸しボール代実費負担
Ｈ18歳以上で身体障害者手帳をお持
ちの方
Ｉ各先着15人
Ｍ4月2日㈫から電話で、障害者福祉
センター☎209-8779。Ｆ209-8782・
Ｅkizuna@mbj.nifty.comも可（ｊ
を明記）。
Ｔ同センター☎・Ｆ前記。月曜日（祝
・休日の場合は翌日も)、祝・休日休館

Ｗ音訳・点訳ボランティア養成
講座

①音訳ボランティア
Ｊ4月25日～来年3月の木曜日のう
ち20回、10：00～12：00

②点訳ボランティア

Ｊ5月7日～来年3月の火曜日のう
ち20回、10：15～12：15
Ｂ視覚障害者総合支援センターちば
Ｎ①声の図書・②点字図書の製作ボ
ランティアを養成
Ｉ各10人（多数の場合選考）
Ｋ5,000円程度
Ｍ4月12日㈮必着。申込書（同センタ
ーで配布。同センターｈから印刷も
可）を〒284-0005四街道市四街道
1-9-3視覚障害者総合支援センター
ちばへ。
Ｔ同センター☎424-2390、障害者自
立支援課Ｆ245-5549

Ｗ療育センターふれあいの家 
講習会

①要約筆記講習会
Ｊ5月9日～7月11日の木曜日13：30
～15：30。全10回
Ｈ18歳以上の方
Ｉ20人（多数の場合、初めて参加
される方を優先）

②聞こえにくくなった方の勉強会
Ｊ5月14日～7月23日（7月16日を除
く）の火曜日13：30～15：30。全10回
Ｈ耳が聞こえにくくなった18歳以
上の方と家族
Ｉ先着30人
Ｋ500円程度
Ｍ①4月20日㈯必着。ｏにｊのほか、
同施設講習会参加歴を明記して、〒
261-0003美浜区高浜3-3-1はまのわ内
療 育 セ ン タ ー ふ れ あ い の 家 へ 。
Ｅfureai1981@bz04.plala.or.jpも
可。②電話で、同施設☎216-5130。
Ｆ277-0291・Ｅ前記も可（ｊを明記）。
Ｔ同施設☎・Ｆ前記。月曜日（祝日の
場合は翌日も）、祝・休日休館

Ｗ初級障がい者スポーツ指導
員養成講習会

Ｊ6月8日㈯・9日㈰・15日㈯・16日㈰時
間未定（1日8時間程度）。全4回
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｈ18歳以上の方
Ｉ50人（多数の場合選考）
Ｃ講習会終了後、資格申請に9,300円
かかります。
Ｍ4月15日㈪～30日 必着。申込書

（区役所地域振興課で配布。4月1日㈪
から、スポーツ協会ｈから印刷も可。）
を、〒260-0025中央区問屋町1-20千葉
市スポーツ協会へ。Ｆ203-8936も可。
Ｔ同協会☎238-2380Ｆ前記

Ｗひきこもり家族セミナー

Ｊ4月26日㈮13：30～16：30
Ｂ市ひきこもり地域支援センター
Ｎ家族同士の語り合いや、カウンセ
ラーによる相談
Ｈひきこもりの家族がいる方
Ｉ先着20人
Ｍ電話で、同センター☎204-1606
Ｔ同センター☎前記Ｆ204-1607

Ｙ都川水の里公園 
稲作体験講座

Ｊ5月5日㈷、6～10月の日曜日のうち
6回、9：00～12：00。全7回
Ｉ45人程度
Ｋ1,000円
Ｃ小学生以下は保護者同伴。講座終
了後、公園内で稲作活動を行うボラ
ンティアに参加できます。詳しくは、
ｈ「千葉市　都川水の里公園」で検
索
Ｍ4月16日㈫必着。ｏにｊのほか、参
加者全員の氏名（フリガナ）・年齢を
明記して、〒265-0053若葉区野呂町
108千葉市若葉公園緑地事務所へ。Ｆ
228-5421、Ｅwakaba.URP@city.

chiba.lg.jpも可。
Ｔ同事務所☎228-0080Ｆ前記

Ｚハス守りさん・緑と花の地域
リーダー養成講座

ハス守りさん養成講座
Ｊ5月22日㈬～来年3月中旬のうち
8回
Ｂ千葉公園ほか
Ｎハスについて学び、自宅で栽培
します。

緑と花の地域リーダー養成講座
Ｊ6月2日㈰～11月17日㈰のうち14
回、原則日曜日の午後に開催
Ｂ三陽メディアフラワーミュージ
アムほか
Ｎ花壇づくりなど、地域で行う緑
と花の活動を基礎から学びます。
Ｉ各10人
Ｃ申込書配布場所＝緑政課、区役所
地域振興課、市民センター、公民館
など。緑政課ｈから印刷も可。
Ｍ5月7日㈫必着。申込書を、〒260-
8722千葉市役所緑政課へ。Ｆ245-
5885、Ｅmidoritohana@city.
chiba.lg.jpも可。
Ｔ同課☎245-5775Ｆ前記

Ｚ稲毛ヨットハーバーの教室 
ヨット入門コース

Ｊ5月5日㈷9：30～16：00
Ｈ16歳以上の方　Ｉ先着10人
Ｋ5,000円
Ｃ荒天中止
Ｍ4月24日㈬10：00から電話で、稲毛
ヨットハーバー☎279-1160
Ｔ同施設☎前記Ｆ279-1575。火曜日
休館

Ｗ健康づくりスポーツ教室

Ｊ①ビューティピラティス（未経験
～初心者）＝5月7日～6月11日の火曜
日。②ステップエクササイズ（基本
編）＝5月8日～7月3日（5月22日、 
6月12日・19日を除く）の水曜日。③
バーオソル（バレエ式エクササイズ）
＝5月10日～6月28日（5月24日、 
6月14日を除く）の金曜日。いずれ
も、19：30～20：30。全6回
Ｂ①高洲コミュニティセンター、②
③千葉ポートアリーナ
Ｈ18歳以上の方　Ｉ各25人
Ｋ1,500円
Ｍ4月15日㈪必着。ｏ（1人1通1教室）
にｊ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。
Ｅsanka@chibacity.spo-sin.or.jp
も可。
Ｔ同協会☎238-2380Ｆ203-8936

春は新生活で疲れが溜まっ
てしまうこともありますよ
ね。体と心のリフレッシュ
には、適度な運動
がお勧めです！

編集担当Ｙ

Ｖ救命講習会

①普通救命講習会
ＪＢ5月9日㈭・16日㈭ 9：00～12：00
＝セーフティーちば。5月10日㈮ 
9：00～12：00＝若葉消防署。5月12日
㈰・14日㈫・28日㈫ 13：30～16：30＝
救助救急センター。5月24日㈮13：30
～16：30＝緑消防署

② WEB講習会
Ｊ5月16日㈭14：00～15：30

③上級救命講習会

Ｊ5月18日㈯9：00～17：00
Ｋ1,000円

④上級救命再講習会
Ｊ5月11日㈯13：30～16：30、22日㈬
9：00～12：00
Ｈ上級救命講習を修了した方
Ｂ②～④セーフティーちば
Ｉ①各回先着10人、②先着10人、③
各先着20人、④各先着10人
Ｍ電話で、防災普及公社☎248-5355。
同公社ｈからも可。
Ｔ同公社☎前記Ｆ248-7748

Ｚ千葉芸術文化塾

①春雨物語を読む～血かたびら～
Ｊ5月10日～6月14日の金曜日10：00
～12：00。全6回

②名場面で読みとおす源氏物語五十
四帖～若菜上から鈴虫まで～
Ｊ5月10日～6月14日（5月31日を除
く）の金曜日14：00～16：00。全5回

③ヨーロッパの現代史～第2次大戦
とヨーロッパⅠ～
Ｊ5月15日～6月19日の水曜日10：00
～12：00。全6回

④紫式部日記を読む
Ｊ5月16日～7月11日の隔週木曜日
10：00～12：00。全5回

⑤今日から明治維新を捉えなおす～
「夜明け前」からみる明治維新～
Ｊ5月16日～6月20日の木曜日14：00
～16：00。全6回

⑥芸術に親しむ～レクチャー＆コン
サート～
Ｊ6月5日～7月10日（6月19日を除
く）の水曜日14：00～16：00。全5回
Ｎテーマ＝サックス、ドボルザー
ク、日本歌曲、ドビュッシー、オ
ーボエ

