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　市民の皆さま、明けましておめでとうございます。
　昨年は、「令和」が幕を開け新しい時代がスタートしましたが、一方で度重なる災害により、建
物の損壊や土砂災害、浸水被害、長期停電などが発生し、大きな被害を受けました。あらためま
して、被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。厳しい試練の年となりましたが、多
くの企業・団体・市民の皆さまから、さまざまな支援をいただいたことに感謝の意を表すとともに、
今後はよりいっそう、災害に強いまちにすべく努めてまいります。
　市政では、市民生活への影響に配慮しながら、財政健全化を着実に進めることができました。
また、小・中学校における普通教室のエアコン整備や中央区役所の移転など、市民の皆さまの未来
につながる施策や市民サービスの向上に力を入れた一年でありました。
　本年は、東京2020大会が開催されますが、大会の成功はもちろんのこと、障害のある人もな
い人も共に生きる社会が根付くなど、大会後も市に財産として残るよう取り組んでおります。さ
らに、乳牛育成牧場のリニューアルや千葉駅西口B工区の完成など、新たなまちづくりを推進す
るとともに、企業立地の促進による経済活性化を図るなど、さまざまな施策に取り組みます。市
民の皆さまが将来に希望を持ち、千葉市が魅力にあふれるまちとしてさらに発展するよう、市政
運営に全力で取り組んでまいります。
　年頭にあたり、市民の皆さまのご健勝・ご多幸をお祈りいたしまして、ご挨拶といたします。
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千葉市データ　 （2019年12月1日現在）
人口  980,264人  前月（11月）比 260人減
（男 486,770人　女 493,494人）
世帯数 441,824世帯  面積 271.78㎢
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　寒い季節、運動不足に陥っていませんか？健康維持のためには、1日
60分以上、体を動かすことが大切です。身体活動量が少ない人は、多
い人に比べると生活習慣病になりやすいといわれています。
　この特集では、おトクに利用できる市のスポーツ施設を紹介します。
千葉市　スポーツ施設　

Ｔスポーツ振興課 ☎245-5967 Ｆ245-5994

　水泳に限らず、水中ウオーキング、
水遊びなど、目的に合わせて子どもか
ら高齢者まで楽しめます。
　年間を通して水温は30℃に設定し
ており、冬でも寒さを感じずに快適に
プールを楽しめます。
　料金　一般　2時間300円程度

　楽しみながらカラダを動かすには、体育館でのスポ－ツ
がおススメです。仲間を集めてプレーするもよし、個人で
心ゆくまでプレーするのも楽しいですよ。
　卓球、バドミントン、バスケットボールなどを楽しんで
みてはいかがですか。
　料金　一般　2時間220円～460円程度

の運動不足にサヨナラ

◦膝や腰への負担が軽減され、
　無理なく運動できる
◦�どの向きにも抵抗（負荷）が生じるため、
　簡単な運動でも多くのエネルギ－を消費できる
◦�全身に適度な水圧がかかり、血液の循環
がスム－ズになるので血行が良くなる

◦�体温低下を防ぐために、新陳代謝が活発
になるので、陸上よりも多くのエネルギ
－を消費できる

◦室内なので天候に左右されない
◦楽しみながら運動できるので長
　続きする
◦�ボ－ルやラケットなどのレンタルもあるので、
道具を持っていなくても気軽に運動できる�
（道具の種類など、詳しくは各施設へお問い合わせください。）

正月太り 撃退

温水プール 体育館
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　寒い冬場に安全で快適に運動がしたいな
ら、エアコンの効いた室内でトレーニング
できるトレ－ニング室がおススメです。
　日常生活に必要な体力を養いたい、理想
的な体型を目指したいなど、目的に応じて
利用することが可能です。
　料金　一般　2時間220円～460円程度

区 施設名 体育館 温水
プール

トレー
ニング室 問い合わせ

中
央

蘇我コミュニティセンター 〇 〇 ☎264-8331
市男女共同参画センター 〇 ☎209-8771
千葉公園スポーツ施設 〇 ☎253-8050
千葉ポートアリーナ 〇 〇 ☎241-0006
中央コミュニティセンター 〇 〇 ☎245-5724

花
見
川

こてはし温水プール 〇 〇 ☎216-0090
畑コミュニティセンター 〇 ☎273-5454
花島公園スポーツ施設 〇 〇 ☎286-8825
幕張コミュニティセンター 〇 ☎272-5001

稲
毛

穴川コミュニティセンター 〇 ☎284-6155
長沼コミュニティセンター 〇 ☎257-6731
長沼原勤労市民プラザ 〇 〇 ☎257-1863
宮野木スポーツセンター 〇 〇 ☎258-9690

若
葉

北谷津温水プール 〇 ☎228-5000
千城台コミュニティセンター 〇 ☎237-2241
都賀コミュニティセンター 〇 ☎233-4211
みつわ台第2公園
スポーツ施設 〇 〇 ☎287-3730

緑
鎌取コミュニティセンター 〇 ☎292-6131
土気あすみが丘プラザ 〇 ☎295-0301
古市場公園スポーツ施設 〇 〇 ☎265-3005

美
浜

磯辺スポーツセンター 〇 ☎270-6780
高洲スポーツセンター 〇 〇 ☎279-9235
幕張勤労市民プラザ 〇 〇 ☎274-0027
真砂コミュニティセンター 〇 ☎277-2512

料金、休館日など詳しくは各施設へお問い合わせください。

　1カ月間で1日平均6,000歩以上のウオーキングを継続すると、ちばシティ
ポイントが、3カ月ごとに200ポイントがもらえます。自分の都合のいい時間
にできるので、ぜひ取り組んでみましょう。スマートフォン、パソコン、はが
きで参加できます。
　詳しくは、 千葉市　ウオーキングポイント　

Ｔちばしウオーキングサポート事務局
　ナビダイヤル ☎0570-056-132（平日9：30～18：30）
　健康支援課 ☎238-9968 Ｆ238-9946

　健康運動指導士を派遣し、仕事や家事の合間など、ちょっとした時間にでき
る運動（ストレッチや筋力トレーニングなど）を教えます。
　日　　時　 通年（年末年始を除く）8：30～21：00のうち、30～90分間
　会　　場　 各自で用意（原則屋内）
　内　　容　 健康づくりの正しい知識、簡単にできる運動（筋力アップ体操、

ウオーキング、ラジオ体操など）
　対　　象　 事業所や自治会など、おおむね18歳以上の方で構成された5～

30人程度のグループ　＊1年度1グループ1回
　申込方法　 希望日の1カ月前必着。申込書（健康支援課、保健福祉センター

健康課で配布。ホームページから印刷も可）を、〒261-8755美
浜区幸町1-3-9千葉市役所健康支援課へ。FAX、Ｅhealth@city.
chiba.lg.jpも可。

Ｔ健康支援課 ☎238-9968 Ｆ238-9946

◦ 室内は適切な温度・湿度に管
　理されているので、暑い夏や
　寒い冬でも安心
◦短時間で負荷の高い運動ができる
◦一人で気軽に始められる
◦ いろんなマシンがあるので目的に 

応じた運動ができる

トレーニング室

■スポーツ施設一覧

チャレンジ運動講習会

動不足解消のための耳寄り情報運

運動後はシャワーで
汗を流しましょう

ウオーキングを続けて
健康とポイントを獲得

いつもの場所で専門家
の指導が受けられる

ちばしウオーキングポイント
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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！

4月からの指定自転車駐車場の
定期利用（二次募集）

JR海浜幕張・蘇我駅周辺に
防犯カメラを設置します

　一次募集の後、キャンセルなどで空きがある指定自転車駐車場（駐
輪場）の利用者を募集します。対象は、自転車と原動機付自転車（50
㏄以下）です。一部の駐輪場では、自動二輪車（50㏄超125㏄以下）
も対象となります。
　利用期間　4月～来年3月　
　利用料金　駐輪場により異なる
　申込期間　1月8日㈬～16日㈭
　申込方法　�利用を希望する駅の駐輪場管理棟*または駅がある区の

地域振興課で、専用の申込書を記入して提出。電子申請
も可。

　　　　　　＊�東千葉駅駐輪場は千葉駅北口第3・東口第2（地下）駐
輪場管理棟、京成検見川駅駐輪場は新検見川駅第10駐
輪場管理棟、みどり台駅駐輪場は西千葉駅第1駐輪場管
理棟、学園前駅駐輪場はおゆみ野駅第1駐輪場管理棟

　受付時間　・駐輪場管理棟　月～土曜日7：00～18：00
　　　　　　　�ただし、稲毛駅第1・2駐輪場管理棟は月～土曜日7：00

～18：00、日曜日・祝日9：00～17：00。千葉駅東口第
2（地下）駐輪場管理棟は24時間（1月8日㈬は7：00
から）

　　　　　　・区役所地域振興課　平日8：30～17：30
　　　　　　・電子申請　24時間（1月8日㈬は9：00から）
　注意事項　・郵送での申し込みはできません。
　　　　　　・�一次募集全てに落選し、二次募集の自動応募を選択し

た方は申込不要です。ただし、申込内容を変更する場
合は、改めて二次募集の申し込みが必要です。

　二次募集後も空きがある駐輪場は、3月2日㈪から先着順（海浜幕張
駅のみ2月28日㈮から抽選）で三次募集を行います。
　申込方法や料金など詳しくは、 千葉市　駐輪場　

Ｔ市役所コールセンター�☎245-4894�Ｆ248-4894
　自転車政策課�☎245-5149�Ｆ245-5591

　市では、不特定多数の方が通行する場所の犯罪を抑止するため、JR
海浜幕張・蘇我駅周辺に新たに7台の防犯カメラを設置し、1月1日㈷
から運用を開始します。
　今回の設置場所は、駅の乗車人員数や周辺の犯罪発生状況を踏まえ
て選定しました。
設置場所

　詳しくは、 千葉市　主要駅　防犯カメラ　

Ｔ地域安全課�☎245-5264�Ｆ245-5637

★…新たに設置する場所

JR海浜幕張駅周辺（3台） JR蘇我駅周辺（4台）

　長期にわたり使用できる住宅（認定長期優良住宅）を新築した場合、
申告により固定資産税（家屋）の減額措置が受けられます。
　主な要件　�2019年1月2日～2020年1月1日に新築された認定長

期優良住宅で、居住部分の床面積が建物全体の2分の1以
上あり、50平方メートル以上280平方メートル以下であ
ること

　減額割合　2分の1（120平方メートル相当分まで）
　減額期間　5年間（3階建以上の耐火構造住宅などは7年間）
　申 告 先　�1月31日㈮までに、当該住宅の所在地を管轄する市税事

務所資産税課へ。
　認定要件、必要書類など詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ市税事務所資産税課
　　東部（中央・若葉・緑区）☎233-8145�Ｆ233-8376
　　西部（花見川・稲毛・美浜区）☎270-3145�Ｆ270-3227

　身近にあるものを使って生ごみを肥料化する方法を2日間の講習で
学びます。
　家庭から排出される生ごみを肥料にして、家庭や畑で利用してみま
せんか。
　日　　時　1月23日㈭、2月6日㈭
　　　　　　10：00～12：00　全2回
　会　　場　こてはし台公民館　
　内　　容　�肥料化の基本学習、生ご

みの肥料化実習、生ごみ
発酵基材づくり実習

　定　　員　先着20人
　持 ち 物　�ゴム手袋または軍手（米ぬかを扱います）、袋（持ち帰り

用）、腐敗していない生ごみ500グラム程度、エプロン、
マスク、筆記用具

　申込方法　直接または電話で、こてはし台公民館☎250-7977へ。
Ｔ廃棄物対策課�☎245-5379�Ｆ245-5624

　豊かな高齢期を迎えるための住まいづくりをテーマに、今後どのよ
うな備えが必要か、改修の際に配慮するポイントなどを解説します。
個別相談会も行います。
　日　　時　�1月25日㈯①セミナー＝

13：30～15：30、②相談会
＝15：30～16：30

　会　　場　生涯学習センター
　定　　員　①先着25人、②先着2組
　申込方法　�電話で、すまいのコンシュルジュ☎245-5690へ。Ｆ

245-5691も可（必要事項を明記）。
Ｔ住宅政策課�☎245-5809�Ｆ245-5795

　償却資産の所有者には、資産の内容を申告する義務があります。
　対　　象　�1月1日現在、市内に事業用の償却資産（建物を除く構築

物、機械・装置、自動車税・軽自動車税が課税されない車
両・運搬具、工具・器具・備品など）を所有している方

　申 告 先　1月31日㈮までに、東部市税事務所法人課へ。
　　　　　　＊電子申告もできます。詳しくは、 eLTAX　

Ｔ東部市税事務所法人課�☎233-8146�Ｆ233-8376

固定資産税（家屋）の減額措置

生ごみ肥料化講習会

住情報セミナー 

償却資産の申告はお早めに !

プライバシーへの配慮
　撮影した画像は、法令などに基づく警察など
からの照会でない限り、第三者に閲覧させるこ
と・提供することはありません。
　また防犯カメラの設置場所には、「防犯カメラ
作動中」のプレートやステッカーを掲出します。

★

交番
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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【17面】参照

5Ｖくらし・地域／Ｗ健康・福祉

地域安全まちづくり講座
　身近で発生する犯罪や電話de詐欺など、防犯に必要な知識やノウハ
ウを習得し、地域のリーダーとして活動する人を養成します。
　受講者には修了証を授与します。
　日　　時　�2月3日㈪9：30～16：30
　　　　　　（12：00～13：00を除く）
　会　　場　�中央コミュニティセンター
　定　　員　�40人
　申込方法　�1月16日㈭必着。はがきに必要事項を明記して、〒260-

8722千葉市役所地域安全課へ。FAX、Ｅchiikianzen.
CIC@city.chiba.lg.jp、電子申請も可。

Ｔ地域安全課�☎245-5264�Ｆ245-5637

高齢犬の飼い方教室

基礎からわかる発達障害講座

　犬にも、年齢に合わせた接し方やケアが必要になります。高齢犬を
飼うときに必要な知識や、困りごとへの対処法な
どを学びましょう。
　日　　時　�1月23日㈭13：30～15：30
　会　　場　�動物保護指導センター
　対　　象　�市内在住の方
　定　　員　�先着25人
　申込方法　�電話で、動物保護指導センターへ。
Ｔ動物保護指導センター�☎258-7817�Ｆ258-7818

　発達障害の基礎知識や成人期の当事者の困りごと、当事者や家族、
支援者が心がけておきたいことについて学びます。
　日　　時　�2月1日㈯13：00～15：00
　会　　場　�生涯学習センター
　内　　容　��講師＝大島郁葉さん（千葉大学子どものこころの発達教

育研究センター講師）
　対　　象　�市内在住の方
　定　　員　�先着300人
　申込方法　�1月24日㈮までに電話で、市発達障害者支援センター

へ。FAX、Ｅcdc-yoyaku@snow.ocn.ne.jpも可（必要
事項のほか、医療･福祉･教育関係者は所属名を明記）。

Ｔ市発達障害者支援センター�☎303-6088�Ｆ279-1353

　地震や煙などの体験を通じて、身
の安全を守る方法を学ぶ、防災普及
車（起震車）の利用者を募集します。
　利用日時　�4～7月で希望する日

の午前または午後
　対　　象　��市内の町内自治会･防

災会や事業所など
　申込方法　�1月31日㈮必着。往復

はがき（1団体1通）に必要事項のほか、団体名、担当者
名を明記して、〒261-0004美浜区高洲4-1-16千葉市防
災普及公社へ。ホームページからも可。

　注意事項　�利用場所は市内のみ、営利目的の利用は不可。
　詳しくは、 千葉市 防災普及車　

Ｔ市防災普及公社�☎248-5378�Ｆ248-7748

万が一の災害に備えて

防災普及車（起震車）の利用者募集

食の安全に関する講演会
　食の安全確保は、毎日の健康を保つために大切です。食品表示の知
って得する情報や最新情報について解説します。
　終了後、食品衛生の計画についての意見交換会を行います。
　日　　時　�2月7日㈮14：00～16：00
　会　　場　�総合保健医療センター
　内　　容　�テーマ＝テレビじゃ教えてくれない「食品表示」のうそ？

ホント！
　　　　　　講師＝垣田達哉さん（消費者問題研究所代表）
　定　　員　�先着50人
　申込方法　�1月6日㈪～31日㈮にFAXで、必要事項を明記して生活

衛生課へ。電話、Ｅseikatsueisei.HWH@city.chiba.
lg.jpも可。

Ｔ生活衛生課�☎245-5215�Ｆ245-5556 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･休日の応急診療を行っています。応急
処置のため、詳しい検査やインフルエンザ簡易迅速検査は原則行いません。
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（祝日、年末年始を除く）

平日
土・日曜日、

祝日、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

日程 医療機関名 所在地 電話番号

1月1日㈷
三愛記念病院 中央区新田町2-3 246-2271
千葉健生病院 花見川区幕張町5-392-4 272-1211

2日㈭ 山王病院 稲毛区山王町166-2 421-2221

3日㈮
泉中央病院 若葉区高根町964-42 228-4131
稲毛病院 稲毛区小仲台6-21-3 253-7211

協力病院による年始の応急診療
　年始は、次の医療機関で応急診療を行っています。
　いずれも、診療科目＝内科、診療時間＝9：00～17：00

障害者支援版起業塾
　障害福祉サービス事業に参入を検討している方を対象に、障害福祉
サービス事業者の講話、障害福祉制度の紹介などを行います。
　日　　時　�2月5日㈬13：20～16：30　　　
　会　　場　�中央コミュニティセンター�
　定　　員　�先着40人
　申込方法　�1月6日㈪～22日㈬に、電話で障害福祉サービス課へ。
Ｔ障害福祉サービス課�☎245-5174�Ｆ245-5630
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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。

6 Ｗ健康・福祉／Ｘ子育て・教育／Ｙ魅力・観光

　ちばしファミリー･サポート･センターでは、保育所や子どもルーム
の送迎、終了後の預かりなど、地域で子育てを手伝う提供会員（有償
ボランティア）を募集しています。提供会員になるための基礎研修会
を開催しますので、ぜひご参加ください。 　
　日　　時　 1月20日㈪・22日㈬または2月13日㈭・14日㈮9：30～

12：50、2月14日㈮13：40～16：40。各全3回。 
　会　　場　 中央区役所
　対　　象　 市内在住で、子どもを預かることができる健康な方 
　定　　員　 各先着30人　＊託児あり（各先着5人）
　申込方法　 1月4日㈯から電話で、ちばしファミリー・サポート・セン

ターへ。
　詳しくは、 千葉市　ファミサポ　

Ｔちばしファミリー・サポート・センター
　☎201-6571 Ｆ201-6572　火曜日休館

認知症介護交流会

潜在保育士･看護師研修会

GO TO JAPAN JAMの参加者募集

　認知症の介護について、どのように対応したらよいのか悩んでいま
せんか。認知症を正しく理解し、介護のヒントを得たり、心の負担を
軽減するための交流会を行っています。
　日　　時　 1月20日㈪13：30～15：30
　会　　場　 緑保健福祉センター
　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　 認知症の人を介護している方など
　定　　員　 20人（申し込み多数の場合は介護家族優先）
　申込方法　 1月6日㈪から電話で、認知症の人と家族の会へ。個別相

談は、1月10日㈮までに申し込み。
Ｔ�認知症の人と家族の会 ☎204-8228 Ｆ204-8256  
（月・火・木曜日13：00～16：00）

　地域包括ケア推進課 ☎245-5267

　市内の保育所へ就職を考えている方を対象に、研修会を開催します。
　日　　時　 1月25日㈯9：30～12：30  

2月1日㈯・22日㈯13：00～16：00
　会　　場　 千葉明徳短期大学（中央区南生実町1612） 　
　対　　象　 保育士・看護師の資格を持つ未就労の方 　
　定　　員　 各日先着40人
　申込方法　 1月6日㈪から電話で、千葉明徳短期大学こども臨床研究所へ。
　詳しくは、 千葉市　潜在保育士看護師研修　

Ｔ千葉明徳短期大学こども臨床研究所 ☎263-9111 Ｆ263-9111

　5月4日㈷～6日 に蘇我スポーツ公
園 で 開 催 さ れ る 野 外 音 楽 フ ェ ス

「JAPAN JAM 2020」の出場権をかけ
たアーティストコンテスト「GO TO 
JAPAN JAM 2020」を開催します。
　フェスのオープニングアクトとして演
奏できる切符をかけて、コンテストに挑戦してみませんか。
　応 募 資 格　 市内在住・在勤・在学で、音楽活動・バンド活動をしてい

る個人またはグループ（原則30歳代まで）。メンバーの
うち、一人が市内在住・在勤・在学であれば可。

　応 募 条 件　 応募曲はオリジナル（2曲まで）。そのほかの条件は、ホ
ームページをご覧ください。

　申 込 方 法　1月31日㈮までに、ホームページから。
　選考・決定　 音源などによる一次審査を通過した5～10組程度で3

月末に公開オーディションを行い、フェス出場アーティ
ストを決定します（市、㈱ベイエフエム、㈱ロッキング・
オン・ジャパンによる審査で決定）。

　詳しくは、 GO TO JAPAN JAM 2020　応募　

Ｔ文化振興課 ☎245-5961 Ｆ245-5592

　理科に興味がある小学5·6年生を対象に、物質が自然の中で形を変
えながら循環する様子を、アニメやカードゲームを通して学びます。
　日　　時　 1月26日㈰10：00～15：00
　場　　所　科学館
　対　　象　 小学5・6年生（保護者同伴)
　定　　員　 20人
　料　　金　保護者は要入館料（510円）
　申込方法　 1月10日㈮必着。応募用紙

（生涯学習振興課で配布。市ホームページから印刷も可）
を、〒260-8730千葉市教育委員会生涯学習振興課へ。
電子申請も可。

　必要書類など詳しくは、 千葉市 科学者育成プログラム ジュニア　

Ｔ生涯学習振興課 ☎245-5958 Ｆ245-5992

　心を傾けて相手の話を聴き、相手の心に寄り添う傾聴ボランティア
を行うにあたって、実践的なスキルを学びます。
　日　　時　 2月6日㈭・13日㈭10：00～12：00　全2回 　
　会　　場　 花見川保健福祉センター
　対　　象　 現在傾聴ボランティアを行っているなど基本的な傾聴技

術を習得している方 　
　定　　員　 先着20人 　
　申込方法　 1月6日㈪から電話で、市社会福祉協議会花見川区ボラン

ティアセンターへ。
Ｔ市社会福祉協議会花見川区ボランティアセンター
　☎275-6438 Ｆ299-1274

傾聴ボランティア
スキルアップ講座

未来の科学者育成プログラム
ジュニア講座

ちばしファミリー·サポート·セン
ター基礎研修会

保育園などの4月からの利用児童
を追加募集
　保育園･認定こども園（保育認定）・小規模保育・家庭的保育・事業所
内保育のうち、4月からの受け入れ枠に空きが出た園を利用する児童 
を追加募集（二次選考）します。
　申 請 書　 保健福祉センターこども家庭課で配布。ホームページか 

ら印刷も可。
　申請方法　 2月10日㈪必着。申請書に必要書類を添付して、第1希

望園のある区の保健福祉センターこども家庭課へ郵送ま
たは直接持参。持参の場合は受付後、面接を実施。郵送
の場合も、後日面接を行います。 　

　注意事項　 一次選考で不承諾となった方が希望園を追加・変更する 
場合は、届け出が必要です。詳しくは、申請した区の保
健福祉センターこども家庭課へご相談ください。

　詳しくは、 千葉市　令和2年4月利用児童募集　  
Ｔ保健福祉センターこども家庭課
　　中央 ☎221-2172　花見川 ☎275-6421　稲毛 ☎284-6137
　　若葉 ☎233-8150　　緑　 ☎292-8137　美浜 ☎270-3150
　幼保運営課 ☎245-5726 Ｆ245-5894
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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【17面】参照

7Ｙ魅力·観光

　千葉の歴史と地図からまちの新たな魅力を発見し、地域に活かす方
法を話し合います。
　日　　時　2月15日㈯13：30～16：30
　会　　場　中央保健福祉センター（きぼーる15階）
　定　　員　先着30人
　申込方法　�1月4日㈯から電話で、市民活動支援センター�☎227-

3081。Ｅinfo@chiba-npo.netも可（必要事項を明記）。
Ｔ市民活動支援センター�☎227-3081�Ｆ227-3082

　第17回千葉市芸術文化新人賞を受賞した有働里音さん、木ノ村茉衣
さんによるクラシックコンサートを開催します。将来の活躍が期待さ
れる音楽家たちを応援しましょう。
　日　程　�①1月16日㈭14：00～

15：00、②1月23日㈭
12：10～12：50

　会　場　①NHK千葉放送局1階
　　　　　�②幕張テクノガーデン

2階アトリウム
　出　演　①有働里音さん
　　　　　②木ノ村茉衣さん
Ｔ文化振興財団�☎221-2411�Ｆ224-8231

　市では、東京2020オリンピック·パラリンピック競技大会に向けて、障害のあ
る人もない人も、みんなで一緒に行う文化芸術活動を応援しています。
　ファッションショーや車椅子ダンス、手話パフォーマンス、アート展示、音楽
ライブなど、みんなが一緒になって表現するチバリアフリーアートプロジェクト
「チバフリ」を開催します。
　ぜひ、お越しください。
　日　　程　1月30日㈭～2月2日㈰
　会　　場　イオンモール幕張新都心グランドモール
ステージイベント
Ｊ2月2日㈰13：00～13：45、15：00～15：45
Ｂ1階グランドコート
Ｎ�バリアフリー・ファッションショー
　�　市ゆかりのパラスポーツ選手や特別支援学校・学級の学生などがモデル
として出演します。障害の有無を問わずに楽しめるファッションブランド
「テンボ」がプロデュース
　ダンスパフォーマンス
　�　さとうあいさんと藤平真梨さんのユニッ
トによるダンスと、2017年にシルク・ドゥ
・ソレイユ世界ツアーに出演したBMXライ
ダーの池田貴広さん（第15回千葉市芸術文
化新人賞奨励賞受賞者）によるダンスパフ
ォーマンス
　手話パフォーマンス
　�　手話パフォーマーRIMIさんと淑徳大学
手話サークルの学生による手話パフォーマ
ンス
　ボッチャ競技紹介
　�　市ゆかりのパラスポーツ選手の大濱梨沙
さんがボッチャを紹介
Ｔ文化振興課�☎245-5961�Ｆ245-5592

バイオリンコンサート

平安・鎌倉時代の装束体験

郷土博物館 歴史散歩

　鎌倉武士が着ていた大鎧や、十二単などを着用できます。
　日　　時　1月18日㈯13：30～15：00
　会　　場　郷土博物館
　対　　象　身長135センチメートル以上の方　定　　員　15人
　申込方法　�1月10日㈮までに、電子申請で。往復はがきに必要事項

を明記して、〒260-0856中央区亥鼻1-6-1千葉市立郷
土博物館へ郵送も可。 千葉市立郷土博物館　着用体験　

Ｔ�郷土博物館�☎222-8231�Ｆ225-7106
　月曜日（祝日の場合は翌日）休館

　郷土博物館周辺の猪鼻城跡やお茶ノ
水など、史跡や古寺、文化財を講師の
解説を聞きながら徒歩で巡ります。
　日　　時　�1月25日㈯13：30～

16：00　荒天中止
　定　　員　30人　
　料　　金　100円
　申込方法　�1月15日㈬までに、電子申請で。往復はがきに必要事項

を明記して、〒260-0856中央区亥鼻1-6-1千葉市立郷
土博物館へ郵送も可。 千葉市立郷土博物館　歴史散歩　

Ｔ郷土博物館�☎222-8231�Ｆ225-7106
　月曜日（祝日の場合は翌日）休館

アート展示
「純粋なアートの魅力2-紡がれる自由。繋がる自由。-」
Ｊ1月30日㈭～2月2日㈰11：00～18：00
Ｂ3階イオンホール
Ｎ�市内の福祉施設「まあるい
広場」で制作された絵画や
織物などの作品展示。
NARAMIXさん（第12回千
葉市芸術文化新人賞受賞
者）がキュレーション（展
示企画）。
音楽ライブ
Ｊ�2月1日㈯11：30～12：00＝和泉聡志さん（ギター）、14：00
～14：30＝澤田香萌さん（バイオリン）と松田龍さん（ピ
アノ）、2日㈰11：30～12：00＝樽見ヤスタカさん（ドゥ
ドゥク）、16：00～16：30＝DAICHIさん（ウクレレ）
Ｂ3階イオンホール
ボッチャ体験・ドミノアート体験
Ｊ�2月2日㈰10：00～12：30、13：45～14：30、15：45～
17：00
Ｂ1階グランドコート（ステージ横）

歴史と地図を重ねてみよう！
～新たな発見があるゾォ～

木ノ村茉衣さん有働里音さん

池田貴広さん

RIMIさん
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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、12日㈰9：00～9：15「千葉駅周辺で新たな魅力を発見♪」

東京2020大会からパラリンピックの
正式競技に採用。初代メダリストを目
指す。

テコンドー

8 特集

　いよいよこの夏開催される東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会。
　今回は、大会を楽しむためのヒントをご紹介します。ぜひ、皆さんも自分なりの楽しみ方を
見つけて、東京2020大会を思う存分楽しみましょう！
Ｔオリンピック・パラリンピック振興課 ☎245-5739 Ｆ245-5299

　東京2020大会を観戦して楽しむために、開催競技やスケジュールをチェックしましょう。
市内でも7競技が開催されます。

　メダルを獲得した競技から、惜しくも出場を逃した競技までさまざまです。
前回大会の喜びや悔しさを知っていると、応援にもより熱が入りますね！

パラリンピック観戦チケット
第2次抽選販売開始 !
申込受付期間は、1月15日㈬
未明～29日㈬11：59です。チ
ケット購入のチャンスなの
で、ぜひ申し込みを！
パラリンピック　チケット

競技？種目？
水泳を例にすると、競技＝水泳、種
目＝競泳100メートル男子または女
子となります。種目の数だけメダル
が授与されると考えるとわかりやす
いです。

男女とも出場なし。最高成績は男女
とも7位。

シッティングバレーボール

パラリンピック競技
8月 9月

チケット料金26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

ゴールボール 500～2,800円
シッティングバレーボール 1,000～3,600円
テコンドー 500～2,000円
車いすフェンシング 500～2,400円