⑦もう一度読む日本霊異記
Ｊ6月21日～7月26日の金曜日10：00
～12：00。全6回

⑧アメリカ合衆国を知る
Ｊ6月27日～8月1日の木曜日14：00
～16：00。全6回

⑨平家物語の人物を読む～名将の光
と影・源義経Ⅶ
Ｊ6月28日～7月19日の金曜日14：00
～16：00。全4回
Ｂ文化センター
Ｉ①～⑤⑦～⑨各先着140人、⑥先着
100人
Ｋ①③⑤⑦⑧9,600円、②④⑥8,000
円、⑨6,400円
Ｍ文化センター、市民会館、市男女共
同参画センターなどでチケットを購入
Ｔ千葉芸術文化塾（市文化振興財団
内）☎221-2411Ｆ224-8231

Ｙ初級古文書講座「江戸時代 
の村の古文書を読む」

Ｊ5月11日、6月1日・29日、7月6日、
8月3日・31日の土曜日10：00～12：00
または13：30～15：30。各全6回
Ｂ郷土博物館
Ｈ古文書初心者　Ｉ各40人
Ｍ4月9日㈫必着。ｏ（1通1人）にｊ
のほか、午前・午後の希望を明記し
て、〒260-0856中央区亥鼻1-6-1千葉
市立郷土博物館へ。電子申請も可。
Ｔ同館☎222-8231Ｆ225-7106。月曜
日休館。4月1日㈪は臨時開館

Ｙ南部青少年センターの講座　
　
高校生と一緒に作る科学工作講座
Ｊ5月11日㈯13：30～16：00
Ｈ小学3年～中学生　Ｉ先着20人
Ｋ1,000円

春のヨーガ入門
Ｊ5月18日～6月1日の土曜日13：30
～15：00。全3回

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
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Ｈ16歳以上の方　Ｉ先着20人
Ｍ4月9日㈫から電話で、南部青少年
センター☎264-8995
Ｔ同センター☎前記Ｆ268-1032。月
曜日（祝日の場合は翌日も）、祝・休
日休館

Ｙジュニア育成プログラム

Ｊ講義＝5月18日、9月14日、11月9日
の土曜日10：00～11：30。実技＝5月
25日、7月20日、10月5日、11月23日、
12月14日の土曜日9：30～12：00。全8回
Ｂ講義＝中央コミュニティセンター。
実技＝千葉公園スポーツ施設、青葉
の森スポーツプラザ
Ｎトップアスリートを目指す子ども
を支援するためのプログラムを行い
ます。講義＝スポーツの怪我予防、
栄養・メンタルサポート。実技＝バレ
ーボール、陸上、テニス、卓球、ミ
ニバスケットボール
Ｈ小学4～6年生と保護者
Ｉ30組60人
Ｋ1組2,800円
Ｃ講義は保護者、実技は子どものみ
参加（保護者同伴可）。詳しくは、お
問い合わせください。
Ｍ4月15日㈪必着。ｏに保護者のｊの
ほか、子どもの氏名（フリガナ）・年
齢・スポーツ経験の有無（有りの場合
は競技名も）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。Ｅsanka@chibacity.spo-sin.
or.jpも可。
Ｔ同協会☎238-2380Ｆ203-8936

Ｚ公共施設マネジメントゲー
ム体験ワークショップ

Ｊ6月1日㈯14：00～16：00
Ｂ生涯学習センター
Ｎ市の資産経営の取り組みを紹介。
ボードゲームを使って公共施設マネ
ジメントを体験し、30年後の公共施
設のあり方を一緒に考えます。
Ｉ20人
Ｍ4月30日 までにＥメールで、ｊを
明記して、資産経営課Ｅshisankeiei.
FIA@city.chiba.lg.jp。 Ｆ245-5654、
電子申請も可。
Ｔ同課☎245-5283Ｆ前記

Ｙ市図書館地域おはなしボラ
ンティア養成講座

Ｊ6月6日㈭～来年2月13日㈭のうち
15回
Ｂ市中央図書館ほか
Ｎ読み聞かせの方法、本の選び方、
プログラムの組み立て方などを学び
ます。
Ｈ市内在住の20～65歳で、読み聞か
せなどの経験が3年以上あり、講座終
了後、地域おはなしボランティアと
して活動できる方
Ｉ10人（多数の場合選考）
Ｃ詳しくは、ｈ「千葉市　おはなし
ボランティア養成」で検索。申込書
配布場所＝市中央図書館、地区図書
館・分館。ｈから印刷も可。
Ｍ4月19日㈮までに、申込書と必要書
類を市中央図書館へ直接持参
Ｔ同館☎287-3980Ｆ287-4053。月曜
日・第3木曜日（祝・休日の場合は翌
日）休館

相　談

Ｗエイズなど性感染症の 
検査と相談　

検査

Ｊ4月9日㈫・16日㈫14：00～15：00
Ｍ電話で、感染症対策課☎238-
9974 

面談・電話相談
Ｊ火曜日（4月30日を除く）10：00
～12：00、13：00～16：00と4月17日
㈬・24日㈬14：00～16：00
Ｎ専門カウンセラーによる相談
Ｃ要事前予約
Ｂ保健所
Ｃ匿名で受けられます。
Ｔ同課☎前記Ｆ238-9932

Ｗこころの健康センターの相談

Ｊ①アルコール・薬物依存相談＝4月
10日㈬・26日㈮、5月8日㈬14：00～16：00
②高齢者相談＝4月18日㈭14：00～
16：00
③ギャンブル等依存相談＝4月24日
㈬13：30～16：30
④思春期相談＝4月26日㈮、5月9日㈭
10：00～12：00
Ｎ①②④専門医による相談
Ｈ本人または家族
Ｍ電話で、こころの健康センター☎
204-1582
Ｔ同センター☎前記Ｆ204-1584

Ｗ女性のための健康相談

女性医師（婦人科）による面接相談
Ｊ4月24日㈬13：15～15：20
Ｂ保健所
Ｍ電話で、健康支援課☎238-1220

保健師による電話相談
相談専用電話☎238-1220
Ｊ平日9：00～16：00（12：00～13：00
を除く）
Ｈ女性ホルモンなどの関係で、心と
体の不調・不安で悩んでいる方
Ｔ同課☎前記Ｆ238-9946

Ｖくらしとすまい・法律 
特設相談

くらしとすまいの特設相談
Ｊ4月10日㈬、5月8日㈬10：00～ 
15：00
Ｎ相続・遺言、登記、税、不動産取
引、建築・リフォーム、土地の境界
Ｉ各日、各相談先着8人
Ｃ1人30分｡ 電話相談不可
Ｍ電話で、広報広聴課☎245-5609

特設法律相談
Ｊ4月27日㈯13：00～16：00
Ｎ弁護士による相談
Ｉ16人
Ｃ1人20分｡ 裁判所で訴訟・調停中
のもの､ 電話相談は不可
Ｍ4月18日㈭までに電話で、同課☎
前記｡ 電子申請も可。
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｔ同課☎前記Ｆ245-5796

Ｖ 分譲マンション相談・アドバ
イザー派遣

Ｊ4月11日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。4月18日㈭
＝法律相談など。いずれも、13：30～
16：30
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｃ相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可。
Ｍ前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎245-5690。Ｆ
245-5691も可（ｊを明記）。
Ｔ住宅政策課☎245-5849Ｆ245-5795

Ｖ建築相談

Ｊ4月14日㈰10：00～15：00
Ｂ生涯学習センター
Ｎ建築士による住宅の設計、建築、

耐震診断など
Ｃ当日直接会場へ。電話相談不可
Ｔ県建築士事務所協会千葉支部☎
291-6855（FAX兼用）

Ｖ不動産に関する相談会

Ｊ4月26日㈮10：00～16：00
Ｂ市役所1階ロビー
Ｎ不動産鑑定士による相談
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ県不動産鑑定士協会☎222-5795 
Ｆ222-9528