オリンピック競技
7月 8月

チケット料金25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

フェンシング 2,020～11,500円
テコンドー 2,020～  9,500円
レスリング 2,020～45,000円

◦ 　は開催日、　 はメダルが決ま
る日

◦ ■は夜も観戦できる日
　スケジュールや料金は変更にな
る場合があります。 
東京 2020 大会スケジュール　

観戦しようまずは
これ！

期　　間　 7月24日㈷～8月9日㈰
開催競技　 水泳、アーチェリー、陸上

競技など33競技339種目

ッオ リ ン ピ ク パ ラ リ ン ピ ッ ク
期　　間　8月25日㈫～9月6日㈰
開催競技　 ボッチャ、ゴールボールなど

22競技539種目
？いつ開催

されるの

男女とも出場なし。シドニー2000大会か
ら北京2008大会までは、3大会連続出場。

車いすフェンシング

男子エペ個人で6位入賞、女子エペ個人
で8位入賞。北京2008大会の男子フル
ーレ個人で銀メダルを獲得。一躍脚光を
浴びた。

フェンシング

男子は出場なし、女子57キログラム級
で準々決勝敗退。シドニー2000大会の
女子67キログラム級で、銅メダルを獲
得。

テコンドー

女子フリースタイルで金メダル4・銀メ
ダル1、男子フリースタイルなどで銀メ
ダル2。東京2020大会でもメダルラッ
シュに期待。

レスリング

男子は出場なしで、今回が初出場。女子
は5位入賞だったが、ロンドン2012大会
では金メダルに輝く。

ゴールボール
市内開催競技のリオ2016大会をおさらい

幕張メッセ開催7競技のスケジュールをお知らせ

全日本テコンドー協会提供

(公社)日本フェンシング協会/Augusto Bizzi/FIE

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI  日本車いすフェンシング協会提供

全日本テコンドー協会提供

さあ、MAKUHARIから未来へ

今年は東京2020大会！あなたはどう楽しむ？

ⒸTokyo 2020
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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♪

　1964年10月に開催された東京オリンピックでは、市内を聖火リレーが駆け抜
け、東京大学検見川総合運動場（花見川区花園町）を会場に近代五種競技のうち、
クロスカントリーが行われました。

　市の大会特設サイトでは、市
内で行われる競技や
イベントの情報など
を紹介しています。

　東京2020組織委員会のホームペー
ジでは、オリンピック・パラリンピック
の歴史や各競技の見どころ
などを紹介しています。

なります。
　メダルの裏面は、大会ごとにデザインが異なります。東京2020オ
リンピックメダルのデザインテーマは、原石を磨くような「光と輝き」
です。

　オリンピック・パラリンピックのことをもっと知って、より大会を楽しみましょう。
せっかくの
機会！ もっと知ろう

東京1964大会、千葉市でも行われました

もっともっと知りたい方はホームページをチェック！
　東京2020大会では、大会ルックと呼ばれ
る統一的なデザインを用いて各競技会場が装
飾され、会場ごとにカラーが異なります。幕
張メッセは紅（くれない）カラーで装飾され
ます。

紅カラー

各競技会場には会場カラーがあります

オリンピック
メダル

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI

大会の思い出～私の宝物～
　千葉女子高校2年
生だった藤田公子さ
ん（美浜区在住）は、
東京1964大会で聖
火リレーの伴走を務
め、稲毛浅間神社付
近を走りました。
　「沿道からたくさんの声援を送られ、とてもうれし
かった」と懐かしそうに当時を振り返ります。

　アルバムを見ると、モノクロ写
真が多い中、ともに伴走者だった
学友との写真はなぜかカラー。先
生が記念に撮影してくれたもの
で、大切な宝物とのことでした。
　東京2020大会にもCity Cast 
Chiba（都市ボランティア）とし
て参加する藤田さん。新しい宝物
が、この夏また一つ増えそうで
す。

宝物の記念写真と

ユニフォーム
姿の藤田さん

当時の市政だよりでも大きく取り上げました。

表

裏

千葉市　東京2020　 東京2020　

　夏季大会のオリンピック
メダルの表面は、「ギリシャ
のパナシナイコスタジアム
に立つ勝利の女神ニケ像」
と決められています。ただ
し、各大会でデザインは異 大会史上初！メダル側面のくぼみ

　各メダルの違いが触れてわかるよう、
金は1つ、銀は2つ、銅は3つの円形のく
ぼみが、メダル側面に施されています。

パラリンピック
メダル

　東京2020パラリンピ
ックメダルのデザイン
は、人々の心を束ね、世
界に新たな風を吹き込む
扇がモチーフです。表面
には、Tokyo 2020の文
字が点字でも表記されて
います。

表

裏

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI

知っていましたか?メダルのデザインのこと
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　国土交通省では、「東京2020
オリンピック・パラリンピック
競技大会特別仕様ナンバープレ
ート」を交付しています。ぜひ、
愛車につけて東京2020大会を
盛り上げましょう。申込方法な
ど詳しくは、
2020大会　ナンバープレート　

Ｔ�自動車手続ヘルプデスク ☎050-5540-2022（音声に
従って0、3、7の順番で番号を入力） 
関東運輸局千葉運輸支局 Ｆ244-0760

年末年始の主な施設の休館日は、本紙12月号をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。

　8月19日㈬に千葉県のパラリンピック聖火リレーが実施されます。県内全54市町村で採火した火を1つに集めて
千葉県の火とし、ハーモニープラザや千葉ポートアリーナなどを通過する予定です。現在、このパラリンピック聖
火ランナーを募集しています。自薦だけでなく他薦での応募も可能で、障害の有無や国籍は問いません。聖火ラン
ナーとして聖火リレーに参加してみませんか。

　募集要項など詳しくは、ホームページでご確認ください。 千葉県　パラリンピック聖火ランナー募集　

Ｔ千葉県開催準備課 ☎223-3488　オリンピック・パラリンピック調整課 ☎245-5048 Ｆ245-5299

　募集人数　29人

　応募方法　 2月15日㈯までに、ホームページから応
募。応募用紙（市役所1階受付、区役所
地域振興課、県庁2階県政情報コーナー
などで配布）を、特定記録で〒262-
8691花見川郵便局私書箱10号へ郵送
も可。

　対　　象　・ 2008年（平成20年）4月1日以前に生
まれた方

　　　　　　・ 千葉県にゆかりがある方（居住してい
る・したことがある方、在勤・在学の方、
家族や親戚が居住している方など）

　 ｢おり」ンピック・パラリンピックを
「が」くせい「み」んなで盛り上げよう！
ひとりでも多くの人が、それぞれのやり
たいことをオリンピック・パラリンピッ
クで実現できるよう、さまざまな啓発活
動を行っている学生団体おりがみ。パラ
スポーツ体験会や地域のお祭りへの出
展、中高生とのコラボレーション企画などを開催しています。

代表　都
つ づ き

築則彦さん
　「オリンピック·パラリンピックという物語
を楽しみ、自ら演出する主役」であるメンバ
ーは、皆この活動で「手触り感のある体験」
を楽しんでおり、より人が好きになった、世
界観が広がったと自身の成長にもつなげてい

ます。行政や企業、NPO法人など、社会
とのつながりにも取り組んでおり、広い
視野と熱いチャレンジ精神で夢や目標を
叶えるメンバーが増えてくれるとうれし
いです。
　一生に一度かもしれないこの機会、み
んなでオリンピック・パラリンピックを
盛り上げていきましょう。

　競技観戦や体験をしながらスタンプを集めると、
オリジナルJR東日本海浜幕張駅入場券がもらえる
千葉市スペシャルスタンプラリーを開催中です。ぜ
ひ、ご参加ください。
　日　　時　 2月2日㈰10：00～17：00＝イオンモー

ル幕張新都心グランドモール1階グラ
ンドコート、3月7日㈯・8日㈰10：00

　　　　　　～16：30＝ポートスクエア2階スカイ
　　　　　　プラザ
　入場券配布　 3月7日㈯・8日㈰各日先着1,010枚（２カ所以上のスタンプが必要。3月

7日㈯または8日㈰のスタンプ押印後に配布）
　台紙配布場所など詳しくは、 千葉市スペシャルスタンプラリー　

　昨年8月にそごう千葉店でOPENちば主催の「ちばパラスポーツカ
フェ」が開催されました。イベントでは、パラリンピアンをゲストに
迎えたトークショー、ゴールボールや実
況付きのボッチャ体験会が行われまし
た。また、別会場での交流会では、地元
千葉の食材をふんだんに使った料理を味
わいながら、クイズ大会や似顔絵プレゼ
ントなどを交え、ゲストからパラスポー
ツに関する貴重なお話を伺いました。楽
しかった、皆さんの生き生きした姿に感動した、周りの人にも伝えた
い、パラスポーツを応援したいと思ったなど、どの参加者もイベント
を心から楽しんでいました。

代表　舛
ますざわ

澤可奈恵さん
　OPENちばでは、「パラスポーツを楽しみ」

「あらゆる人が生活そのものを楽しめるよう」、
パラスポーツ体験会や応援観戦ツアーなどを
開催しています。メンバーは全てボランティア
で、モットーは「一人ひとりを大切にする」で
す。ちばパラスポーツカフェでは、スペースの
具体的な使い方を検討するなど、私たち自身も
一人ひとりに対する心の向け方を学ばせてい
ただきました。皆さんも、ぜひパラスポーツのファンになりませんか。

高校生とバリアフリーチェック

体験ブース

環境問題と聖火をつなげる
キャンドルイベント

東京2020オリンピック·パラリンピック
千葉市スぺシャルスタンプラリー開催中！

特別仕様ナンバープレートを
つけて盛り上げよう！

パラリンピック聖火リレーの聖火ランナー募集中！

学生団体おりがみ「手触り感のある体験」 OPENちば「ちばパラスポーツカフェ」
☞このような参加の仕方もあります

　オリンピック・パラリンピックに身近に関われるのは、今回が一生に一度の機会かもしれ
ません。関連イベントも行われますので、積極的に参加して楽しみましょう。

見るだけじゃ
もったいない！ 参加しよう

桜紋の形のパラリンピック
トーチ。継ぎ目なく、ひと
つなぎで作られています。

画像提供：Tokyo 2020

デザインはお楽しみに!

特別仕様ナンバープ
レート（図柄入り）
TOKYO 2020 OFFICIAL 
LICENSED PRODUCT 
©Tokyo 2020
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スポーツ施設（蘇我スポーツ公園などを除く）の抽選受付は利用希望日の前月7日まで。申込方法など詳しくは、 千葉市スポーツ施設　

　昨年8月に開催された千葉の親
子三代夏祭りで、元気一杯に東京
五輪音頭-2020-を踊りました。

　東京2020大会の開催期間中に、市内を訪れ
る旅行者や観客に、交通案内や観光案内などの
おもてなしを行う都市ボランティア、City 
Cast Chiba（現在、募集は終了）。約1,700人
が、訪れる方々をお迎えするとともに市の魅力
を伝えるため、着々と準備を進めています。
　昨年9月に幕張メッセで開催された2019ジ
ャパンパラゴールボール競技大会では、JR海浜幕張駅や駅前広場で、道案内や

イベント案内を行いました。参加者からは、声
かけと笑顔の大切さを学んだ、英語での案内を
経験できたので良かったなどの感想があがり、
本番に向けたイメージができたようです。今後
は、周辺エリア、施設情報などをより詳しく学
ぶ予定です。

　今年の夏は、おそろいの藍色のユニフォームを着たCity Cast Chibaが活躍
します。どうぞ、ご期待ください。

　東京五輪音頭-2020-は、リズムがゆっくりで
細かい手先の動きを表現するところが難しいで
すが、多くの方に音頭のことを知ってもらえる
のはうれしいです。皆さんと一緒に東京2020
大会を楽しんでいきたいです。

部長　西村小
こ は る

桜さん

　市立小・中学校
の授業で、ゴール
ボールなどのパラ
スポーツを取り入
れています。自分
が教わったパラス
ポーツをほかの学年の児童に教えたり、保護者
や地域の方に発表したり一緒に楽しむことを
通して、パラスポーツの魅力を伝えています。

「こうするんだよ！ 」

×秦
は た

　由加子選手 トライアスロンパラアスリートの未知（道）
千葉市ゆかりのアスリートを紹介

２度の失意
　「トライアスロンを始めてから、短パン
やスカートをはいて義足が見えても、全く
気にならなくなりました。」　爽やかに話す
秦選手ですが、笑顔の裏には、何度も失意
からはい上がってきた物語があります。
　彼女は、幼少期から水泳をしていました
が、13歳の時に骨肉腫で右大腿を切断し、義足での生活となりまし
た。その失望は大きく、スポーツから一度遠ざかります。
　「それでももう一度チャレンジしたい。」社会人になっていた
2007年、秦選手は、以前取り組んでいた水泳を再開し、パラリン
ピックを目指します。2009年に現在所属している稲毛インターナ
ショナルトライアスロンクラブに入会し、2010年には強化指定選
手となりますが、ロンドン2012パラリンピックに出場することは
できず、彼女の挑戦は終わりました。
トライアスロンに魅せられて
　それでも秦選手は、再び立ち上がります。「いつまでもくよくよし
ていられない。」トライアスロンで3大会連続オリンピック出場の
上田藍選手に大きな刺激を受け、ロンドン2012パラリンピックが
終わった年の12月、トライアスロンへの転向・挑戦を決意します。
トライアスロンは、スイム、バイク、ランと異なる3種目をこなす

身体能力が問われますが、秦選手は13歳で義足になって以降、走っ
たことがありませんでした。苦手を克服するため、長距離のランニ
ング練習を重ねますが、競技用義足で走ることは痛みを伴います。そ
の痛みと戦いつつ、身体の変化に合わせて義足を調整しながら練習
に打ち込みました。その結果、
2013年に初めて出場した幕張チ
ャレンジトライアスロンで完走
し、翌2014年と2015年の世界
トライアスロンシリーズ横浜大
会で連覇、ついにリオ2016パラ
リンピックへの出場を勝ち取り
ます。
東京2020パラリンピックに向けて
　悲願の出場を果たしたリオ2016パラリンピックで6位入賞とな
った秦選手。次の目標は「自国開催のパラリンピックで、全ての方
に、表彰台の上から感謝の思いを伝えたい。」そう話す秦選手の目は
輝きを増します。「スポーツで多くの感動を生み、人とつながること
で人生を豊かにしてくれる。そんなつながりを広げていける存在に
なりたい。」
　何度も失意からはい上がったアスリートとしての強さと優しさ
が、秦選手の最大の魅力であり武器でもあります。

Ｔオリンピック·パラリンピック調整課 ☎245-5296 Ｆ245-5299

 笑顔でおもてなし　City Cast Chiba

子どもたちもパラスポーツの
魅力を伝えています

千葉南高校ダンス部「東京五輪音頭-2020-で大会を盛り上げ! 」

本番に向けて、着々と準備中!

　JR海浜幕張駅南口の駅前広場に、
幕張メッセまでつながるデッキに上
がれるエレベーター・エスカレーター
を整備しました。また、黄色い視覚
障害者誘導用ブロックの両脇に黒い
ブロックを置いて見やすくしたり、歩道と横断歩道の間の段差
をなくすなど、整備を進めています。

 幕張メッセまでもっとアクセスしやすく!

　観戦に向けて競技を予習し
たり、オリンピック・パラリン
ピックの歴史を調べたり、自
分なりに大会に参加したり、
楽しみ方はさまざまです。あ
なたは、東京2020大会をど
のように楽しみますか? 幕張メッセ

失意から立ち上がる
心優しき「鉄人」

ⓒSatoshi TAKASAKI/JTU

東京五輪音頭
－2020－

東京1964大会のテー
マソングとして制作さ
れた東京五輪音頭が、
東京2020大会のため
にリメイクされました。

「ゆうゆう」、「きびき
び」、「車椅子」の三つ
のバージョンがありま
す。



イベントなどは、都合により変更する場合があります。花の見頃の時期は目安です。 市役所・区役所へのお問い合わせは、市役所コールセンター☎043-245-4894
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11日㈯　消防出初式
12日㈰　新春市民凧あげ大会
13日㈷　成人を祝う会
　〃　　 新成人座談会

JA
N

1 日 月 火 水 木 金 土

    1 2 3 4

  5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31 

元日

成人の日

オオベニゴウカン 三陽メディアフラワーミュージアム

1日㈬  　 千葉空襲写真パネル展（～8月下旬）
3日㈮  　 東京2020オリンピック聖火リレー（市内実

施日）
中旬　　  市美術館リニューアルオープン、ジャポニズ

ム-世界を魅了した浮世絵（～9月6日㈰）
24日㈷　 東京2020オリンピック競技大会（～8月9日㈰）
下旬　　  千の葉の芸術祭（～9月下旬）

JU
L

7 日 月 火 水 木 金 土

    1 2 3 4

  5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31
海の日 スポーツの日

A
PR

4 日 月 火 水 木 金 土

    1 2 3 4

  5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 30 31
昭和の日

シバザクラ　 富田さとにわ耕園

1日㈭  　 国勢調査
10日㈯　 科学フェスタ（～11日㈰）
上旬　　 特別史跡加曽利貝塚縄文秋まつり
〃   　　  （仮称）千葉観光牧場プレオープン
中旬　　 ちばモノレール祭り
下旬　　  九都県市合同防災訓練（～11月上旬）
市民の日（18日㈰）

O
C
T

10 日 月 火 水 木 金 土

     1 2 3

  4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

7日㈯   　 長谷川良信記念･千葉市長杯争奪車いすバ
スケットボール全国選抜大会（～8日㈰）

24日㈫ 　 千葉ロッテ パ･リーグ ZOZOマリンスタ
ジアム開幕戦

28日㈯ 　 稲毛海浜公園 Small Planet CAMP & GRILL
（バーベキュー場）オープン

〃 　　   こども･若者サミット
下旬  　　 千葉城さくら祭り（～4月上旬）

M
A
R

3 日 月 火 水 木 金 土

  1 2 3 4  5 6 7

  8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

春分の日

ハナモモ　 泉自然公園

19日㈯　 市美術館 宮島達男展（～12月13日㈰）
21日㈷　 秋の全国交通安全運動（～30日㈬）
26日㈯　 ベイサイドジャズ千葉
下旬　　  動物愛護フェスティバル

SE
P

9 日 月 火 水 木 金 土

   1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30
敬老の日 秋分の日

5日㈮  　ちばし環境フェスティバル
中旬　　 大賀ハスまつり（～下旬）
下旬　　  小・中学校普通教室へエアコン設置完了

JU
N

6 日 月 火 水 木 金 土

   1 2 3 4 5 6

  7  8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 

5日㈯  　 生涯学習センターまなびフェスタ（～6日
㈰）

6日㈰  　 アスンシオン市姉妹都市提携50周年記念ア
ルパコンクール＆アルパコンサート

上旬　　 市男女共同参画センターまつり
〃 　　 千葉マリンマラソン

下旬　　 （仮称）千葉公園ドーム完成

D
EC

12 日 月 火 水 木 金 土

   1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31

2日㈰  　 チバフリ（チバリアフリーアートプロジェクト）
16日㈰　 ちば市国際ふれあいフェスティバル
22日㈯　千葉市民芸術祭（～3月29日㈰）

FE
B

2 日 月 火 水 木 金 土

       1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

建国記念の日

天皇誕生日 振替休日

ウメ　 昭和の森

ガガブタ　 都市縁化植物園 キツネノカミソリ　 泉自然公園 ウスギモクセイ　 亥鼻公園 コスモス　 富田さとにわ耕園 サザンカ　 動物公園 スイセン　 昭和の森

19日㈬　 東京2020パラリンピック聖火リレー（市内
実施日）

22日㈯　 千葉の親子三代夏祭り（～23日㈰）
25日㈫　 東京2020パラリンピック競技大会（～9月

6日㈰）

A
U
G

8 日 月 火 水 木 金 土

       1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

   25 26 27 28 2923
30

24
31

山の日

2日㈯  　 幕張ビーチ花火フェスタ（千葉市民花火大会）
上旬　　  特別史跡加曽利貝塚縄文春まつり
東京2020パラリンピック競技大会開催100日前 

（17日㈰）

M
A
Y

5 日 月 火 水 木 金 土

      1 2

  3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

   25 26 27 28 29 3024
31

憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振替休日

バラ　 中田やつ耕園 大賀ハス　 千葉公園

上旬　動物公園ZOOフェスタ
〃 　千葉湊大漁まつり
〃 　幕張新都心クリテリウム

中旬　 パラスポーツフェスタちば2020
下旬　 千葉都心イルミネーション（～2月上旬）

N
O
V

11 日 月 火 水 木 金 土

  1 2 3 4  5 6 7

  8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 

文化の日

勤労感謝の日

…見頃の花　 …見られる場所

1日㈬　  市受動喫煙防止条例施行
〃   　　  千葉駅西口再開発ビルオープン（病院・公園

・自転車駐車場･商業施設等）
6日㈪  　 春の全国交通安全運動（～15日㈬）
東京2020オリンピック競技大会開催100日前（15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【17面】参照

2019年の千葉市

　1カ月半という短い期間に、台風15
号・19号、10月25日の大雨と3度の大
きな自然災害に見舞われ、市域に甚大
な被害が発生しました。

　他県・市、民間団体などと協
定を結び、迅速かつ的確な災
害対策を実施できる体制の構
築に努めています。台風15号
などでは、締結した協定に基
づき、多くの団体から物資供
給や災害復旧などに関するさ
まざまなご支援をいただきま
した。

　オリンピック・パラリンピ
ック競技の国際大会が市内で
多数開催されたほか、競技体
験会などのイベントを行いま
した。

　地域経済の活性化や夜間のに
ぎわいを創出するため、民間事
業を支援。イルミネーションで
彩られた中央公園でスケートを
楽しめる「YORU MACHI」（～
3月22日㈰）など、6つのイベン
トが随時開催されています。

　都市対抗野球大会に、
千葉市代表として出場し
たJFE東日本硬式野球部
が、幾多の接戦を制して
社会人野球日本一になり
ました。

　皆さんにとって、2019年はどのような年だったでしょうか。千葉
市でもさまざまな出来事がありました。そこで、昨年1年間の市政に
まつわる主な出来事を振り返ります。

　いなげの浜を白い砂
浜にリニューアルしま
した。今後も魅力ある
海辺となるよう、グラ
ンピング施設や温浴施
設などの設置を予定し
ています。

台風15号･19号、10月25日の大雨

いなげの浜が白い砂浜に

東京2020大会へ

夜のまちに にぎわいを

JFE東日本硬式野球部が初優勝

市内のおもな出来事

撮影 明角和人

1月
「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」の制
定と宣誓証明書交付式を開催

「学校における働き方改革プラン」を策定

2月 加曽利貝塚の将来像を描いた「特別史跡加曽利貝塚グランド
デザイン」を策定

4月

動物公園で、民間出身の園長就任。Amazon
「ほしい物リスト」による寄付受入など民間
視点・手法によるさまざまな取り組みを実施

市長ら公式訪問団が姉妹都市提携50周年を
迎えるパラグアイ共和国・アスンシオン市
を公式訪問

5月
改元日5月1日の婚姻届出数が例年の31倍

中央区役所がきぼーるに移転　市美術館が拡張へ

6月
小学校で民間スイミングスクールを活用した水泳学習を実施

市民が主体となってまちづくりに取り組む「千葉市市民自治
によるまちづくり条例」の公布

7月 区役所･保健福祉センターなどで、敷地内全面禁煙を実施

8月 蘇我スポーツ公園内にフクダ電子スタジアムがオープン

9月

千葉都市モノレール延伸計画の廃止
最後の「空のF1」レッドブル・エアレース千葉2019を開催、
室屋義秀選手が優勝
レッドブル・エアレース、東京ゲームショウ開催中にイベント民
泊（イベント時に宿泊施設として自宅を提供すること）を実施
千葉ロッテマリーンズで長年活躍した、福浦和也選手が現役
を引退

10月 受動喫煙の影響を調べるため、小学4年生を対象に尿中コチニ
ン値測定をモデル的に実施

11月

幕張新都心イルミネーション2019／2020
を開催

市制100周年記念事業ロゴマークとキャッ
チフレーズが決定

ジェフユナイテッド千葉で長年活躍した、
佐藤勇人選手が現役を引退

大船渡高校佐々木朗希選手、千葉ロッテマリーンズへ入団決定

12月 電話・FAXによる災害時緊急情報配信サービスを開始

幕張新都心
イルミネーション

寄付された給餌装置
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関連イベント
①ギャラリートーク
　日　　時　�1月19日㈰、2月9日㈰･16日㈰13：30～14：00
②やきハマグリづくり体験ワークショップ
　日　　時　�2月8日㈯・15日㈯10：00～12：00
　定　　員　10人
③稲毛地区歴史散歩
　日　　時　�2月2日㈰･22日㈯13：00～16：00
　定　　員　15人
申込方法　�①当日直接会場へ。②③1月24日㈮必着。往復はがき

（1人1通）に必要事項を明記して、〒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。

消防出初式
　消防車両のパレードやはしご乗り、消
防隊の総合演技などを披露します。消防
広場では、消防服を着用してのレスキュ
ー体験など、子どもも楽しめるイベント
がいっぱいです。
　日　　時　�1月11日㈯9：00～11：30
　　　　　　（消防広場は正午まで）
　　　　　　荒天中止

会　　場　�ハーバーシティ蘇我内
共用第2駐車場（中央
区川崎町）

＊�駐車場はありません。JR蘇我駅
西口発着の無料バスをご利用く
ださい（8：00から15分間隔で
運行）。

Ｔ消防局総務課�☎202-1611�Ｆ202-1614

冬のおでかけ特集
寒くても、思いっきり楽しんじゃえ！

市内では冬の楽しいイベントがたくさん！
家族や友人と出かけてみませんか。

新春市民凧あげ大会
　正月の風物詩、新春市民凧あげ大会を開催します。自慢の凧で
新春の空を飾ってみませんか。
　専門家が無料で修理する凧の病
院も開設します。
　日　　時　�1月12日㈰10：00～

13：00　雨天中止
　会　　場　�いなげの浜（稲毛海

浜公園内）
＊市内在住･在勤･在学で凧を自作し、10：30～11：30に凧をあげ
ている方を対象に審査の上、入賞者を決定し、表彰します。

Ｔ千葉市を美しくする会事務局（市民自治推進課内）
　☎245-5138�Ｆ245-5665

郷土博物館特別展
「海と千葉―海とともに歩んだ歴史―」
　江戸時代以降の海と千葉との関わりをテーマに、海上交通や漁
業、観光、民間航空、埋立てなどさまざまな視点で、「海ととも
に歩むまち」千葉市の姿を紹介します。
　日　　程　1月15日㈬～3月1日㈰

Ｔ郷土博物館�☎222-8231�Ｆ225-7106　月曜日（祝日の場合は翌日）休館　 千葉市立郷土博物館　

はしご乗りは圧巻！

勇壮な演技をご覧ください

五大力船模型
木更津市郷土博物館金のすず蔵

たくさんの凧が空に浮かびます

こどもかるたあそび
　正月ならではの昔あそび、かるた。絵本「ぐりとぐら」のかる
たや、「千葉市のふれあい子どもかるた」などで遊びます。当日直
接会場へ。
　日　　時　�1月11日㈯14：30～15：30
　会　　場　�中央図書館
　対　　象　�5歳以上の方　　定　　員　�先着30人
Ｔ中央図書館�☎287-3980�Ｆ287-4074

新春を飾るイベントを楽しもう！

歴史や文化に親しもう！

葛飾北斎「富嶽三
十六景　登戸浦」

やきハマグリ
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　餌づくりや動物舎の清掃などを通して、動物のこ
とを学んでみませんか。
　日　　時　2月9日㈰9：00～15：00
　対　　象　小学生と保護者（今年度参加者を除く）
　定　　員　25組（2人1組）
　料　　金　1組100円（保護者は要入園料）
　申込方法　�1月17日㈮必着。往復はがき（1組1通）に参加者全員の

必要事項【17面】のほか、性別、生年月日、動物アレルギ
ーの有無、当日の来園方法を明記して、〒264-0037若
葉区源町280千葉市動物公園へ。電子申請も可。

Ｔ動物公園�☎252-7566�Ｆ255-7116
　入園料＝高校生以上700円　水曜日休園

千葉市情報公開·個人情報保護審議会委員
　情報公開および個人情報の保護に関する重要事項などを審議します。
　任　　　　期　4月1日から2年間
　開 催 回 数　年2～4回程度（平日）
　応 募 資 格　�応募時点で、市内在住・在勤・在学の18歳以上の方（市

の議員・職員、ほかの附属機関の公募委員の方を除く）
　報　　　　酬　規定により支給　　募 集 人 数　男女各1人（予定）
　小論文テーマ　�千葉市の情報公開と個人情報の保護について考える

こと（800字以内）
　応 募 方 法　�1月31日㈮必着。A4判用紙に必要事項【17面】のほ

か、性別、職業を明記し、小論文を添付して、〒260-
8722千葉市役所政策法務課市政情報室へ郵送。
FAX、Ｅseisakuhomu.GEG@city.chiba.lg.jpも可。

　選 考 方 法　書類·面接による選考。結果は全員に通知します。
　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。
Ｔ政策法務課市政情報室�☎245-5717�Ｆ245-5719

　クラウドファンディングを活用した資金調達を実践するため、活用
事例や補助金制度などについて学びます。
　日　　時　�基礎編＝①1月11日・②25日、実践編＝③2月1日・�

④8日の土曜日10：00～13：00
　会　　場　�①③イオンコンパス幕張会議室（美浜区ひび野2-4）
　　　　　　②④市産業振興財団会議室（中央区中央2-5-1）
　対　　象　市内で創業する方など　　定　　員　各回先着30人
　申込方法　�ホームページから。電話、FAXも可（必要事項【17面】を

明記）。 千葉市　クラウドファンディング　

Ｔ銀座セカンドライフ㈱�☎03-3545-1765�Ｆ03-3545-1764

　市では、重要な計画や条例などの施策を策定する際に、案の段階で
市民の皆さんから意見を募集し、それを考慮して施策を決定するパブ
リックコメント手続を行っています。
①令和2年度千葉市食品衛生監視指導計画（案）
　食品営業施設などへの立ち入り検査や食品などの試験検査に関する
計画（案）を作成しました。
Ｔ生活衛生課�☎245-5215�Ｆ245-5556
　Ｅseikatsueisei.HWH@city.chiba.lg.jp
②（仮称）千葉市こどもプラン（第2期）（案）
　子ども・子育て支援事業計画、子ども・若者育成支援についての計画、
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画、
こどもの参画推進計画の4つを一体的なものとした計画（案）を作成
しました。
Ｔこども企画課�☎245-5178�Ｆ245-5547
　Ｅkikaku.CFC@city.chiba.lg.jp
　案 の 公 表　�①1月1日㈷～2月7日㈮、②1月17日㈮～2月17日㈪
　案の公表場所　�担当課、市政情報室、区役所地域振興課、市図書館、

①は保健所食品安全課、環境保健研究所、消費生活
センターも。ホームページからもご覧になれます。

　意見の提出期間　①2月7日㈮·②17日㈪まで
　意見の提出方法　郵送または直接持参、FAX、Eメールで。
　市の考え方の公表　�3月を予定。氏名、住所などの個人情報は公表しません。
　意見の提出先など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、案の
公表場所でご確認ください。 千葉市　パブリックコメント　