Ｖ消費生活センターの 
多重債務者特別相談

Ｊ4月11日㈭・25日㈭13：00～16：00
Ｉ各先着6人
Ｎ弁護士による相談
Ｃ1人30分程度。相談には債務者本人
が来所。家族の同伴も可。電話相談
不可
Ｍ電話で、消費生活センター☎207-
3000
Ｔ同センター☎前記Ｆ207-3111

Ｖ外国人のための法律相談

Ｊ4月15日㈪13：00～16：00
Ｂ国際交流プラザ
Ｉ先着4人
Ｃ通訳希望者は要事前相談
Ｍ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 

Ｖ心配ごと相談所の相談

法律相談
Ｊ4月18日㈭13：00～15：00
Ｎ弁護士による相談
Ｉ先着6人
Ｃ裁判所で訴訟・調停中のもの、電
話相談は不可。
Ｍ電話で、心配ごと相談所☎209-
8860

常設相談
Ｊ平日10：00～15：00（12：00～13：00
を除く）
Ｎ民生委員・児童委員などによる
相談
Ｔ同相談所☎前記Ｆ312-2442

Ｗ保健福祉の電話相談

保健や福祉に関する相談を受け、内
容に応じて、関係機関への引き継ぎ
などを行います。
相談先＝保健福祉総務課☎245-5720

（平日9：00～17：00）。Ｆ245-5721・
Ｅfukushi-soudan@city.chiba.
lg.jpでの相談も可。

募　集

ＺWEBアンケートで 
あなたの意見を市政に！

4月1日㈪～10日㈬、ｈでWEBアンケ
ートを行っています。
テーマ＝「生涯学習」「応急手当」「環
境配慮行動」
抽選で、動物公園などの施設利用券
を進呈。
詳しくは、ｈ「千葉市　WEBアンケ
ート」で検索
Ｔ広報広聴課☎245-5609Ｆ245-5796

Ｙみなとのコミュニティガー
デン活動の参加者

Ｊ4月11日㈭～来年3月31日㈫9：30～

11：30
Ｂ千葉みなと桟橋公園ほか
Ｎ花壇作り・手入れなど
Ｃ月1～4回、1回2時間程度
Ｍ4月10日㈬までにFAXで、 ｊを明
記して、みなと活性化協議会（海辺
活性化推進課内）Ｆ 2 4 5 - 5 6 9 5。
Ｅumibe.UR@city.chiba.lg.jpも
可。
Ｔ同協議会☎245-5348Ｆ前記

Ｚ花壇コンクールの参加者

Ｎ講習会で配布される6種類の草花
の種子から花壇を作り、美しさや技
術を競います。
一般花壇＝面積10平方メートル程度
の花壇
プランター花壇＝面積5平方メート
ル程度のプランターを利用した花壇
Ｈ市内で、市民が鑑賞できる場所に
花壇を設置できる団体または個人
Ｃ設置場所の利用許可などが必要な
場合は、各自で許可を得てください。
申込書・募集要項配布場所＝緑政課、
区役所地域振興課、市民センター、
公民館など。緑政課ｈから印刷も可。
花壇づくり講習会・種子の配布
Ｊ5月14日㈫・18日㈯10：00～12：00
Ｂ三陽メディアフラワーミュージ
アム
Ｍ5月7日㈫必着。申込書を、〒260‐
8722千葉市役所緑政課へ。Ｆ245-
5885、Ｅmidoritohana@city.
chiba.lg.jpも可。
Ｔ同課☎245-5775Ｆ前記

２０１８年度市長賞受賞花壇

Ｚ市長との対話会の参加者

ＪＢ5月11日㈯10：30～11：30＝宮崎
公民館、18日㈯17：00～18：00＝花見
川保健福祉センター、19日㈰10：00～
11：00＝千葉大学西千葉キャンパス
Ｎ市長による、2019年度予算とこれか
らの千葉市についての説明、意見交換
Ｉ各先着50人
ＭEメールで、ｊのほか、希望会場

（1人1会場）、参加者全員の氏名（フ
リガナ）を明記して、広報広聴課
Ｅkohokocho.CIC@city.chiba.
lg.jp。同課へ電話☎245-5298、Ｆ245-
5796、電子申請も可。

Ｚランチ・ミーティングの参加者

Ｊ5月14日㈫12：00～12：50
Ｂ市役所市長室
Ｎ市長と昼食を取りながら参加団体
の活動内容についての意見交換
Ｉ1団体（5～9人）
Ｇ昼食
Ｍ4月15日㈪必着｡ｇにｊのほか､ Ｅ
メールアドレス､ 団体名、活動内容、
参加人数、話し合いたいテーマを明
記して､ 〒260-8722千葉市役所広報
広聴課へ｡ Ｆ245-5796、電子申請も
可｡
Ｔ同課☎245-5298Ｆ前記

Ｚ姉妹都市を訪問する派遣生

①カナダ・ノースバンクーバー市
Ｊ8月5日㈪～20日㈫（予定）

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【15面】参照。ゴールデンウィークの主な施設の開館日は、【11面】をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。
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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
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契約課へ。
Ｃ資格要件など詳しくは、契約課ｈ
をご覧ください。
Ｔ契約課☎245-5088（工事・測量な
ど）☎245-5090（小規模修繕、物品
・委託）Ｆ245-5536、県電子自治体共
同運営協議会☎441-5551（ちば電子
調達システム）

Ｚ2019年度固定資産税の 
縦覧・閲覧

固定資産税の「土地・家屋価格等縦
覧帳簿」の縦覧
Ｊ4月1日㈪～5月7日㈫の平日
Ｎ納税義務者は、自己の資産と同
一区内の他の資産の評価額を比較
する目的でのみ、縦覧できます。

固定資産課税台帳の閲覧
Ｊ4月1日㈪から
Ｎ納税義務者は、自己の資産の課
税台帳を閲覧できます。賃借人は、
借りている土地や家屋（金銭など
対価の支払いがあるもの）の課税
台帳を閲覧できます。
Ｋ1枚300円（自己の資産分は5月 
7日㈫まで無料）
Ｂ市税事務所資産税課、市税出張所
Ｃ必要書類など詳しくは、お問い合
わせください。
Ｔ土地・家屋＝市税事務所資産税課・
東部（中央・若葉・緑区）☎233-8143
Ｆ233-8376、西部（花見川・稲毛・美
浜区）☎270-3143Ｆ270-3227
償却資産＝東部市税事務所法人課☎
233-8146Ｆ233-8376

Ｚ2019年度固定資産税・都市 
計画税の納税通知書の発送

固定資産税・都市計画税の納税通知
書は、4月8日㈪に発送予定です。
土地・家屋の課税明細（物件15件分ま
で記載。16件以上の場合は別途発送）
が記載されています。償却資産分は
別途発送します。詳しくは、ｈ「千
葉市　市税のホームページ」で検索
Ｔ土地・家屋＝市税事務所資産税課・
東部（中央・若葉・緑区）☎233-8143
Ｆ233-8376、西部（花見川・稲毛・美
浜区）☎270-3143Ｆ270-3227
償却資産＝東部市税事務所法人課☎
233-8146Ｆ233-8376

Ｘ子ども医療費助成受給券を
発送しました

4月から小学4年生になる子どもの保
護者へ、4月1日㈪から有効の新しい
受給券を3月下旬に発送しました。受
給券が届いていない方は、お問い合
わせください。
Ｔ保健福祉センターこども家庭課・
中央☎221-2149、花見川☎275-6421、
稲毛☎284-6137、若葉☎233-8150、緑
☎292-8137、美浜☎270-3150または
こども企画課☎245-5178Ｆ245-5547

Ｗ市骨髄移植ドナー支援 
事業所向け助成の開始

4月から、骨髄提供を行った方が就業
している国内の事業所向けに、本人
が取得したドナー休暇の日数に応じ
た額を助成します。
助成額＝1日1万円（上限7日間）
Ｔ健康企画課☎245-5229Ｆ245-5554

Ｚ再生可能エネルギーなどの設
備の設置費用の一部を助成

住宅用
Ｎ助成額　太陽光発電設備（要件
有り）＝出力1キロワット当たり2
万円（上限4.5キロワット）。太陽
熱利用給湯システム（強制循環式）
＝10万円。家庭用燃料電池システ
ム（エネファーム）＝5万円。定置