動物公園で親子飼育体験

クラウドファンディング活用セミナー

附属機関の委員を募集

パブリックコメント手続

　市では、多年にわたり社会教育の振興に尽力された方々を表彰し、
その功績をたたえました。� 五十音順·敬称略

社会教育功労者の表彰

個人
芦田成生　石井良澄　石田昭　泉孝雄　磯野正雄　井藤亘　伊奈正剛　
内尾彰宏　大塚文夫　大森覺　大森久雄　尾形淳　小島一男　小野務　
金子さおり　木村由夫　毛塚知佐子　鯉渕東輝宣　輿石則子　小林まゆみ
齋藤伊知郎　境重徳　佐々木凪子　末永俊幸　杉本勝彦　鈴木摩紀　代見秀夫
高田幸司　髙橋利行　立石恵一　田村公平　遠田晶子　豊岡重人　中路由美乃
中嶋節子　長門智恵　長嶺均　橋本銑輔　花嶋洋生　平井美智子　平田美智子
舟橋良子　別所康宏　前田勝美　松尾弘文　丸山育子　三浦房子　三瓶良男
矢島実　吉原久夫　渡部和彦
団体
お話しの会“はなみずき”　末広スマイルアロハ　千葉北部海洋少年団　
人形劇団あのね
Ｔ生涯学習振興課�☎245-5953�Ｆ245-5992
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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県フラワーフェスティバル

Ｊ1月10日㈮～13日㈷10：00～20：00
（13日は13：00まで）
Ｂそごう千葉店6階
Ｎ県内産の洋ラン・観葉植物・切り花
・鉢花などを出品。フラワーアレンジ
メント、花の販売なども
Ｔ農業生産振興課☎22₈-6279Ｆ22₈-
3317

Ｙ地方卸売市場 
市民感謝デー

Ｊ1月11日㈯・25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。
Ｃペット同伴不可
Ｔ地方卸売市場☎24₈-3200Ｆ24₈-
3202

Ｘ成人を祝う会

Ｊ1月13日㈷10：30～11：30
Ｂ千葉ポートアリーナ
Ｈ1999年（平成11年）4月2日～2000年

（平成12年）4月1日生まれの方。進学
・就職などで、現在市外在住の方も参
加できます。
Ｇ案内状または年齢を確認できる書
類（学生証・免許証など）
Ｔ健全育成課☎245-5973Ｆ245-5995

Ｙ昭和の森・自然観察会 
バードウォッチング

Ｊ1月12日㈰10：00～12：00
Ｋ50円
Ｃ雨天中止
Ｍ当日9：40から昭和の森第2駐車場
脇の東屋で
Ｔ緑公園緑地事務所☎294-2₈₈4Ｆ
294-2₈69

Ｙ大草谷津田いきものの里 
自然観察会

Ｊ冬のバードウォッチングを楽しも
う！ ＝1月19日㈰、春を待つ植物たち

＝2月2日㈰。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。集合
・解散は大草谷津田いきものの里入
口広場。雨天中止
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ環境保全課☎245-5195Ｆ245-5553

Ｙ花島公園自然観察会「ウメな
どの植物と冬の野鳥」

Ｊ2月15日㈯9：00～11：30
Ｉ先着20人
Ｋ50円。駐車場代別途
Ｃ雨天の場合、16日㈰に順延
Ｍ1月6日㈪から電話で、花見川公園
緑地事務所☎2₈6-₈740。Ｆ2₈6-₈₈27・
Ｅhanamigawa.URP@city.chiba.
lg.jpも可（ｊを明記）

Ｙ美浜マンスリークラシック

Ｊ1月15日㈬15：00～17：00
Ｂ美浜文化ホール 
Ｋ前売券（全席指定）＝2,300円、ペ
アチケット4,000円 
Ｃ就学前児の入場不可。前売券販売
所＝美浜文化ホール、若葉文化ホー
ル、文化センター、市民会館 
Ｔ美浜文化ホール☎270-5619Ｆ　
270-5609

Ｗナツメロ青春同窓会

Ｊ1月16日㈭14：00～16：00
Ｂ千葉公園蓮華亭ホール
Ｉ先着50人
Ｋ500円
Ｍ当日直接会場へ
ＴNPO法人うたともクラブ☎090-
57₈5-6652Ｆ23₈-₈005

Ｗ猫の譲渡会「にゃんこの家族
さがし」

Ｊ1月19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条件など詳しくは、お問い合わせ
ください。猫の譲り渡しは後日。当
日直接会場へ
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☎245-5215Ｆ245-
5556

Ｖ動物保護指導センター 
猫の譲渡会

Ｊ1月20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条件など詳しくは、お問い合わせ

ください。猫の譲り渡しは後日。当
日13：30までに直接会場へ
Ｔ動物保護指導センター☎25₈-7₈17
Ｆ25₈-7₈1₈

Ｙ琵琶と箏と影絵でつづる「今
は昔」

Ｊ1月19日㈰15：00～16：25
Ｂ若葉文化ホール
Ｎ演目＝竹取物語、今様赤頭巾、浦
島TARO。出演＝坂田美子さん（琵
琶）、稲葉美和さん（筝）、ジャック
・リー・ランダルさん・広田郁世さん
（影絵）
Ｋ前売券（全席指定）＝一般1,500円、
高校生以下＝500円、65歳以上＝
1,000円
Ｃ就学前児の入場不可。前売券販売
所＝若葉文化ホール、文化センター、
市民会館、美浜文化ホール。75歳以
上は無料（若葉文化ホールは電話で
申し込み）
Ｔ若葉文化ホール☎237-1911Ｆ237-
9213

Ｙ市教職員合唱団 
夢と虹のコンサート

Ｊ1月25日㈯14：00～16：00
Ｂ市民会館
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ教育指導課☎245-5936Ｆ245-59₈9

Ｙライアーの響き～静けさと
ハーモニー～

Ｊ2月15日㈯14：00～16：00
Ｂ文化センター
Ｎ曲目＝いつも何度でも（千と千尋
の神隠し）、日本の童謡メドレーな
ど
Ｋ前売券（全席自由）＝一般1,000円、
小学生以下500円。就学前児の膝上鑑
賞に限り無料
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、
若葉文化ホール、美浜文化ホール
Ｔhina音楽事務所☎247-2509（FAX
兼用）

Ｗこころの健康センターの催し

①アルコールミーティング
Ｊ1月17日㈮14：00～16：00
Ｎ話し合いと学習会（テーマ＝コ
ミュニケーションを変える）
Ｈお酒の問題で悩んでいる家族と
本人

②ちばアディクションフォーラム
Ｊ1月1₈日㈯13：00～16：30
Ｂ蘇我コミュニティセンター
Ｎ講演（テーマ＝ネット・ゲーム依
存の実情と対応について）、回復者

（依存症の本人）・家族による体験
談、エイサー演舞

Ｉ先着350人
Ｍ当日12：30から直接会場で

③うつ病当事者の会
Ｊ1月2₈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
Ｊ1月15日㈬・29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
Ｍ1月6日㈪から電話で、こころの
健康センター☎204-15₈2
Ｃ①③④当日直接会場へ
Ｔ同センター☎前記Ｆ204-15₈4

Ｚオープンガバメント推進協
議会公開シンポジウム

Ｊ1月19日㈰13：30～17：10
Ｂホテルグリーンタワー幕張（美浜
区ひび野2-10-3）
Ｎ学生による、まちの魅力のプレゼ
ン対決、市長参加のパネルディスカ
ッションなど
Ｉ100人
Ｍ1月₈日㈬必着。Ｅメールでｊを明
記して、オープンガバメント推進協
議会Ｅog-kyogikai@city.chiba.
lg.jp。Ｆ245-5692も可
Ｔ同協議会（業務改革推進課内）☎
245-5797Ｆ前記

Ｖマンション管理士によるセ
ミナー・相談会

Ｊ1月25日㈯13：00～16：00
Ｂ高洲コミュニティセンター
Ｎセミナーテーマ＝「修繕積立金は
何故不足するのか？」「経年劣化によ
る配管漏水の解決策」
Ｉセミナー＝先着40人、相談会＝先
着4組
Ｍ1月24日㈮12：00までに電話で、県
マンション管理士会☎244-9091。Ｆ
244-9094も可（ｊを明記）

Ｘ南部青少年センターの催し

ゆめチャレンジ
Ｊ1月25日㈯・26日㈰10：00～16：30
Ｎ音楽と演劇の発表会
Ｃ当日直接会場へ

健康なお肌づくりとお悩み解消メイ
ク
Ｊ2月15日㈯13：30～15：30　
Ｈ16歳以上の女性　
Ｉ先着20人
Ｋ500円
Ｍ1月4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）、祝日休
館

Ｚ保育de 就職！ @千葉 
保育のしごと就職フェスタ

Ｊ1月26日㈰10：30～15：30（就職面談
会は12：30から）。
Ｂペリエ千葉7階ペリエホール
Ｎ保育所（園）・児童福祉施設などの
採用担当者との面談、相談、潜在保
育士向けの講座など
Ｃ当日直接会場へ
Ｔちば保育士・保育所支援センター

（県福祉人材センター内）☎222-266₈
・2227Ｆ222-0774

Ｗ障害者福祉センター 
社会適応訓練　音楽療法

Ｊ1月26日㈰13：30～15：00
Ｈ1₈歳以上で障害者手帳をお持ちの
方と付添者
Ｉ先着60人

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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Ｍ1月4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
日の場合は翌日も）、祝日休館

Ｚシニア従業員のお仕事説明会

ＪＢ1月16日㈭14：00～15：30＝都賀
コミュニティセンター、1月23日㈭ 
14：00～15：30＝鎌取コミュニティセ
ンター
Ｎレジ接客など多様な働き方を紹介
Ｈ60歳以上の方　
Ｉ各先着20人
Ｍ電話で、セブン-イレブンスタッフ
応募受付センター☎0570-031-711

（平日10：00～19：00）
Ｔ同センター☎前記、㈱セブン-イレ
ブン・ジャパン千葉地区事務所Ｆ
274-6529

Ｘガールスカウト体験「集ま
れ！ 元気な女の子！！ 」

Ｊ2月₈日㈯10：00～14：30
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎゲームやクイズを通した体験
Ｈ5歳～小学3年生の女子
Ｍ1月20日㈪までにEメールで、ガー
ルスカウト千葉市協議会Ｅgirlchiba 
@hkg.odn.ne.jp。同会へ電話☎241-
6010（火・木曜日）も可
Ｔ同会☎前記（FAX兼用）または健
全育成課☎245-5973

Ｚ地元千葉市の会社見学ツアー

Ｊ2月12日㈬₈：00～17：00
Ｎ市内約4社を見学します。
Ｈ高校1・2年生と保護者　
Ｉ40人
Ｃ集合・解散＝JR千葉駅東口NTTビ
ル前（中央区富士見1-12-16）。参加
企業など詳しくはｈ「内陸企業連合
会の取組」で検索
Ｍ2月5日㈬必着。Eメールでｊのほ
か、保護者の氏名（フリガナ）、当日
の緊急連絡先を明記して、市内陸企業
連合会Ｅnairiku@chibashi-sangyo 
.or.jp。Ｆ441-7775も可
Ｔ同団体☎216-3₈3₈Ｆ前記

Ｙ千葉ポートアリーナ杯争奪
ミニバスケットボール大会

Ｊ3月14日㈯・15日㈰9：00～17：00
Ｂ千葉ポートアリーナ
Ｎ予選リーグと決勝トーナメント
Ｈ市内在学または市内に拠点を置く
小学3～6年生で構成された男子また
は女子チーム（1チーム10～12人）
Ｋ1チーム2,000円。別途傷害保険へ
の加入が必要です。
Ｍ1月15日㈬～31日㈮必着。申込書

（市スポーツ協会のホームページで
配布）を記入して、〒260-0025中央
区問屋町1-20千葉市スポーツ協会へ 
Ｔ同協会☎23₈-23₈0Ｆ203-₈936

教室・講座

Ｗ社会福祉セミナー 
「ながら運動」のすすめ

Ｊ1月17日㈮9：55～11：30
Ｂ市社会福祉研修センター
Ｉ先着30人
Ｍ1月6日㈪から電話で、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健康づくりスポーツ教室

Ｊ①体幹トレーニング＝2月12日～ 
3月1₈日の水曜日。②GYM&RUN（脚
力・ヒップアップフィットネス）＝ 
2月13日～3月19日の木曜日。いずれ
も、19：30～20：30。各全6回
Ｂ①千葉ポートアリーナ、②穴川コ
ミュニティセンター
Ｈ1₈歳以上の方　
Ｉ各25人
Ｋ1,500円
Ｍ1月15日㈬必着。ｏ（1人1教室1通）
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

年末年始ってついつい食
べ過ぎちゃいますよね。
体が重いなーと感じた
ら、いつもと違う運動を
取り入れてみては？

編集担当Y

Ｗ療育センターふれあいの家
ヨガビリー教室

Ｊ1月17日・31日、2月7日の金曜日13：30
～15：30。全3回
Ｈ1₈歳以上の身体障害者手帳をお持
ちの方
Ｉ10人
Ｍ1月4日㈯～9日㈭に電話で、療育セ
ンターふれあいの家☎216-5130。Ｆ
277-0291・Ｅfureai19₈1@bz04.plala.
or.jp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）、祝日休館

Ｚ子育てお母さんのための 
「ものづくり転職セミナー」

Ｊ1月22日㈬9：30～11：30
Ｂポリテクセンター千葉（稲毛区六
方町274）
Ｈ子育て中の母親など　
Ｉ先着50人
Ｍ電話で、ポリテクセンター千葉☎
422-4₈10
Ｔ同施設☎前記Ｆ422-4₈96

Ｗこころの健康センター 
ゲートキーパー講座

Ｊ1月22日㈬13：40～16：00
Ｎ早期に自殺のサインに気づき、話
を聴き、見守り、必要に応じて専門機
関につなぐゲートキーパーについて
Ｉ先着30人
Ｍ電話で、こころの健康センター☎
2 0 4 - 1 5 ₈ 2 。 Ｆ 2 0 4 - 1 5 ₈ 4・
Ｅkokoronokenko.HWS@city.
chiba.lg.jpも可（ｊを明記）

Ｙ生涯学習センター　埋蔵文
化財ロビー巡回展関連講座

Ｊ弥生時代の石器から何が解るか＝
1月31日㈮、環状石器とはなにか＝ 
2月7日㈮。いずれも、10：30～12：00
Ｉ各60人
Ｍ1月6日㈪～20日㈪必着。ｏにｊを
明記して、〒260-0₈14中央区南生実
町1210千葉市埋蔵文化財調査センタ
ーへ。Ｅmaizobunkazai.EDL@
city.chiba.lg.jpも可
Ｔ同センター☎266-5433Ｆ26₈-9004

Ｚ谷津田の自然体験教室「カエ
ルのタマゴを調査しよう」

Ｊ2月13日㈭10：00～12：00

Ｂ大草谷津田いきものの里
Ｉ20人
Ｃ小学3年生以下は保護者同伴。雨天
の場合20日㈭に延期
Ｍ2月3日㈪必着。ｏにｊを明記して、
〒260-₈722千葉市役所環境保全課
へ。Ｆ245-5553、Ｅkankyohozen.
ENP@city.chiba.lg.jp、電子申請も可
Ｔ同課☎245-5195Ｆ前記

Ｘひとり親家庭食育講座

Ｊ2月15日㈯10：00～13：30
Ｂハーモニープラザ
Ｎ親子でアイシングクッキー作り
Ｈひとり親家庭の母親または父親と
3歳以上の子ども
Ｉ13組
Ｍ1月31日㈮必着。Ｅメールでｊのほ
か、食物アレルギーの有無を明記し
て、市母子寡婦福祉会Ｅboshikai@
grace.ocn.ne.jp。☎261-9156（FAX
兼用）、Ｆ前記、ｏで〒260-0₈44中央
区千葉寺町120₈-2に郵送も可

Ｙ硬式テニス講習会 
（未経験・初級者）

Ｊ2月22日～3月21日（3月14日を除
く）の土曜日10：00～12：00。全4回
Ｂ高浜庭球場
Ｈ高校生以上の方　
Ｉ先着130人
Ｇテニスシューズ、ラケット
Ｋ2,500円
Ｃ雨天中止
Ｍ1月20日㈪必着。ｏにｊのほか性別
を明記して、〒264-₈799若葉郵便局
留千葉市テニス協会・安藤宛へ
Ｔ同協会・安藤さん☎070-6633-0950

（1₈：00～21：00）またはスポーツ振興
課☎245-596₈Ｆ245-5994

相　談

Ｖ行政書士による相続・遺言・
成年後見相談

ＪＢ1月6日㈪＝若葉区役所3階。17日
㈮＝きぼーる11階。いずれも、13：00
～16：00
Ｃ当日直接会場へ。電話相談不可
Ｔ県行政書士会千葉支部・青野さん
☎090-6547-0₈19Ｆ296-0746

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
Ｊ1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各相談先着₈人
Ｃ1人30分｡ 電話相談不可
Ｍ1月6日㈪から電話で、広報広聴
課☎245-5609

特設法律相談
Ｊ1月25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
Ｍ1月6日㈪～16日㈭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

Ｗ不妊専門相談

Ｊ1月₈日㈬14：15～16：30
Ｂ保健所
Ｎ医師と助産師による相談
Ｈ不妊や不育症でお悩みの方

Ｉ先着3人
Ｍ電話で、健康支援課☎23₈-9925
Ｔ同課☎前記Ｆ23₈-9946

Ｖ分譲マンション相談・アドバ
イザー派遣

Ｊ1月9日㈭＝大規模修繕、維持管理、
建替えに関する相談。1月16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
Ｎ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
Ｍ1月6日㈪から前週金曜日までに電
話で、すまいのコンシェルジュ☎245-
5690。Ｆ245-5691も可（ｊを明記）
Ｔ住宅政策課☎245-5₈49Ｆ245-5795

Ｖ住宅増改築相談

Ｊ1月10日㈮10：00～15：00
Ｂ区役所。中央区はきぼーる1階
Ｎ増改築、高齢者向けの改造など
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ市増改築相談員協議会☎2₈5-3003
Ｆ290-0050

Ｖちば司法書士総合相談セン
ター相談会

Ｊ1月11日～25日の土曜日10：00～
15：00
Ｂ千葉司法書士会館（美浜区幸町2-2-1）
Ｎ相続、少額訴訟、借金など
Ｍ電話で、ちば司法書士総合相談セ
ンター☎204-₈333（平日、土曜日）
Ｔ同センター☎前記Ｆ247-399₈

Ｖ外国人のための労働相談・法
律相談

Ｊ①1月11日㈯・②20日㈪13：00～16：00
Ｂ国際交流プラザ
Ｎ①社会保険労務士による労働相
談、②弁護士による法律相談
Ｉ各先着4人
Ｃ通訳希望者は要事前相談
Ｍ①1月10日㈮・②17日㈮いずれも
12：00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・休日休業

Ｖ建築相談

Ｊ1月12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）

Ｗエイズなど性感染症の 
検査と相談

検査
Ｊ1月14日㈫・2₈日㈫14：00～15：00
Ｍ電話で、感染症対策課☎23₈-
9974 

面接・電話相談
Ｊ火曜日10：00～12：00、13：00～
16：00、1月22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

Ｖ心配ごと相談所の法律相談

Ｊ1月16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-

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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₈₈60
Ｔ同相談所☎前記Ｆ312-2442

Ｗこころの健康センターの相談

Ｊ①高齢者相談＝1月30日㈭14：00～
16：00。②思春期相談＝1月24日㈮、2月
3日㈪10：00～12：00、2月13日㈭15：00
～17：00。③アルコール・薬物依存相
談＝1月24日㈮10：00～12：00、2月 
12日㈬14：00～16：00。④一般相談＝
2月5日㈬10：00～12：00
Ｎ専門医による相談
Ｈ本人または家族
Ｍ1月6日㈪から電話で、こころの健
康センター☎204-15₈2
Ｔ同センター☎前記Ｆ204-15₈4

Ｖ弁護士・税理士・司法書士に
よる合同相談会

Ｊ1月1₈日㈯10：00～16：15
Ｂ県弁護士会館（中央区中央4-13-9）
Ｎ民事全般、税金問題、登記手続き
など。電話相談不可
Ｉ先着42組
Ｍ1月6日㈪から電話で、千葉司法書
士会☎246-2666
Ｔ同会☎前記Ｆ247-399₈

Ｖ弁護士による養育費相談

Ｊ2月12日㈬13：30～16：30
Ｂ若葉保健福祉センター
Ｎ離婚に伴う養育費など
Ｈ市内在住のひとり親家庭の方、離
婚を考えている方（子どもがいる方
に限る）
Ｉ3人
Ｃ1人50分程度の相談
Ｍ1月24日㈮～2月4日㈫必着。ｇにｊ
を明記して、〒260-₈722千葉市役所
こども家庭支援課へ。☎245-5179、
Ｆ245-5631、Ｅkateishien.CFC@
city.chiba.lg.jpも可

Ｖ社会保険労務士相談

Ｊ1月20日、2月3日・17日の月曜日10：00
～16：00
Ｂ森林会館（中央区長洲1-15-7）
Ｎ労働、社会保険、年金などの相談。
電話相談不可
Ｉ各相談日先着5人　
Ｍ1月6日㈪から電話で、県社会保険
労務士会千葉支部☎224-9027
Ｔ同支部☎前記Ｆ224-905₈

Ｗ難病医師相談

消化器系難病
Ｊ1月21日㈫13：00～16：00
Ｈ潰瘍性大腸炎、クローン病、ベ
ーチェット病（腸管型）などでお
悩みの方と家族

膠原（こうげん）病　
Ｊ1月29日㈬13：00～16：00
Ｈ全身性エリテマトーデス、ベー
チェット病、全身性強皮症、皮膚
筋炎、多発性筋炎、シェーグレン
症候群、悪性関節リウマチなどで
お悩みの方と家族

神経・筋難病
Ｊ1月31日㈮13：00～16：00
Ｈパーキンソン病、脊髄小脳変性
症、重症筋無力症、多発性硬化症、
多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化
症、スモンなどでお悩みの方と家族
Ｂ総合保健医療センター
Ｎ専門医による相談
Ｉ各先着6人
Ｍ1月7日㈫から電話で、健康企画課
☎245-5229
Ｔ同課☎前記Ｆ245-5554

Ｗこころといのちとおかねの
相談会

Ｊ1月25日㈯10：00～15：00
Ｂきぼーる15階
Ｎ司法書士、臨床心理士、精神保健
福祉士による暮らしに関する法律、
心の悩みなど
Ｃ当日直接会場へ。電話相談不可
Ｔ千葉司法書士会☎246-2666Ｆ247-
399₈。日曜日、祝・休日休館

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
Ｊ1月29日㈬13：15～15：20
Ｂ保健所
Ｍ1月6日㈪から電話で、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
身体の不調・不安で悩んでいる方
Ｔ同課☎前記Ｆ23₈-9946

Ｚ台風15号･19号、豪雨被災者
向け税務相談

ＪＢ1月15日㈬･16日㈭＝中央・若葉・
緑区役所。いずれも、10：00～16：00

（16日の中央区は9：30～12：00）。受け
付けは終了時間30分前まで
Ｎ税理士による、災害で損害が出た
建物などの令和元年分所得税還付･
軽減措置などの相談
Ｃ必要書類など詳しくは、ｈ「県税
理士会　無料税務相談会」で検索
Ｔ税理士会☎243-1527Ｆ243-1646

募　集

ＺWEBアンケートで 
あなたの意見を市政に！

12月27日㈮～1月10日㈮、ｈでWEB
アンケートを行っています。
テーマ＝「COOL CHOICE」「災害
への備え」
抽選で、動物公園の施設利用券など
を進呈。詳しくは、ｈ「千葉市　
WEBアンケート」で検索
Ｃちばシティポイント対象事業
Ｔ広報広聴課☎245-5609Ｆ245-5796

Ｚランチ・ミーティングの参加
者

Ｊ2月21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
Ｉ各1団体（5～9人）
Ｇ昼食
Ｍ1月10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市民春の俳句大会の作品

応募方法＝1月15日㈬必着。400字詰
め原稿用紙に四季雑詠（2句1組）と
ｊを記入し、参加費1組1,000円（無
記名の郵便小為替を使用）を添えて、
〒260-0₈24中央区浜野町407-16昼間
方・千葉市俳句協会へ
Ｔ同協会・昼間さん☎265-4333また
は文化振興課Ｆ245-5592

Ｚ水辺サポーター（水辺環境保
全推進員）

Ｎ市内河川や海域で定期的に生物調
査や水質調査、清掃活動、啓発活動
を行う水辺サポーターを募集しま
す。任期＝4月1日から2年間。応募期
限＝3月16日㈪。申込方法など詳しく
は、お問い合わせください。
Ｈ水辺環境の保全活動をしている団
体や自治会の推薦を受けた方など
Ｔ環境保全課☎245-5195Ｆ245-5553

Ｚ青葉病院の非常勤職員

看護補助
Ｎ入院患者の日常生活支援、メッ
センジャー業務など。勤務時間＝
₈：30～16：30、11：00～19：00など 
1日7時間程度。時給＝1,190円

看護クラーク
Ｎ看護師が円滑に業務遂行できる
ようにサポートする事務的な業
務、入院に関する説明など。勤務
時間＝₈：30～17：00の間で1日7時
間程度。時給＝990円

看護師
Ｎ看護師業務。勤務時間＝₈：30～
16：30、11：00～19：00など1日7時間
程度。時給＝1,190円～2,200円

いずれも、休憩1時間、託児あり
Ｃ就業時間、勤務日数は応相談
Ｔ青葉病院☎227-1131Ｆ227-1230

Ｚ介護認定調査員（会計年度任
用職員）

居宅や施設を訪問し、タブレット型
パソコンなどを利用した聞き取り調
査業務を行います。
雇用期間＝4月1日㈬～来年3月31日
㈬。勤務時間＝平日9：00～16：00。給
与＝月1₈9,63₈円～200,321円（予定）。
期末手当、社会保険あり。
Ｈ次の条件をすべて満たす方。
介護支援専門員・保健師・助産師・看
護師・理学療法士・作業療法士・社会
福祉士・介護福祉士のいずれかの資
格を持つ。普通自動車免許があり運
転できる。パソコンに文書入力がで
き、独りで訪問調査ができる。
Ｉ中央区・若葉区＝各12人、花見川区
＝11人、稲毛区＝10人、緑区＝7人、
美浜区＝₈人（予定）
Ｍ1月6日㈪～20日㈪必着。詳しくは、
募集要項（保健福祉センター高齢障
害支援課介護保険室で配布。ｈから
印刷も可）をご覧ください。
Ｔ同課・中央☎221-21₈9Ｆ221-2602、
花見川☎275-6403Ｆ275-6317、稲毛
☎2₈4-6241Ｆ2₈4-6193、若葉☎233-
₈265Ｆ233-₈251、緑☎292-9491Ｆ292-
₈276、美浜☎270-4073Ｆ270-32₈1

お知らせ

Ｙ千葉あそび（2020早春号）を
配布中

春を楽しめる観光体験プランを紹介
催行期間＝3月20日㈷まで
配布場所＝観光情報センター（JR千

葉駅・海浜幕張駅）、区役所地域振興
課、公民館など
Ｔ観光プロモーション課☎245-5066
Ｆ245-5334

Ｗ献血にご協力を

Ｊ市役所＝1月₈日㈬9：30～11：45、
13：00～16：30
中央区＝1月21日㈫10：00～13：00、
14：15～16：00
花見川区＝1月22日㈬10：00～12：00
稲毛区＝1月22日㈬14：00～16：00
若葉区＝1月23日㈭13：30～16：00
緑区＝1月23日㈭9：15～11：15
美浜区＝1月24日
㈮13：30～16：00
Ｂ市役所、区役所
Ｔ赤十字血液セン
ター☎241-₈332Ｆ
241-₈₈13

Ｙ
千葉ポートアリーナ 
千葉ジェッツホーム公式戦

Ｊ1月15日㈬対秋田ノーザンハピネ
ッツ、29日㈬・対サンロッカーズ渋
谷。いずれも、19：05開始
Ｃ入場料など詳しくは、お問い合わ
せください。
Ｔ千葉ジェッツ☎047-401-40₈4（平
日10：00～1₈：00）Ｆ047-401-41₈5

Ｙ蘇我コミュニティセンターハ
ーモニープラザ分館が開館

4月から、蘇我コミュニティセンター
ハーモニープラザ分館が開館しま
す。4月分の利用は2月1日㈯から受け
付けます。申し込みには、事前に施
設利用登録の手続きが必要です。詳
しくは、ｈ「ハーモニープラザ分館」
で検索
Ｔ中央区地域振興課☎221-2105Ｆ
221-2179

Ｚ農林業センサスの回答をお
願いします

農林水産省が農林業の生産・就業構
造などの変化と実態を把握するため
に行う統計調査です。農林業を営む
すべての農家や法人を1月中旬から
調査員が訪問します。なお、調査員
を装ったかたり調査にご注意くださ
い。調査員が訪れた際は、調査員証
の確認をお願いします。
Ｔ区役所地域振興課・中央☎221-
2104、花見川☎275-6191、稲毛☎2₈4-
6104、若葉☎233-₈121、緑☎292-
₈104、美浜☎270-3121、政策企画課
☎245-5714Ｆ245-5₈91

Ｚこてはし温水プールが臨時
休館

こてはし温水プール（花見川区三角
町）は、2月3日㈪～21日㈮、点検や
施設修繕等のため休館します。スポ
ーツ室とトレーニング室は、2月9日
㈰～2月12日㈬の4日間のみ休館しま
す。
Ｔこてはし温水プール☎216-0090Ｆ
216-0093

Ｚ大気汚染状況11月分

Ｎ市内の測定局で測定した11月の微
小粒子状物質（PM2.5）の暫定指針
値超過日（70.1μg/㎥以上）、二酸化
窒素（NO₂）の環境目標値超過日

（41ppb以上）はともに0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

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【17面】参照。年末年始の主な施設の休館日は、本紙12月号をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。

けんけつ
ちゃん
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Ｙ＝魅力・観光　　Ｚ＝その他

施　設

Ｃ就学前児は保護者同伴
Ｍ当日直接会場へ

☎202-1504 Ｆ202-1503 火曜日休館子ども交流館

科学館
☎30₈-0511 Ｆ30₈-0520 1/20㈪～22㈬休館
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

Ｍ②③⑦⑨1/2㈭から電話で同館へ。④⑧同館ミュージアムショップでチケット購入。
⑤⑥当日直接会場へ（⑤は10：30から整理券配布）
催しなど

生涯学習センター
Ｍ①②当日直接会場へ（開始時間の30分前から受け付け）。③～⑦1/14㈫、⑧～⑩
1/31㈮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

☎231-0129 Ｆ231-49₈6
月曜日（祝日の場合は翌日）休館

講座名 日時・対象・定員など
①月曜名画座「心の旅路」 1/6㈪10：00～12：05、14：00～16：05　Ｉ先着300人
②木曜名画座「エル・スール」1/16㈭10：00～11：35、14：00～15：35　Ｉ先着300人
③はじめてのタブレット体験 1/29㈬10：00～12：00　Ｈ未経験者の方　Ｉ20人