用リチウムイオン蓄電システム＝
10万円。ZEH（ゼロ・エネルギー・
ハウス）＝10万円
Ｈ居住する住宅に設置した方（法
人を除く）
Ｃ先着順で、予算に達し次第終了

事業用
Ｎ助成額　太陽熱利用給湯システ
ム＝対象経費の3分の1（上限100万
円）
Ｈ市内の高齢福祉施設、障害者支
援施設、医療施設
Ｉ先着1件
Ｃ申込方法など詳しくは、パンフレ
ット（市住宅供給公社、環境保全課、
区役所地域振興課などで配布）をご
覧いただくか、ｈ「千葉市　再エネ
補助金」で検索
Ｔ同公社☎245-7527Ｆ245-7517

Ｚ電気自動車（EV）の購入費
用を一部助成

助成対象＝4輪の電気自動車を新車
購入した方（法人を除く）。ハイブリ
ッド車、プラグイン・ハイブリッド車
は対象外
助成額＝10万円
Ｃ募集件数・申込方法など詳しくは、
パンフレット（環境保全課、区役所
地域振興課などで配布）をご覧いた
だくか、ｈ「千葉市　電気自動車　
補助金」で検索
Ｔ環境保全課☎245-5199Ｆ245-5553

Ｚ環境保全活動団体の活動経
費を一部助成

対象団体＝環境保全活動を行なう団
体
対象事業＝市内で行なう、地球環境
保全に係る自主活動事業
募集数＝先着7団体
助成額＝対象経費の2分の1（上限10
万円）
申請方法や対象経費など詳しくは、
ｈ「千葉市　環境保全　自主活動補
助金」で検索
Ｔ環境保全課☎245-5199Ｆ245-5553

Ｘ青少年健全育成事業の活動
経費を一部助成

対象団体＝市内に活動拠点を置き、
青少年の健全育成に寄与する活動実
績があり、規約や会則を持ち、事業
運営が独立して行われている団体

（スポーツや音楽などを主な活動内
容にしている団体、市または市の外
郭団体など公的な機関から補助金の
交付などを受けている団体を除く）。
対象事業＝団体が自主的に企画・運
営し、市民を対象とする事業で来年
3月31日㈫までに行うもの（1団体5事
業まで）
補助額＝対象経費の2分の1以内（1事
業上限14万円）
選考方法＝書類審査と団体の事業説
明により選考
Ｃ申請書は健全育成課で配布。 ｈ

（「千葉市　青少年健全育成事業」）
からダウンロードも可。
Ｍ5月7日㈫必着。申請書を、〒260-
8 7 2 2 千 葉 市 役 所 健 全 育 成 課 へ 。
Ｅkenzenikusei.CFC@city.chiba.
lg.jpも可。
Ｔ同課☎245-5955Ｆ245-5995

Ｖ分譲マンションの再生活動
の費用の一部を補助

①分譲マンション再生等合意形成支
援制度

対象＝延べ床面積の2分の1以上が
住宅用途で、区分所有者が5人以上
いる老朽化したマンションの管理
組合

要件＝再生活動およびその経費に
ついて総会などで議決されている
こと
補助額＝活動費用の2分の1（上限
25万円）
件数＝6件

②地域再生支援事業（計画策定費用
の補助）

対象＝敷地面積が1ヘクタール以
上のマンション団地管理組合（戸
建て住宅街区整備区域を設定する
場合は2ヘクタール以上）
要件＝建て替えの推進について総
会などで議決されていること。耐
用年数の2分の1以上経過し、区分
所有者が10人以上いること
補助額＝計画策定費用の2分の1

（上限50万円）
　件数＝1件
Ｃ申請書配布場所＝住宅政策課。 ｈ

（「千葉市　マンション再生」で検索）
から印刷も可。
Ｍ6月3日㈪～17日㈪に同課に直接持
参。件数に満たない場合は、12月 
20日㈮まで先着順で受け付け。
Ｔ住宅政策課☎245-5809Ｆ245-5795

Ｖ吹付けアスベスト分析調査・ 
除去などに費用の一部を補助

補助額　①分析調査＝費用の全額
（上限額25万円）｡ ②除去など＝費用
の3分の2以内（上限額100万円）。い
ずれも、消費税を除く
件数　①2件、②1件
Ｃ条件など詳しくは、お問い合わせ
ください。申請書配布場所＝建築指
導課、区役所地域振興課。ｈ（「アス
ベスト補助」で検索）から印刷も可
Ｍ5月7日㈫～31日㈮必着。申請書を、
建築指導課へ直接持参。件数に満た
ない場合は、11月29日㈮まで先着順
で受け付け
Ｔ建築指導課☎245-5836Ｆ245-5888

Ｖ建物の中間検査・完了検査を
受けましょう

建築主は確認済証の交付後に工事を
着手し、中間検査（適用除外あり）
と完了検査に合格して、初めて建物
を使用できます。建物を建てるとき
は、必ずこの検査を受けてください。
また、手続きを事業者に委託した場
合や中古物件を購入した場合など
も、確認済証、確認申請書の副本、
中間検査合格証、検査済証などの書
類を受け取り、大切に保管しましょ
う。
Ｔ建築情報相談課☎245-5839Ｆ245-
5831

Ｚ小学校の空き教室が休日に 
利用できます

土・日曜日、祝・休日などに、市立小
学校の空き教室を、地域活動や生涯
学習の場として貸し出しています。
利用にあたっては、学校ごとに管理
運営委員会の設置が必要です。手続
きなど詳しくは、「千葉市　小学校の
空き教室」で検索
Ｔ学校施設課☎245-5920Ｆ245-5991

Ｗ国民生活基礎調査にご協力を

保健・医療・福祉・年金・所得などの世
帯の状況を総合的に把握し、施策立
案の基礎資料とするための国民生活
基礎調査を行います。
調査時期　世帯票・健康票・介護票＝
4月中旬～6月中旬。所得票・貯蓄票＝
6月下旬～7月下旬
対象世帯　厚生労働省が層化無作為
抽出した市内の約3,600世帯
調査方法　調査員証を携帯した調査

員が、訪問します。
Ｔ保健福祉総務課☎245-5159Ｆ245-
5546

Ｚ農用地区域除外等の申出の
受け付けを停止

市では、市農業振興地域整備計画の
全体見直しを行っています。見直し
に伴い、農用地区域を確定させるた
め、農用地区域除外等の申出の受け
付けを停止しています。再開は、来
年6月の予定です。
Ｔ農地活用推進課☎245-5759Ｆ245-
5895

Ｖはかりの定期検査

2年に1回の検査が義務付けられてい
る、はかり（取引や証明に使用され
るもの）の定期検査を行います。
対象区域＝花見川・稲毛・美浜区
実施方法＝検査日時を事前に通知
し、対象事業所を巡回。詳しくは、
お問い合わせください。
Ｔ消費生活センター☎207-3603Ｆ
207-3111

Ｚ宝くじの販売

宝くじの収益は、私たちの身近な暮
らしに役立てられています。
ぜひ、市内の宝くじ売り場でご購入
ください。売り場の所在地など詳し
くは、ｈ「宝くじ　公式」で検索
特別史跡加曽利貝塚が描かれた宝く
じ
Ｊ4月1日㈪～23日㈫
Ｎ当せん金＝1等1,000万円、1等前
後賞各250万円ほか
Ｋ1枚100円
Ｃ抽せん日＝4月26日㈮

ドリームジャンボ宝くじ
Ｊ4月1日㈪～26日㈮
Ｎ当せん金＝1等3億円、1等前後賞
各1億円ほか
Ｋ1枚300円
Ｃ抽せん日＝5月10日㈮
Ｔ資金課☎245-5078Ｆ245-5535

Ｘアプリ「ちば My Style 
Diary」を配信中

県が配信する、妊娠・出産・育児など
をサポートするスマートフォンアプ
リです。
妊娠・健康・育児に関する24時間
WEB相談や、市が実施す
る子どもの健診・予防接
種情報やイベントの通知
と管理などができます。
Ｔ県子育て支援課☎223-2656Ｆ222-
9939