④人間力に磨きをかける 2/6㈭・13㈭10：00～12：00　全2回　Ｎ相互関係を
築くコミュニケーション　Ｉ20人　Ｋ1,000円

⑤エクセル2016入門 2/₈～29の土曜日10：00～12：00　全4回　Ｈワード
使用経験があるエクセル初心者の方　Ｉ20人

⑥やっと見つけた！ 手ごた
えのある生き方

2/9㈰13：30～15：30　
Ｈ成人　Ｉ40人

⑦親子であそぼう らんらん
らん

2/20㈭10：00～11：00
Ｈ3歳未満の子どもと保護者　Ｉ20組

⑧シニアのためのはじめての
ワード2016

2/20～3/26の木曜日10：00～12：00　全6回
Ｈ60歳以上の文字入力ができる方　Ｉ20人

講座

Ｍ①当日直接会場へ。②1/16㈭必着。Eメールでｊを明記して、同館Ｅkasori.jomon@
city.chiba.lg.jp。電子申請、FAXも可。

加曽利貝塚博物館

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

終活セミナー＆個別
相談（①相続、②遺
言と法律改正）

①1/12㈰・②19㈰セミナー＝13：00～14：45、
個別相談＝15：00～17：00　Ｈ成人
Ｉセミナー＝各先着30人、相談＝各先着
4組　Ｃ相談は1組30分程度　
Ｍ1/4㈯から電話で

新宿公民館
☎243-4343
Ｆ243-3972

知っておきたい相続
1/24㈮13：00～15：00 　Ｈ成人　Ｉ先着
20人　Ｃ講座終了後、個別相談あり　
Ｍ1/5㈰から電話で

宮崎公民館
☎263-5934
Ｆ263-4904

パソコン講座「ワー
ドでチラシづくり」

2/4㈫～7㈮9：00～12：00　全4回　Ｈ文字
入力ができる成人　Ｉ先着10人　Ｋ
1,200円　Ｍ1/4㈯から直接来館（料金持参）

末広公民館
☎264-1₈42
Ｆ264-3746

はじめてのスマホ体
験（①簡単スマホ、②
iPhone）

①2/4㈫・5㈬、②2/1₈㈫・19㈬。いずれも、
13：30～15：30各全2回　
Ｈ①60歳以上の方、②成人
Ｉ各先着15人　Ｍ1/10㈮から電話で

椿森公民館
☎254-00₈5
Ｆ254-12₈5

ワード入門
「ワードの基礎を学
ぶ」

2/11㈷～14㈮13：30～16：30　全4回　
Ｈ文字入力ができる成人　Ｉ先着10人　
Ｋ1,200円　Ｍ1/4㈯から電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
Ｆ271-6994

管弦楽とオカリナに
よる新春コンサート

1/12㈰14：00～15：00　
Ｉ先着50人　
Ｍ当日直接来館

検見川公民館
☎271-₈220
Ｆ271-9319

初めての簡単手作り
発酵食品

1/22㈬10：00～11：30　
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ₈00円　
Ｍ1/7㈫から電話で

犢橋公民館
☎259-295₈
Ｆ259-6431

初心者向け茶道教室
「お茶とお菓子を楽
しもう」

1/29㈬、2/5㈬10：00～12：00　全2回　
Ｈ成人　Ｉ先着₈人　Ｋ500円　
Ｍ1/7㈫から電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
Ｆ250-1992

郷土料理「房総の太
巻き寿司」

1/30㈭10：00～13：00　
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ1,300円　
Ｍ1/4㈯から直接来館（料金持参）

さつきが丘公民館
☎250-7967
Ｆ2₈6-6469

初笑い　さつき寄席
1/19㈰14：00～16：00　
Ｉ先着60人　
Ｍ1/4㈯から電話で

長作公民館
☎25₈-1919
Ｆ2₈6-6449

観音様の笑顔を彫る
（円空彫り入門講座）

1/25㈯13：30～16：30　
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ1,000円　
Ｍ1/4㈯から直接来館（料金持参）

花見川公民館
☎257-2756
Ｆ2₈6-01₈5

歴史講座
1/22㈬・29㈬10：00～12：00　全2回　
Ｈ成人　Ｉ先着20人　
Ｍ1/7㈫から電話で

幕張公民館
☎273-7522
Ｆ273-61₈5

温故知新「幕張の民
俗」

2/1㈯・₈㈯10：00～12：00　全2回　
Ｈ成人　Ｉ先着30人　
Ｍ1/₈㈬から電話で

幕張本郷公民館
☎271-6301
Ｆ271-0₈₈1

歴史講座「戦国争乱
に 生 き る 房 総 の 人
々」

2/7㈮14：00～16：00　
Ｈ成人　Ｉ先着30人　
Ｍ1/13㈷から電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
Ｆ243-3962

郷土の和菓子「浅間
まんじゅう」を作ろ
う

1/1₈㈯9：30～12：00　
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ500円　
Ｍ1/7㈫から直接来館（料金持参）

黒砂公民館
☎241-2₈11
Ｆ247-1931

くろすな新春コンサ
ート「箏と尺八のハ
ーモニー」

1/11㈯14：00～15：30　
Ｈ成人　Ｉ先着30人　
Ｍ当日直接来館

小中台公民館
☎251-6616
Ｆ256-6179

初心者のための墨彩
画教室

1/31、2/7・21の金曜日10：00～12：00　全
3回　Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ500円　
Ｍ1/5㈰から電話で

山王公民館
☎421-1121
Ｆ423-0359

防災講座
2/₈㈯10：00～11：30　
Ｈ成人　Ｉ先着30人　
Ｍ1/5㈰から電話で

都賀公民館
☎251-7670
Ｆ2₈4-0627

千葉県文書館出前講
座「神道・神社の歴史
と房総」

1/29㈬10：00～11：30　
Ｉ先着20人　
Ｍ1/7㈫から電話で

轟公民館
☎251-799₈
Ｆ2₈5-6301

キッチン簡単そば打
ち＆郷土料理を楽し
もう

1/13㈷・26㈰、2/11㈷・24 10：00～13：00
　全4回　Ｈ成人　Ｉ先着12人　
Ｋ6,000円　Ｍ1/4㈯から電話で

緑が丘公民館
☎259-2₈70
Ｆ2₈6-6442

我が家の防災対策～
災害から身を守るた
めに～

1/29㈬10：00～11：00　
Ｈ成人　Ｉ先着20人　
Ｍ1/6㈪から電話で

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

公民館

講座・イベント名  日時・対象・定員など
オープン工房「アイロンビーズ
でキーホルダーを作ろう！ 」

1/6㈪14：00～16：00
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ先着24人

おやこ工作 「正月飾りを作ろ
う！ 」

1/12㈰14：30～16：30
Ｈ小学生以下の子どもと保護者　Ｉ先着20組

新年あそび大会 1/13㈷10：00～16：00　Ｈ3歳児～高校生
オープンキッチン「恵方巻きを
つくろう！ 」

1/19㈰10：30～11：30、12：30～13：30
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ各先着25人

おはなし会「うんちの絵本」 1/19㈰14：00～14：30、15：00～15：30
Ｈ小学生以下の子ども

交流カフェ「かふぇきがーる」 1/23㈭･30㈭17：00～19：00
Ｈ中学･高校生　Ｉ各先着20人

なかよし工房Aクラス「ふわも
こドールを作ろう！ 」

1/25㈯14：00～16：00
Ｈ小学～高校生　Ｉ先着16人

催し名など 日時・対象・定員など
①全国小・中学生　作文・絵画
コンテスト作品展

1/2㈭～26㈰10：00～17：00
Ｃ要入館料

②大人が楽しむ科学教室アス
トロバイオロジーシリーズ

①1/5㈰14：30～16：00、②3/7㈯13：30～15：00
Ｎ①太陽系外惑星とこれからの生命惑星探査、②
宇宙における生命探査　Ｈ高校生以上の方　
Ｉ①先着40人、②先着70人　Ｃ要入館料

③ 大 人 が 楽 し む 科 学 教 室 
里山・里海シリーズ

①1/11㈯、②1₈㈯13：30～15：00　Ｎ①魚類の社会
と性転換、②房総のいわし漁の歩み　Ｈ高校生以
上の方　Ｉ各先着50人　Ｃ要入館料

④プラネタリウム特別投影 
「星空コンサート」

1/12㈰19：00～20：00　Ｉ先着1₈0人
Ｋ大人1,000円、高校生600円、小・中学生300円

⑤高校生による楽しい科学実
験教室

1/13㈷10：30～14：30の30分毎（12：00～12：30を除く）
Ｉ各先着15人　Ｃ就学前児は保護者同伴

⑥高校生によるサイエンスシ
ョー

1/13㈷11：00～11：20、13：00～13：20、13：40～14：00
Ｉ各先着30人　Ｃ就学前児は保護者同伴

⑦科学と未来の学校「宇宙放
射線の足跡を見てみよう」

1/13㈷ 14：00～15：30　Ｈ小・中学生と保護者
Ｉ先着20組40人　Ｃ要入館料

⑧プラネタリウム特別投影 
「フィールアロマ」

1/24㈮・25㈯19：00～19：45　Ｉ各先着200人
Ｋ高校生以上₈00円、小・中学生300円

⑨ 大 人 が 楽 し む 科 学 教 室 
「地球からのギフト」

1/26㈰13：30～15：00　Ｈ高校生以上の方　
Ｉ先着75人　Ｃ要入館料

催し名 日時・対象･定員・内容

①縄文時代研究講座「加曽
利Ｅ式に伴う非在地系土器」

1/19㈰10：30～12：00　Ｂ生涯学習センター
Ｎ講師＝大内千年さん（県教育庁教育振興部文化財
課発掘調査班長）　Ｉ先着₈0人

②冬の自然観察ワークショ
ップ

1/26㈰10：00～12：00　Ｈ小学3年生以上の方
Ｉ30人　Ｃ小学生は保護者同伴。雨天中止　

講座名 日時・対象・定員など

⑨エクセル速習講座 2/23～3/₈の日曜日13：30～16：00　全3回　Ｈ基本
的な表や関数が使用できる方　Ｉ20人　Ｋ5,250円

⑩体験教室「おひなまつりの
太巻き祭りずし」

2/29㈯10：30～12：30　
Ｈ小学4年～中学3年生　Ｉ24人　Ｋ500円

プログラミング講座（スクラッチ）のボランティア募集
Ｊ研修＝3/15㈰13：00～16：00、21㈯14：00～16：00　全2回
Ｎ生涯学習センターが主催するプログラミング講座の運営・企画のサポート
Ｈ1₈歳以上の方（高校生不可）　Ｉ20人　Ｍ2/2₈㈮必着。応募用紙（同センター
で配布。ｈ（「千葉市生涯学習センター」で検索）から印刷も可）を、〒260-0045
中央区弁天3-7-7千葉市生涯学習センターへ。FAX、Eメールも可
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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【17面】参照。年末年始の主な施設の休館日は、本紙12月号をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。

区 日程 会場 問い合わせ
中
央

1⊘21㈫
27㈪

松ケ丘公民館
新宿公民館

松ケ丘公民館 
☎261-5990

花
見
川

1⊘ ₈㈬
22㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

1⊘ 6㈪
14㈫
20㈪

小中台公民館
山王公民館
黒砂公民館

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 1⊘23㈭ みつわ台公民館 千城台公民館

☎237-1400

緑 1⊘ ₈㈬
23㈭

おゆみ野公民館
土気公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 1⊘16㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-₈555

☎209-₈771 Ｆ209-₈776　月曜日・祝日休館

☎257-99₈1 Ｆ25₈-1024
月曜日（祝日の場合は翌日）休園

男女共同参画センター
ＭEメールで、ｊのほか、託児希望の方は子どもの氏名（フリガナ）･年齢を明記
して、同センターＥsankaku@f-cp.jp。電話も可

Ｍ1月10日㈮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ふるさと農園へ。同園ｈからも可。

講座名 日時・対象・定員・内容
①誰もが知って欲しいＤＶのこと～大切な
あなたとのより良い関係のために～

2/1㈯13：30～15：30　
Ｉ先着20人

②「次は何に生まれましょうか」を観て 2/2㈰13：30～15：00　
Ｉ先着20人

③女性のための情報発信力向上セミナー 2/19㈬･26㈬13：30～15：30
Ｈ広報に携わる女性　Ｉ先着20人

④世界の女の子が直面する問題からSDGS
を考える

2/29㈯10：00～12：00　
Ｉ先着30人

＊託児あり（Ｈ1歳6カ月以上の就学前児　Ｍ講座開始2週間前まで）

教室名 日時・定員・料金
家庭料理作り 1/29㈬9：30～14：00　Ｉ24人　Ｋ1500円

みそ作り 2/13㈭9：15～12：30、13：15～16：30、16㈰9：15
～12：30、13：15～16：30　Ｉ各10人　Ｋ2500円

いきいきプラザ・センター
Ｈ市内在住の、①④⑦⑧⑩⑫～⑭60歳以上の方、②50歳以上の方、⑧小学生、⑨
⑪60歳以上の方と家族
Ｍ①②④⑦～⑨⑪1/4㈯・⑩⑫⑭₈㈬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。⑤（演芸会）直接センターへ。③⑤（作品展示会）⑥⑬当
日直接会場へ

講座名 日時・定員・内容など
蘇我いきいきセンター☎264-6966　Ｆ264-6967
①自分の健康を知ろう

「頭・体・栄養の総合チェック」
Ⓐ1/25㈯、2/₈㈯、Ⓑ2/1㈯・₈㈯13：00～15：00　
Ｉ各先着15人　ＣⒶⒷどちらかのみ

若葉いきいきプラザ☎22₈-5010 Ｆ22₈-₈956
②50歳からの人生設計「老後資
金の資産運用･起業について」

1/19㈰10：00～12：00　
Ｉ先着30人

都賀いきいきセンター☎232-4771 Ｆ232-4773
③都賀いきいきセンターフェス
ティバル

1/25㈯･26㈰＝作品展示、
26㈰＝学習発表会。いずれも9：00～15：30

④講演会「尿漏れ対策について」1/25㈯10：00～12：00　
Ｉ先着40人

越智いきいきセンター☎205-1290 Ｆ205-1291

⑤越智いきいきセンターフェス
ティバル

1/25㈯･26㈰9：00～15：30＝作品展示会、26㈰ 
9：30～12：00＝演芸会　Ｃ演芸会は出演者募集

（Ｉ先着15組）
⑥冬の落語会 1/25㈯13：30～15：00　Ｉ先着50人
美浜いきいきプラザ☎270-1₈00 Ｆ270-1₈11
⑦骨密度測定会 1/25㈯10：00～15：00　Ｉ先着200人
⑧世代間交流「バルーンアート
教室」

1/26㈰10：00～11：30　
Ｉ20人

⑨音楽コンサート「フルート演
奏会」

1/26㈰14：00～15：00　
Ｉ先着₈0人

⑩歴史講演会 ｢逆臣光秀の娘｣ 1/27㈪9：30～11：30　Ｉ先着70人
⑪講演会「介護保険について」 1/29㈬10：00～11：30　Ｉ先着50人
⑫新年の落語会「冬の寄席」 1/29㈬14：00～15：00　Ｉ先着70人
⑬体力測定会 1/31㈮9：30～11：30　Ｉ先着50人
⑭認知症予防講座「脳トレレク
リエーション」

1/31㈮13：30～15：30　
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）

三陽メディアフラワーミュージアム
☎277-₈776 Ｆ277-₈674　月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料＝高校生以上300円、小・中学生150円

催し・展示名など 日時・定員・料金
新春フェア 1/4㈯～19㈰
新春・縁起のいい植物展 1/4㈯～29㈬
花で飾る羽子板作り 1/4㈯13：00～15：00　Ｉ先着20人　Ｋ1,000円
京葉洋ラン同好会新春の洋
ラン展 1/7㈫～13㈷

挑戦！ 竹馬作り 1/12㈰13：00～15：00　Ｉ先着20人　Ｋ1,000円
ルリビ会　野鳥写真展 1/15㈬～19㈰
高浜6丁目写真クラブ写真展 1/21㈫～26㈰
千葉花の会写真展　花の詩 1/2₈㈫～2/2㈰