Ｚ大気汚染状況2月分

市内の測定局で測定した2月の微小
粒子状物質（PM2.5）の暫定指針値
超過日は0日でした。二酸化窒素

（NO2）の環境目標値超過日（41ppb
以上）は、【下表】の測定局が1日で
した。

最新情報など詳しくは、ｈ「千葉　
大気　時報」で検索
テレホンサービス☎238-7491・2
Ｔ環境情報センター☎238-9956Ｆ
238-4755

測定局名 日平均値の最大値（ppb）
葭川自排 42

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【15面】参照。ゴールデンウィークの主な施設の開館日は、【11面】をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。
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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

施　設

催し・講座名 日時・対象・定員
おはなし会

「はるの絵本・たまごの絵本」
4/1㈪14：00～14：₃0、15：00～15：₃0
Ｈ小学生以下の子ども

なかよし工房Aクラス
「アイロンビーズで作ろう！」

4/1㈪14：00～16：00
Ｈ小学～高校生　Ｉ先着16人

おやこ工作
「CDゴマを作ろう！」

4/6㈯14：₃0～16：₃0
Ｈ小学生以下の子どもと保護者　Ｉ先着20組

オープンキッチン
「レンジでかんたんチーズケー
キをつくろう！」

4/21㈰10：₃0～11：₃0、12：₃0～1₃：₃0
Ｈ4歳児～高校生
Ｉ各先着25人

ピースオンアース「みんなでロ
ビーをアートしよう！」

4/28㈰14：00～16：00
Ｈ4歳児～高校生

Ｃ就学前児は保護者同伴
Ｍ当日直接会場へ

☎202-1504 Ｆ202-150₃　火曜日休館。4/2㈫・₃0 は臨時
開館子ども交流館

催し・講座名など 日時・対象・定員など
①プラネタリウム新番組

「宇宙エレベーター」
4/1㈪投影開始　Ｉ各先着200人
Ｃ投影日時など詳しくは科学館ｈ

②プラネタリウム特別投影
「星空ヨガ」

4/19㈮18：₃0～19：₃0　
Ｉ先着60人　Ｋ大人1,000円、高校生900円

③ＧＷ企画展
みんなのスポーツ展

4/20㈯～5/19㈰9：00～17：00
Ｎスポーツに隠された科学の原理の解説
Ｋ大人700円、高校生450円、小・中学生250円

④プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ」

4/26㈮·27㈯19：00～19：45
Ｉ各先着200人
Ｋ高校生以上800円、小・中学生₃00円

⑤ちば生きもの科学クラブ
～海の生きものと私たち～

5/18㈯～12/1㈰のうち、8回。初回は、10：₃0～15：₃0
Ｈ小学4年生以上の方　Ｉ20人　Ｋ2,500円

Ｍ①券売機・②④ミュージアムショップでチケット購入。③当日直接会場へ。⑤
4/26㈮必着。ｏ（1人1枚）にｊのほか、応募理由を明記して、〒260-001₃中央区
中央4-5-1きぼーる7階千葉市科学館へ。

科学館 ☎₃08-0511 Ｆ₃08-0520
入館料＝大人510円、高校生₃00円、小・中学生100円
プラネタリウム（1番組）＝大人510円、高校生₃00円、小・中学生100円

生涯学習センター
Ｍ①～④⑨当日直接会場へ（開始時間の₃0分前から受付）。⑤～⑧⑩～⑫4/15㈪、
⑬⑭4/₃0 必着。ｏ（1人1通1講座）にｊを明記して、〒260-0045中央区弁天₃-7-7
千葉市生涯学習センターへ。Ｅkouza@chiba-gakushu.jpも可。

☎207-5820 Ｆ207-5822　第4月曜日休館

催し・講座名 日時・対象・定員など
①月曜名画座「地下室のメ
ロディー」

4/8㈪10：00～12：05、14：00～16：05
Ｉ各先着₃00人

②親子アニメ上映会

4/1₃㈯10：00～11：00、14：00～15：00　
Ｎ「はらぺこあおむし」、人形劇「じゅげむじゅげむ」
など
Ｉ各先着65人

③木曜名画座
「紳士は金髪がお好き」

4/18㈭10：00～11：₃5、14：00～15：₃5　
Ｉ各先着₃00人

④やすらぎのアトリウムコ
ンサート～Duo Iris 春う
ららコンサート～

4/27㈯16：00～17：00
Ｎ曲目＝愛の喜び、タイスの瞑想曲など

⑤子ども料理教室「スパイ
スから作る本格カレー」

5/5㈷10：₃0～12：₃0
Ｈ小学4～6年生　Ｉ20人　Ｋ700円

⑥パソコンで楽譜をつくっ
てあそぼう

5/5㈷・6 10：00～12：00　全2回　
Ｈ小学5年生以上で、簡単なパソコン操作ができる方
Ｉ10人

⑦はじめてのワード2016 5/9～6/1₃の木曜日10：00～12：00　全6回
Ｈ文字入力ができる方　Ｉ20人　Ｋ1,296円

⑧エクセル入門
5/10～₃1の金曜日10：00～12：00　全4回
Ｈワード使用経験のあるエクセル初心者　Ｉ20人　
Ｋ1,296円

⑨プログラミング体験
「ポケットパーク DE ビス
ケット」

5/11㈯11：₃0～12：00、1₃：00～1₃：₃0　
Ｈ5歳児～小学₃年生　Ｉ各回先着10人
Ｃ就学前児は保護者同伴

⑩デジカメ写真の取込みと
活用

5/11～6/1の土曜日10：00～12：00　全4回
Ｈワード使用経験がある方　Ｉ20人

⑪子ども理科実験教室 5～7月の第2土曜日1₃：₃0～15：00　全₃回
Ｈ小学4～6年生　Ｉ16人　

⑫デジカメピクニック
5/1₃㈪・14㈫・22㈬・28㈫・29㈬10：00～15：00　全5回
Ｈ60歳以上で文字入力ができる方　Ｉ20人
Ｇデジタルカメラ

⑬人生100年時代を賢く生
きる

5/14～28の火曜日1₃：₃0～15：00　全₃回
Ｎマネーと投資の心理学、「人生100年時代」の社会
学、ハザードマップの読み方・使い方　Ｉ先着60人

⑭はじめてのタブレット体験 5/2₃㈭10：00～12：00
Ｈタブレット未経験者　Ｉ20人

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

中
央

生浜公民館
☎26₃-0268
Ｆ26₃-0907

文化講座「日本の唱
歌を歌い仲間づく
り」

4/18㈭10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着₃0人
Ｍ4/2㈫から電話で

新宿公民館
☎24₃-4₃4₃
Ｆ24₃-₃972

時短簡単季節の和菓
子作り

4/25㈭10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ600円
Ｍ4/2㈫から電話で

末広公民館
☎264-1842
Ｆ264-₃746

シニアにうれしい楽
しいタブレット教室

4/22㈪1₃：₃0～15：₃0
Ｈ60歳以上でタブレットを持っていない
方　Ｉ先着12人
Ｍ4/4㈭から電話で

星久喜公民館
☎266-4₃92
Ｆ266-4981

日本桜草展示会「可
憐な日本桜草がいっ
ぱい」

4/20㈯･21㈰10：00～15：00　
Ｃ当日直接会場へ

宮崎公民館
☎26₃-59₃4
Ｆ26₃-4904

赤ちゃんから英語耳
･中国語耳を育てよ
う！

4/16㈫・2₃㈫10：00～11：00　全2回
Ｈ就学前児と保護者　Ｉ先着10組
Ｍ電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
Ｆ271-6994

初めての生け花

4/2₃、5/14・28、6/11・25、11/12・26、
12/10・24の火曜日1₃：00～15：00　全9回
Ｈ成人　Ｉ先着7人　Ｋ6,₃00円
Ｍ4/2㈫から電話で

親子で一緒に体操し
よう

5/1・15・29、6/5、7/₃・17の水曜日10：00～
12：00　全6回
Ｈ2・₃歳児と保護者　Ｉ先着15組₃0人
Ｍ4/2㈫から電話で

検見川公民館
☎271-8220
Ｆ271-9₃19

はじめてのアルゼン
チンタンゴと社交ダ
ンス

4/18㈭·24㈬1₃：00～15：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着10人　
Ｍ4/2㈫から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
Ｆ259-64₃1

タブレットを使った
脳トレーニング体験
講座

4/18・25、5/9の木曜日10：00～11：₃0
全₃回　Ｈ60歳以上の方　Ｉ先着20人
Ｍ4/2㈫から電話で

花園公民館
☎27₃-8842
Ｆ271-0₃70

笑顔をつなぐ整理収
納「生前整理で人生
身軽に！」

4/24㈬10：00～11：₃0
Ｈ60歳以上の方　Ｉ先着20人
Ｍ4/2㈫から電話で 

花見川公民館
☎257-2756
Ｆ286-0185

2歳児前後親子ふれ
あい教室

5/8・22・29の水曜日10：00～12：00　全₃回
Ｈ1歳6カ月～2歳6カ月児と保護者
Ｉ先着10組
Ｍ4/9㈫から電話で

幕張公民館
☎27₃-7522
Ｆ27₃-6185

吟詠を楽しみながら
健康寿命を延ばしま
せんか？

5～7月の第2･4日曜日1₃：₃0～16：₃0
全6回　Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ100円
Ｍ4/4㈭から電話で

幕張本郷公民館
☎271-6₃01
Ｆ271-0881

パン作り教室
（①②初心者向け、③
初級者向け）

①5/21㈫・②22㈬・③2₃㈭10：₃0～1₃：₃0
Ｈ成人（③は初心者向けを受けたことが
ある方）　Ｉ各先着20人　Ｋ600円
Ｍ4/11㈭から電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎24₃-7425
Ｆ24₃-₃962

水彩画教室
「いなげ八景を描く」

5/4～18の土曜日10：00～12：00（5/4は 
14：00～16：00）　全₃回
Ｈ成人　Ｉ先着15人
Ｍ4/2㈫から電話で

草野公民館
☎287-₃791
Ｆ287-₃672

シニア向けスマート
フォン講座

4/12㈮·18㈭10：00～12：00
Ｈ60歳以上の方　Ｉ各先着₃0人
Ｍ4/2㈫から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
Ｆ247-19₃1

気楽に落語でもいか
がですか（千葉大学
落語研究会）

4/27㈯1₃：₃0～16：00
Ｉ先着50人
Ｍ当日直接会場へ

小中台公民館
☎251-6616
Ｆ256-6179

小仲台･稲毛地域の
歴史を探る

4/17㈬14：00～16：00
Ｉ先着₃0人
Ｍ4/2㈫から電話で

山王公民館
☎421-1121
Ｆ42₃-0₃59

親子スキンシップ教
室（ベビーマッサー
ジなど）

5/16～₃0の木曜日1₃：₃0～15：00　全₃回
Ｈ₃～7カ月児と保護者　Ｉ先着10組
Ｋ500円　Ｃ託児あり
Ｍ4/2㈫から電話で

都賀公民館
☎251-7670
Ｆ284-0627

初めての味噌づくり
教室

4/20㈯1₃：₃0～16：₃0
Ｈ成人  Ｉ先着20人　Ｋ2,500円
Ｍ4/2㈫から直接来館（料金持参）

轟公民館
☎251-7998
Ｆ285-6₃01

旬の野菜で手作りキ
ムチ

4/20㈯10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着15人　Ｋ500円
Ｍ4/2㈫から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
Ｆ286-6442

親子スキンシップ教
室（ベビーマッサー
ジなど）

5/16･2₃、6/6･1₃の木曜日1₃：₃0～15：₃0　
全4回　Ｈ4カ月～1歳児と保護者
Ｉ先着10組　Ｋ500円
Ｍ4/2㈫から電話で

若
葉

千城台公民館
☎2₃7-1400
Ｆ2₃7-1401

癒しの仏像づくり～
円空仏を彫る～

4～8月の第₃･4土曜日9：₃0～11：₃0　全10
回
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ1,000円
Ｍ4/2㈫から直接来館（料金持参）

若松公民館
☎2₃1︲7991
Ｆ2₃1︲0798

水彩画教室～透明水
彩絵の具で色のにじ
みを楽しもう～

5/22㈬･2₃㈭9：₃0～12：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着12人　Ｋ1,000円
Ｍ4/9㈫から電話で

公民館
講座
Ｍ受付時間は特に記載のない限り9：00～17：00。直接来館も可。
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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【15面】参照。ゴールデンウィークの主な施設の開館日は、【11面】をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

緑

誉田公民館
☎291︲1512
Ｆ292︲7487

親子で遊ぼう！ 
「英語でリトミック」

5/11㈯･25㈯10：00～11：00　全2回
Ｈ1～₃歳児と保護者　Ｉ先着10組
Ｍ4/4㈭から電話で

椎名公民館
☎292︲0210
Ｆ292︲46₃1

春の花づくり入門
4/22㈪、5/27㈪10：00～11：₃0　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ200円
Ｍ4/2㈫から電話で

美
浜

稲浜公民館
☎247︲8555
Ｆ2₃8︲4176

2～₃歳児親子体操教
室

5/10～₃1の金曜日10：00～12：00　全4回
Ｈ2・₃歳児と保護者　Ｉ先着20組　
Ｍ4/22㈪から電話で

幸町公民館
☎247︲0666
Ｆ2₃8︲415₃

郷土史講座「千葉の気
球連隊と風船爆弾」

4/25㈭10：00～12：00　　
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ4/2㈫から電話で

高浜公民館
☎248︲7500
Ｆ248︲6851

赤ちゃんとママの体
操「楽しくベビーマ
ッサージ」

4/10～24の水曜日10：00～12：00　全₃回
Ｈ1歳未満の子と母親　Ｉ先着20組
Ｍ4/2㈫から電話で

相続セミナー「知っ
て得する生前対策」

4/1₃㈯10：00～12：00　Ｈ成人
Ｉ先着20人　Ｍ4/2㈫から電話で

フラワーカレッジ参加者募集
Ｍ5/1㈷～10㈮消印有効。ｏ（1通1人1講座）に、ｊを明記して、〒261-000₃美浜
区高浜7-2-4三陽メディアフラワーミュージアムへ。Ｅhanabi-event@
worldparkjp.comも可。 

三陽メディアフラワーミュージアム
　☎277-8776 Ｆ277-8674　月曜日休館。4/29㈷は臨時開館
　入館料＝高校生以上₃00円、小・中学生150円
フラワーゴールデンウィーク　4/27㈯～5/6