会場・問い合わせ 日程・内容
中央いきいきプラザ
☎209-9000 Ｆ209-9006

2/15㈯＝学習発表会、作品展示
2/16㈰＝演芸会、作品展示、健康相談会

花見川いきいきプラザ
☎216-00₈0 Ｆ216-00₈3

1/25㈯＝学習発表会、作品展示
1/26㈰＝演芸会、作品展示、健康測定会

稲毛いきいきプラザ
☎242-₈005 Ｆ242-₈175

2/₈㈯＝学習発表会、作品展示
2/9㈰＝演芸会、作品展示、骨密度測定会

若葉いきいきプラザ
☎22₈-5010 Ｆ22₈-₈956

2/₈㈯＝学習発表会、作品展示
2/9㈰＝演芸会、作品展示、高齢者施設講演会・相談会

緑いきいきプラザ
☎300-1313 Ｆ300-1511

2/15㈯＝学習発表会、作品展示
2/16㈰＝演芸会、作品展示、健康相談会

美浜いきいきプラザ
☎270-1₈00 Ｆ270-1₈11

1/25㈯～27㈪、1/31㈮～2/2㈰＝作品展示
2/1㈯＝学習発表会、2/2㈰＝演芸会

演芸会の出演者を募集
Ｈ市内在住の60歳以上の方　Ｉ各先着50組　Ｍ1/9㈭9：00から直接各プラザへ

Ｍ当日直接会場へ

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

若
葉

大宮公民館
☎265-22₈4
Ｆ265-694₈

絵本の読み聞かせボ
ランティア養成講座

1/1₈㈯・25㈯10：00～12：00　全2回　
Ｈ成人　Ｉ先着20人　
Ｍ1/4㈯から電話で

更科公民館
☎239-0507
Ｆ239-0569

初心者のための
バードウォッチング
講座

1/25㈯9：00～12：15　Ｈ当日、自家用車で
集合・移動ができる方　Ｉ先着30人　
Ｍ1/4㈯から電話で

千城台公民館
☎237-1400
Ｆ237-1401

陶芸体験教室

1/30、2/6・20・27の木曜日または1/31、2/7
・21・2₈の金曜日13：30～16：00　各全4回
Ｈ市内公民館の陶芸講座や陶芸サークル
に参加したことのない成人　
Ｉ各先着16人　Ｋ₈00円　
Ｍ1/4㈯から直接来館（料金持参）

みつわ台公民館
☎254-₈45₈
Ｆ254-3135

千葉ギターアンサン
ブルによる早春のギ
ターコンサート

2/9㈰14：00～15：30　
Ｉ先着40人　
Ｍ当日直接来館

若松公民館
☎231-7991
Ｆ231-079₈

千葉県文書館出前講
座「江戸時代の武家
と行列」

2/20㈭14：00～15：30　
Ｈ成人　Ｉ先着2₈人　
Ｍ1/4㈯から電話で

緑

越智公民館
☎294-6971
Ｆ294-1931

新春寄席「おち（越
智）で初笑い」

1/25㈯13：30～15：00　Ｈ成人　
Ｉ先着50人　Ｍ当日直接来館

健康講話「認知症の
予防と治療」

2/5㈬13：30～15：30　Ｈ成人　
Ｉ先着30人　Ｍ1/6㈪から電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
Ｆ293-1521

太巻きずしづくり
1/23㈭10：00～13：00　
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ1,500円　
Ｍ1/4㈯から電話で

土気公民館
☎294-0049
Ｆ294-4233

はじめての味噌づく
り

1/15㈬13：30～15：30、16㈭9：00～16：00　
全2回　Ｈ成人　Ｉ先着₈人　Ｋ2,600円
Ｍ1/6㈪から直接来館（料金持参）

誉田公民館
☎291-1512
Ｆ292-74₈7

ニューイヤージャズ
コンサート

1/1₈㈯14：00～15：00　Ｎ出演＝大原保人
さん（ピアノ）など　Ｈ成人　
Ｉ先着150人　Ｍ1/4㈯から電話で

地域精神保健福祉講
演会

1/16㈭14：00～16：00　
Ｈ成人　Ｉ先着30人　
Ｍ1/6㈪から電話で

美
浜

磯辺公民館
☎27₈-0033
Ｆ27₈-9959

健康講座　
スポーツ吹矢教室

1/1₈㈯10：00～12：00　
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ150円　
Ｍ1/5㈰から直接来館（料金持参）

稲浜公民館
☎247-₈555
Ｆ23₈-4176

スポーツ吹矢
体験講座

1/26㈰、2/2㈰10：00～12：00　全2回　
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ150円　
Ｍ1/6㈪から電話で

打瀬公民館
☎296-5100
Ｆ296-5566

冬のスキンケア方法
と若返りメイク教室

1/22㈬10：00～12：00　
Ｈ成人女性　Ｉ先着20人　Ｋ300円　
Ｍ1/4㈯から電話で

高浜公民館
☎24₈-7500
Ｆ24₈-6₈51

文学講座「中原中也
と千葉市」

1/30㈭10：00～12：00　
Ｈ成人　Ｉ先着30人　
Ｍ1/4㈯から電話で

いきいきプラザフェスティバル

レース名 日程
伊東温泉（FⅠ） 1/1㈷～ 3㈮
前橋（FⅠ） 1㈷～ 3㈮
いわき平（FⅠ） 2㈭～ 4㈯
小松島（FⅠ） 4㈯・ 5㈰
立川（GⅢ） 4㈯～ 7㈫
四日市（FⅠ）ナイター 10㈮・11㈯
和歌山（GⅢ） 10㈮～13㈷
宇都宮（FⅠ） 12㈰～14㈫
静岡（FⅡ） 12㈰～14㈫
名古屋（FⅠ） 16㈭・17㈮

レース名 日程
和歌山（FⅡ） 1/16㈭～1₈㈯
大宮（GⅢ） 16㈭～19㈰
小松島（FⅡ）モーニング 1₈㈯・19㈰
いわき平（ＧⅢ） 23㈭～26㈰
防府（ＦⅠ） 23㈭・24㈮
和歌山（ＦⅠ） 26㈰～2₈㈫
宇都宮（FⅠ） 27㈪～29㈬
防府（FⅠ） 27㈪～29㈬
高松（GⅢ） 30㈭～2/2㈰

ふるさと農園
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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【17面】参照

千葉を
知る

　豪族千葉氏のもと、関
東有数のまちとして繁
栄していたこの地も、千
葉氏の衰退とともに漁
村となりました。そんな
中、県庁が置かれ、役所･
学校･病院などが建設さ
れ、交通･通信も備わり「房総三州の中心」として飛躍的に発展
し、市制を施くまでに至りました。
　本市は、温和な気候と交通の便に恵まれています。市民の皆さ
んが協力し合って、千葉氏の頃の繁栄を凌駕するよう努力し、自
治の精神を発揮することを心から願います。

　旧千葉駅前の大通り（現栄
町通り）には祝賀アーチが作
られ、小学校は休校となり、
5,000人の児童が旗行列でパ
レードしました。千葉師範学
校（現千葉大学教育学部）の
生徒は夜遅くまで、ちょうち
ん行列を行い、まちは一日中、
祝賀ムードに包まれました。

　市は、1921（大正10）年1月1日に市制を施行してから、あと1年
で100周年を迎えます。
　100周年を記念して、来年12月までの2年間、さまざまな取り組み
を行います。詳しくは、 千葉市制100周年　

ロゴマーク･キャッチフレーズ
　市制100周年を記念した取り組みのシンボルとして、ロゴマーク
とキャッチフレーズを公募し、イベント会場やツイッター、電子申
請などで投票を行い、最優秀賞を決定しました。

千葉市のあゆみパネル展
　年表と写真で市のあゆみを振り返るパネル展を開催します。
　日　　時　1月30日㈭まで（1月10日㈮～13日㈷を除く）
　場　　所　生涯学習センター

100周年記念事業認証制度
　市制100周年の趣旨に沿うイベントなどを記念事業として認証
します。認証されるとロゴマークなどが使用できます。
　対象や申請方法など詳しくは、お問い合わせください。

Ｔ都市アイデンティティ推進課 ☎245-5660 Ｆ245-5476

〈制作者のコメント〉
　市の木ケヤキとそこに集まる市民の笑顔
をモチーフにデザインしています。

〈制作者のコメント〉
　積み重ねてきた
100年という年月、
それを携えて未来へ
と歩む姿を表現しま
した。

ロゴマーク キャッチフレーズ

　日直　きび
　　　　　（テンジクネズミ）動物公園日誌

　わたしはテンジクネズミのき
び。あれ？テンジクネズミって聞
いたことない？実はわたしたち、
モルモットっていう愛しょうで
呼ばれているよ。ウサギに似てる
って言われることもあるけど、名
前のとおりネズミの仲間なの。

　わたしは去年の7月に4ひききょうだいで産まれたよ。生まれたばか
りのときは、人間の手のひらサイズの大きさだったんだ～ ! 小さくて
すっごくキュートだよね♥お母さんと並ぶと大きさがぜんぜんちがう
のが分かるでしょ。今は大人と同じくらいの大きさになったけどね !
　お母さんの名前がハニーだから、わたしたちも甘いものをイメージ
させる名前をつけてもらったよ。ざらめときびは砂糖の種類で、そよ
ごとクローバーはハチミ
ツの原料になる植物な
の。すてきでしょ
　わたしの大好きなごは
んはニンジンとキャベツ
♥飼育員さんがちぎって
いる音が聞こえると、キ
ュイーキュイーって大きな声でアピールするの。だって待ちきれない
もん。わたしは毎日子ども動物園でのんびりしてるんだけど、たまに
リラックスし過ぎて目を開けたままねちゃうから、生きてるよね…？
って飼育員さんから心配されちゃうの。なんだかはずかしいよね
Ｔ動物公園 ☎252-1111 Ｆ255-7116

　クイズの正解者の中から抽選でプレゼントを贈ります。ぜひ、チ
ャレンジしてみてください。
景　　品　① ジェフユナイテッド千葉選手のサイン入りカレンダー

3人
　　　　　②千葉ロッテマリーンズオリジナルカレンダー　3人
　　　　　③千葉ジェッツオリジナルTシャツ　2人
　　　　　④動物公園ペア招待券、風太のハンドタオル　5人
　　　　　⑤ こてはし・北谷津温水プール2時間無料利用券
　　　　　　10組20人
応募方法　 1月20日㈪必着。はがきに必要事項のほか、クイズの答

え、市政だよりの感想、希望する景品の番号を明記して、
〒260-8722千葉市役所広報広聴課へ。電子申請も可。
千葉市　電子申請　

〈問題〉　〇に入る文字はなんでしょうか。

ち　　ば　＝　ＤＩＪＣＢ
おうえん　＝　ＰＶＦＯ
め だ る　＝　ＮＦＥＢＳＶ

〇〇〇〇〇〇〇　＝　ＮＢＬＶＩＢＳＪ　ＮＦＴＴＦ

ハニー（お母さん）

ざらめ そよご

きび クローバー

暗号クイズ !
～編集担当Zからの挑戦状～

編集担当Z

新春プレゼントクイズ

もうすぐ千葉市は100周年

百の歴史を、
千の未来へ

八、市制施行祝賀会、開かれる
　千葉町長であった神田清治は、初代市長として承認され1921年5
月22日の市制施行祝賀会で多くの来賓、市民を前にして、喜びと決
意を込めて以下のようなあいさつをしました。

国民新聞1921年5月23日

市制施行祝賀会場

暗号を解いて答え
を導き出そう !
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市・県民税第4期の納期限は1月31日㈮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！

常設展示室
　市ゆかりの作品、浮世絵、江戸絵画、近代版画、
現代美術など、バラエティーに富んだ約1万点の著
名な所蔵作品のハイライトが見られます。
ワークショップルーム
　ワークショップやパフォーマンス、滞在型の制作
活動など、作る楽しさを体験できるスタジオです。

5F

さや堂ホール
　さや堂をエントランス化し、美術館の顔として活
用します。

1F

イチゴ

学芸員が選ぶ

今月の  イッピン

　この作品は今展示されていますか？と問い
合わせの多い人気者が、伊藤若冲（1716-
1800）の「鸚鵡図」です。中国風の豪華な
止り木もさることながら、繊細にあらわされ
た羽根の美しさは、鳥、ことに鶏の画で著名
な若冲の面目躍如といったところでしょう。
白い絵具による細い線を丹念に重ね、さらに
濃淡をつけていますが、部分によっては地の
色をそのまま残すことで羽の透けるような質
感を表現しています。
　京都の裕福な商家の長男として生を受けた
若冲は、幼いころから画を好み、40歳ごろに
家業を弟に譲って以後は画業に専念しまし
た。卓越した描写力とイマジネーションによ
る独創的な作品世界は、現在でも国内外の人
々を魅了し続けています。

　若冲が活躍した江戸時代、珍しい動物や
鳥を描くとき、絵図をもとにすることも多
いのですが、本図については舶来のオウム
を実際に見て描いたと考えられています。
確かに、鳥独特のきょとんとした表情や仕
草の特徴がよく捉えられていますね。

Ｔ市美術館 ☎221-2311 Ｆ221-2316

伊藤若
じゃく

冲
ちゅう

《鸚
お う む

鵡図》

松岡学芸員

今年秋に展示
予定です。
ぜひ、ご覧
ください！

　市美術館は、7月のリニューアルオープンに向け、改修工事を行って
います。休館中は、市美術館が誇るコレクションからイッピンを紹介し
ます。

　市内ではさまざまな農産物がつくられています。産地なら
ではの、新鮮で旬の農産物をおいしくたべませんか？

千葉市の　　をつくたべ！

旬…12月中旬～5月下旬

千葉市民は日本一イチゴが大好き？
　総務省による調査*では、1世帯当たりのイ
チゴの年間購入金額・購入数量ともに、千葉市
が1位（購入金額4,756円・購入数量3,256g）
でした！
＊ 家計調査（二人以上の世帯）品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市

ランキング（2016年～2018年平均）

Ｔ農政課 ☎245-5757 Ｆ245-5884　
　市園芸協会（観光農園） ☎228-7111 Ｆ228-5779　月曜日（祝日の場合は翌日）休業

子どもアトリエ
　アーティストがつくった空間の中で子どもたちが
一緒に制作、活動するアトリエです。
図書室
　子どもから大人まで本を通して美術に親しめる、
美術関連図書をそろえたオープンな図書室です。

4F

電話
場所
期間

294-0757
緑区大高町26-34
1月3日㈮～5月下旬

エーアト・ベーレ

こんな施設が
できます

電話
場所
期間

294-5105
緑区板倉町62
2月中旬～5月中旬

山﨑いちご農園

リニュー
アル

オープン

７月

電話
場所
期間

294-7905
緑区上大和田町273
1月3日㈮～5月上旬

とけのいちご 中村農園

電話
場所
期間

090-3086-0330
緑区平川町1292
12月20日㈮～5月下旬

みつばちファーム

　千葉県は全国有数の生産量を誇るイチゴの産地です。市内
でも、とれたてのおいしさをそのまま味わえるイチゴ狩りが
できる観光農園や直売所が数多くあります。
　農園では真っ赤に熟すまで大事に育ててから収穫するの
で、甘さもひとしおです。

　イチゴ狩りが楽し
める観光農園が今年
もオープンします。
入園料、持ち帰り料

金、事前予約の有無などは農園によって異な
りますので、各農園にお問い合わせください。

電話
場所
期間

235-3788　
若葉区小倉町1354
1月上旬～5月中旬

ドラゴンファーム

電話
場所
期間

080-3096-3944
緑区平山町1048
1月中旬～5月中旬

ガイヤファーム

電話
場所
期間

250-1592
花見川区宇那谷町227-1
1月上旬～5月上旬

みはる野いちご園

解像度不足
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