催し·講座名 日時・定員･料金
多肉植物のアレンジメント 5/11㈯1₃：₃0～15：₃0　Ｉ20人　Ｋ2,000円
トールペイントで描く子猫の
メガネケース

5/17㈮1₃：₃0～15：₃0
Ｉ20人　Ｋ800円

ハーブで作る入浴剤＆アロマ
のボディーソープ

5/22㈬1₃：₃0～15：₃0
Ｉ20人　Ｋ2,000円

ポーセラーツオリジナル陶器 5/25㈯1₃：₃0～15：₃0　Ｉ20人　Ｋ2,000円

月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日（中央図書館・地区図書館を除
く）、第₃木曜日休館

子ども読書の日記念　親子おはなし会
Ｍ当日直接会場へ

図書館

区 会場・問い合わせ 日時·対象·定員

中
央

中央図書館
☎287-₃980　Ｆ287-4074

5/5㈷①11：00～11：₃0、②15：00～15：₃0
Ｈ①₃·4歳児、②5歳児～小学生　Ｉ各先着₃0人

みやこ図書館
☎2₃₃-8₃₃₃　Ｆ2₃4-4187

4/2₃㈫①15：₃0～16：00、②16：00～16：₃0
Ｈ①₃～5歳児、②6歳児～小学生　Ｉ各先着40人

白旗分館
☎264-8566　Ｆ268-10₃2

4/17㈬15：₃0～16：00
Ｈ₃歳児～小学生　Ｉ先着20人

花
見
川

花見川図書館
☎250-2851　Ｆ250-285₃

4/19㈮①11：00～11：₃0、②16：00～16：₃0
Ｈ①0～₃歳児、②4歳児～小学生　Ｉ各先着20人

花見川団地分館
☎250-5111　Ｆ250-5112

4/24㈬15：₃0～16：00
Ｈ₃歳児～小学生　Ｉ先着₃0人

みずほハスの花図書館
☎275-6₃₃0　Ｆ275-6₃51

4/20㈯①11：00～11：₃0、②15：00～15：₃0
Ｈ①₃～6歳児、②小学生　Ｉ各先着15人

稲
毛

稲毛図書館
☎254-1845　Ｆ284-4795

4/19㈮①15：15～15：45、②16：00～16：₃0
Ｈ①₃～6歳児、②小学生　Ｉ各先着₃0人

若
葉

若葉図書館
☎2₃7-9₃61　Ｆ2₃7-516₃

4/26㈮15：₃0～16：00
Ｈ₃歳児～小学生　Ｉ先着₃0人

西都賀分館
☎254-8681　Ｆ254-8682

4/20㈯11：00～11：₃0
Ｈ₃歳児～小学生　Ｉ先着20人

泉分館
☎228-2982　Ｆ228-0514

4/1₃㈯11：00～11：₃0
Ｈ₃歳児～小学生　Ｉ先着₃0人

緑緑図書館
☎29₃-5080　Ｆ29₃-5100

4/26㈮①11：00～11：₃0、②16：00～16：₃0
Ｈ①0～₃歳児、②4歳児～小学生　Ｉ各先着₃6人

美
浜

美浜図書館
☎277-₃00₃　Ｆ278-4₃0₃

4/19㈮①10：₃0～11：00、②15：₃0～16：00、③16：00
～16：₃0
Ｈ①1・2歳児、②₃・4歳児、③5歳児～小学生
Ｉ各先着40人

打瀬分館
☎272-4646　Ｆ272-4648

4/25㈭①11：00～11：₃0、②15：₃0～16：00
Ｈ①0～₃歳児、②₃歳児～小学生　Ｉ各先着₃0人

中央図書館　外国語おはなし会　「英語で楽しもう！絵本の世界」

Ｍ①②4/17㈬必着。ｏ（1通1人）にｊのほか、①はⒶ～Ⓒの希望を明記して、 
〒260-0808中央区星久喜町278千葉市都市緑化植物園へ。③当日直接園内みどり
の相談所へ

講座名など 日時など

①庭園講座

Ⓐ5/8、6/5、7/₃、9/4、10/2、11/6、来年1/8、₃/4の水
曜日。Ⓑ5/29、6/12、7/17、9/11、10/9、11/1₃、来年
1/15、₃/11の水曜日。Ⓒ5/₃1㈮、6/19、7/24、9/18、
10/16、11/20、来年1/22、₃/18の水曜日。いずれも、1₃：₃0
～16：₃0　各全8回
Ｎ樹木の特性·整枝剪定·移植·病虫害対策などを座学と実
習で学びます。
Ｉ各20人　Ｋ400円　

②はじめての盆栽講座 5～12月（8月を除く）の第2木曜日1₃：₃0～15：₃0　全7回
Ｉ20人　Ｋ4,000円

③園内ガイドツアー 4/20㈯、5/11㈯1₃：₃0～14：₃0　Ｃ雨天中止

都市緑化植物園

ふるさと農園 ☎257-9981 Ｆ258-1024 
月曜日休園。4/29㈷は臨時開園

Ｍ4/7㈰必着。ｏ（1講座1人1通）にｊを明記して、〒262-0011花見川区三角町656-₃
千葉市ふるさと農園へ。Ｅtaiken@chiba-furusatonouen.jpも可。

教室名 日時・対象・定員・料金

親子野菜作り教室 5/5～12月の日曜日のうち、10回。9：₃0～12：00
Ｈ小学生と保護者　Ｉ12組24人　Ｋ2,500円

野菜作り教室
4/24～12月の水曜日、5/10～12月の金曜日の
うち、各11回。9：₃0～12：00
Ｉ各15人　Ｋ2,500円

料理教室「市内産農産物で野菜ソ
ムリエとカフェ風ランチ作り」

5/15㈬9：₃0～14：00
Ｉ24人　Ｋ1,500円

大草谷津田いきものの里 環境保全課
☎245-5195 Ｆ245-555₃

☎264-9559 Ｆ265-6088
月曜日休園。4/29㈷は臨時開園

区 日程 会場 問い合わせ
花
見
川

4⊘10㈬
24㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎27₃-7522

稲
毛

5㈮
8㈪

19㈮

草野公民館
小中台公民館
轟公民館

小中台公民館 
☎251-6616

子育てママのおしゃべりタイム
Ｊ10：00～12：00　Ｈ子育て中の方・妊婦（子ども同伴可）
Ｍ当日直接会場へ（時間中出入り自由）　

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉 4/25㈭ みつわ台公民館 千城台公民館

☎2₃7-1400
美
浜 18㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

Ｊ4/21㈰15：00～15：₃0
Ｈ5歳児～小学生（定員に満たない場合、保護者の参加も可）　Ｉ先着₃0人
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ同図書館 ☎287-₃980 Ｆ287-4074

講座名 日時・定員･料金

木で作るクラフト体験 4/27㈯、5/6 1₃：00～15：₃0
Ｉ各先着₃0人　Ｋ200円

押し花体験 4/28㈰・29㈷11：00～15：₃0　Ｉ各先着50人　Ｋ200円

銀のアクセサリー作り 4/₃0 ～5/2 11：00～12：00、1₃：00～16：00
Ｉ各先着15人　Ｋ500円

貝で作るクラフト 5/1㈷～5㈷10：00～15：00　Ｋ250円

マスキングテープボックス 5/₃㈷・4㈷10：00～12：00、1₃：00～16：00 
Ｉ各先着20人　Ｋ500円

バルーンアート 5/₃㈷・4㈷1₃：00～15：₃0　Ｉ各先着₃0人　Ｋ100円
ちぎり絵カード 5/5㈷10：00～16：00　Ｋ200円

Ｍ①当日、大草谷津田いきものの里入口広場へ。②5/8㈬必着。ｏにｊを明記し
て、〒260-8722千葉市役所環境保全課へ。Ｆ前記、Ｅkankyohozen.ENP@city.
chiba.lg.jp、電子申請も可。

講座･教室名 日時・定員など

①自然観察会

4/21㈰春の香りを楽しもう！、5/5㈷鳥のさえずり聞こ
えるかな？。いずれも、10：₃0～12：00
Ｉ各先着₃0人
Ｇ帽子、長靴・飲み物 
Ｃ小学₃年生以下は保護者同伴。雨天中止　

②谷津田の自然体験教室
「田植え体験」

5/18㈯10：00～12：00　Ｉ20人　 
Ｃ小学₃年生以下は保護者同伴。雨天の場合、5/19㈰に
順延

いきいきプラザ・センター
Ｈ市内在住で60歳以上の方
Ｍ4/1㈪9：₃0から、催しの前日までに電話・FAXで、各プラザ・センターへ

催し名 日時・定員
蘇我いきいきセンター ☎264-6966 Ｆ264-6967
春の歌声集会 4/14㈰1₃：₃0～15：00　Ｉ先着50人
若葉いきいきプラザ ☎228-5010 Ｆ228-8956
フルート演奏会～春の音色とともに～ 4/19㈮1₃：₃0～15：00　Ｉ先着50人

千葉競輪場 公営事業事務所
☎251-7111 Ｆ255-9909

レース日程（場外）
レース名 日程

松阪（FⅠ） 4/1㈪～ ₃㈬
岸和田（FⅠ） 1㈪～ ₃㈬
京王閣（FⅠ）ナイター 1㈪～ ₃㈬
武雄（ＧⅢ） 4㈭～ 7㈰
豊橋（FⅠ） 5㈮～ 7㈰
岸和田（ＦⅡ） 5㈮～ 7㈰
大宮（FⅠ） 11㈭～1₃㈯
高知（GⅢ） 11㈭～14㈰
佐世保（FⅡ）モーニング 12㈮～14㈰
関東カップ　前橋（FⅠ） 15㈪～17㈬
和歌山（FⅠ） 15㈪～17㈬

レース名 日程
青森（FＩ） 4/16㈫～18㈭
静岡（FⅠ） 18㈭～20㈯
川崎（GⅢ）ナイター  18㈭～21㈰
広島（FⅠ)　 19㈮～21㈰
西日本カップ　大垣（FⅠ） 22㈪～24㈬
西武園（FⅠ） 22㈪～24㈬
平塚（FⅠ）ナイター 22㈪～24㈬
国際トラック　伊東温泉（GⅢ） 25㈭～28㈰
広島（FⅡ）モーニング ₃0 ～5/2
日本選手権競輪　松戸（GⅠ） ₃0 ～5/5㈷
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①学校教育審議会委員
　学校教育に関する重要な施策について審議します。
Ｔ教育委員会企画課 ☎245-5908 Ｆ245-5988
　Ｅkikaku.EDG@city.chiba.lg.jp
②健康づくり推進協議会委員
　市民の健康づくりを推進する施策に関して、調査･審議します。
Ｔ健康支援課 ☎238-9968 Ｆ238-9946
　Ｅshien.HWH@city.chiba.lg.jp
③子ども･子育て会議委員
　市が実施する子育て支援の取り組みなどの意見を伺います。
Ｔこども企画課 ☎245-5107 Ｆ245-5547
　Ｅkikaku.CFC@city.chiba.lg.jp
④バリアフリー基本構想推進協議会委員
　バリアフリー基本構想の策定などについて、調査･審議します。
⑤地域公共交通活性化協議会委員
　地域公共交通網形成計画の策定などについて、調査･審議します。
Ｔ交通政策課 ☎245-5351 Ｆ245-5568
　Ｅkotsu.URU@city.chiba.lg.jp
⑥環境審議会委員
　環境基本計画や環境保全などについて調査・審議します。
Ｔ環境総務課 ☎245-5234 Ｆ245-5557
　Ｅsomu.ENP@city.chiba.lg.jp
任　　期　①③6月1日･②⑥7月1日･④⑤7月（予定）から2年間
開�催予定　①年2～4回程度、②年1～2回程度、③年6回程度、④～⑥

年3回程度
応�募資格　1年以上市内在住･在勤･在学で18歳以上の方（②は健康づ

くりに関する活動を行っている方、③は小学生以下の子どもの保護
者）

＊ いずれも、市の議員･職員または他の附属機関の公募委員の方は申
し込めません。
募集人数　①⑥2人、②③4人、④⑤男女各1人　
報　　酬　規定により支給
小論文テーマ　①これからの千葉市の学校教育（800字程度）、②市民一人

ひとりが主体的に健康づくりに取り組むためには（800字程度）、③
千葉市の子ども・子育て支援に関すること（事前に「千葉市こどもプ
ラン」第1章必読。800字程度）、④市内の駅周辺におけるバリアフ
リーの課題と改善策（1,200字程度）、⑤千葉市のこれからの交通施
策（1,200字程度）、⑥千葉市の環境について思うこと・持続可能な
社会の実現について・千葉市環境基本計画についてから一つを選択

（1,000字程度）
応�募方法　①～⑤5月7日㈫必着、⑥5月8日㈬消印有効。A4判用紙に

必要事項のほか、委員名称、応募理由、性別、④～⑥は最終学歴、
職歴、④⑤は町内自治会の役員歴（該当者のみ）を明記し、小論文
を添付して、①は〒260-8730千葉市教育委員会企画課、②～⑥は
〒260-8722千葉市役所（②～⑥の問い合わせ各課）へ郵送。FAX、
Eメールも可。
選考方法　書類および面接により選考。結果は全員に通知。
＊詳しくは、ホームページ（附属機関名で検索）をご覧ください。

附属機関の委員を募集

　4月から、市の組織を変更します。新しい組織で、市民サービスの
一層の向上や行政運営の効率化に努めます。
　主な改正点は次のとおりです。

Ｔ人事課 ☎245-5033 Ｆ245-5572

市の組織を変更

　ゴーヤの種に緑のカーテンの作り方
を付けてプレゼントします。夏の暑さ
を和らげる緑のカーテンを自宅で作っ
てみませんか。
　日　　程　4月8日㈪から
　配布場所　区役所地域振興課
　定　　員　各区先着400人
Ｔ緑政課 ☎245-5775 Ｆ245-5885

作ろう！ゴーヤで緑のカーテン

新設
組織名 主な業務 問い合わせ

教育委員会教育総務部
教育給与課

教職員等の給与支給、勤務
条件、健康管理などに関す
ること

☎245-5904
Ｆ245-5987

名称変更
変更前の組織名 変更後の組織名 問い合わせ

都市局建築部
建築審査課

都市局建築部
建築情報相談課

☎245-5839
Ｆ245-5831

地域社会貢献者･寄附行為者の褒賞
　地域社会に貢献された方や公共のために多大な寄附をされた方へ
感謝状を贈り、その功労をたたえました。 順不同・敬称略

Ｔ秘書課 ☎245-5010 Ｆ245-5529

地域社会貢献者
内山大輝　大野令子　河野精治　嶋本貴子　梅澤正治　亀山栄子　能勢優
藤代清子　増田照子　木幡惠彥　
おゆみ野バドミントンクラブ　稲毛スカイタウン自治会　黒砂台一丁目自治会
有限会社高山測量事務所　千葉寺第2老人クラブ　西登戸自治会
ボーイスカウト千葉第22団　みはまプレーパーク　若葉はづき会
千葉市猟友会
寄附行為者
小林直記　北野善知　糸日谷輝孝　新井隆　阿部博紀　齋藤健　齋藤富貴子
田中文枝
千葉おかみさん会　
JFEスチール株式会社東日本製鉄所JFEちばまつり実行委員会　
千葉市造園緑化協同組合　稲毛すみれ会　ジェフユナイテッド株式会社
全国科学館連携協議会　千葉北ロータリークラブ　千葉黎明高等学校
公益社団法人日本一輪車協会
NPO法人日本ユニバーサル･サウンドデザイン協会

　永年スポーツ振興に尽くされた方を表彰し、その功労をたたえま
した。 順不同･敬称略

スポーツ功労者の表彰

Ｔスポーツ振興課 ☎245-5968 Ｆ245-5994

スポーツ振興会　杉浦正行　岡野龍夫　川口清二郎
スポーツ推進委員　姫野世土子　福秀蔵　篠塚勲　竹田義昌　渡邉美奈子
　戸松澄世
体育協会　三浦邦宏　濵野衛　レクリエーション協会　髙橋雅一
スポーツコーチャー　鈴木年江

　来年の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、市
民の皆さんによる、大会を盛り上げるイベントや体験会などの活動に
対し補助金を交付します。
　対象団体　市民団体、学生団体など
　対象事業　 大会や市内開催競技の周知･普及イベントやパラスポー

ツ体験会の実施、来訪者へのおもてなし活動など
　補助限度額　30万円　　　　　　　件　　数　10件（1団体1件）
　申請期間　4月1日㈪～5月17日㈮
　対象事業や申請方法など詳しくは、ホームページをご覧ください。
千葉市　東京2020大会　補助金　

Ｔオリンピック・パラリンピック振興課 ☎245-5739 Ｆ245-5299

東京2020大会を盛り上げる活動
に補助金を交付
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さくらの季節、到来
　市内にはおススメの桜スポットがたくさん。
桜の下で春を感じてみませんか。

Ｔ①花見川公園緑地事務所 ☎286-8740 Ｆ286-8827
　②中央・稲毛公園緑地事務所 ☎251-5103 Ｆ254-5834　③下水道維持課 ☎245-5448 Ｆ245-5569
　④若葉公園緑地事務所 ☎228-0080 Ｆ228-5421　⑤緑公園緑地事務所 ☎294-2884 Ｆ294-2869
　＊各スポットには、公共交通機関でお越しください。

開花状況は、観光協会のホームペー
ジで確認できます（①・③を除く）。
千葉市　桜開花速報　

①花島公園 ②千葉公園

交通案内 JR幕張駅北口からシーサイドバス花島公園行きで、花島公園下車徒
歩約1分

交通案内 千葉モノレール千葉公園駅から徒歩約1分

桜と菜の花の鮮やかな
コラボレーションが楽しめます。

ライトアップされるので
夜桜も楽しめます。

③こてはし台調整池 ④泉自然公園 ⑤昭和の森 

静かな水面に
色鮮かな

桜が映えます。

日本のさくら
名所100選に
選定されている
人気スポット。

2.5haのお花見
広場には、約200本
の桜があり

見応え十分です。

交通案内 JR稲毛駅から京成バスこてはし団地行
きで、こてはし第二下車徒歩約6分

交通案内 JR千葉駅東口からちばフラワーバス
中野操車場または成東駅行きで、泉公
園入口下車徒歩約10分

交通案内 JR土気駅南口から千葉中央バスブラン
ニューモール行きで、昭和の森西下車徒
歩約5分
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