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　千葉市には海浜病院と青葉病院という2つの市立病院がありますが、昨年から
「海浜病院を無くさないでください」といわれることが増えました。
　結論から申し上げると、海浜病院は無くなりません。早期の建て替えに向けて検討を進めてい
ます。
　海浜病院の老朽化が著しいこと、また、両市立病院の収支は、直近では4億円の赤字となって
おり、運営を継続するために皆さんの税金で補てんするという厳しい状況であることから、2つ
の市立病院をどのように運営していけば、市民の医療を支え、市民負担も抑えられるか、しっか
りと考えるために有識者の方々に議論をしていただきました。
　その結果、「政策的医療（救急医療、周産期・小児医療、精神医療等）については、市立病院が
引き続き担うべき」、「すべてを市立病院のみで担うことは不可能であり、他の医療機関との役割
分担などで、医療の質の向上や医療資源の最適配分による効率化につなげていくべき」、「海浜病
院の老朽化への対応として新病院を直ちに整備すべき」、「青葉病院は医療ニーズが変化し、労働
力人口も大幅に減少する見込みである2030年以降も含めた長期的な視点で、適切な機能・規模を
選択すべき」などの内容が盛り込まれた答申が出されました。
　今後は答申に基づき、市民を支える医療と効率的な経営の両面を見据えて具体的な計画を策定
し、適切に広報してまいります。
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千葉市データ　 （2020年1月1日現在）
人口  980,219人  前月（12月）比 45人減

（男 486,712人　女 493,507人）
世帯数 442,006世帯  面積 271.78㎢

人の顔
？

わらじ？

笑ってる？
なんだか
かわいいかも

詳しくは、12・13面へ
※実物大です
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　姉妹都市は、第2次世界大戦後、市民の相互理解と友情を深めることを目的として始まりました。日本と海外と
の最初の姉妹都市は、長崎市とアメリカ合衆国ミネソタ州セントポール市の間で締結されました。
　千葉市では市制施行50年目となる1970年に、アスンシオン市･ノースバンクーバー市と締結したのが始まりで、現
在では世界7都市と姉妹・友好都市関係を結んでいます。

人　口　約53万人　面　積　117k㎡　提携日　1970年1月1日
　南米パラグアイ共和国の首都で、緑
豊かなスペイン風の古都です。市街地
は古い寺院などのある旧市街地と、食
品、繊維工業などが立地する新市街地
に分かれています。

人　口　約230万人　面　積　1,397k㎡　
提携日　1972年10月24日
　テキサス州南東部
に位置する全米第4
位の人口の都市で
す。IT産業、航空宇
宙産業など産業の多
様化が進んでいま
す。

人　口　約293万人　
面　積　161k㎡
提携日　1972年11月9日
　首都マニラの北東に隣接した
都市です。数多くの医療施設や
フィリピン国立大学などがあ
る文教都市です。

人　口　約1,600万人　面　積　11,760k㎡
提携日　1986年5月7日
　首都北京の東南約
140kmに位置し、
北京、上海、重慶と
ともに四大直轄市の
一つで、貿易と工業
を中心とした大都市
です。

人　口　約2.6万人　面　積　34 k㎡
提携日　1996年5月28日
　レマン湖に面した
風光明媚な街で、ジ
ャズ･フェスティバ
ルなどのイベントや
国際会議が開催され
ています。

人　口　約5万人　面　積　12k㎡　提携日　1970年1月1日
　カナダ西海岸の都市バンクーバー
市の北側に位置します。木材業が盛ん
で、最近ではさまざまな商工業が発展
し、ウォーターフロントの広大な再開
発地域には多くの商業施設がありま
す。

　毎年、高校生の派遣･受け入れを相互に行っています。参加者は親
善大使としてホームステイしながら、カナダでは大自然を感じるキ
ャンプ、日本では夏祭りなど、お互いの文化を体験しています。

　昨年8月には、ノースバンクーバー市で
50周年記念式典が行われました。式典に
は、多くのノースバンクーバー市民やカナ
ダで活動している和太鼓やみこしのグル
ープ、千葉市からの派遣生も参加し、イベ
ントを大いに盛り上げました。

 アスンシオン市（パラグアイ）

 ヒューストン市（アメリカ）  ケソン市（フィリピン）  天津市（中国）

 モントルー市（スイス）

 ノースバンクーバー市（カナダ）

＜アスンシオン市との交流＞
＜ノースバンクーバー市との交流＞

ヒューストン市の
高層ビル群

ケソン・メモリ
アル・サークル

天津市の古文化街

レマン湖に浮かぶシヨン城

ノースバンクーバー市の
ウォーターフロント

姉妹･友好都市
をご存じですか

姉妹･友好都市提携
50周年

　千葉市がアスンシオン市･ノースバンクーバー市と姉妹
都市を提携してから、今年で50周年を迎えました。
　改めて、姉妹･友好都市を紹介します。
Ｔ国際交流課 ☎245-5018 Ｆ245-5247

式典でのみこしの
パフォーマンス

人　口　約181万人　面　積　1,093 k㎡
提携日　1996年10月10日
　上海に隣接し、上
海経済圏を支えてい
ます。清朝時代の庭
園や建築物が点在
し、国内外の観光客
を魅了しています。

 蘇州市呉江区（中国）

世界文化遺産の退思園

そのほかの姉妹･友好都市

●
●
●

●

●

●

●

モントルー市
天津市

蘇州市呉江区

ケソン市

ノースバンクーバー市

ヒューストン市

アスンシオン市

　アルパ（パラグアイの民族楽器）のコ
ンクール・コンサートが千葉市で開催されているほか、ニャンドゥテ
ィ（パラグアイ生まれのレース編み）やサッカーなど、さまざまな分野
で交流し、お互いの文化を広めるイベントなども開催しています。

　昨年4月には50周年
を記念して、公式訪問
団がアスンシオン市を
訪問しました。これま
での友好関係を礎に、
さらなる交流の発展に
努めることを確認し、
両市長が友好関係確認
書へ署名しました。

アスンシオン市にある
大統領官邸

天津市と蘇州市呉江区を友好都市、そのほかの
都市を姉妹都市と呼んでいます。

　ニャンドゥティは先住民族の言葉でクモの巣
という意味です。豊かな自然や人々の日常生活
などがモチーフの色鮮やかなレースで、洋服や
アクセサリーなどに幅広く使われています。

　アルパはクラ
シックハープよ
りも小型のハー
プで、パラグア
イの音楽文化を
代表する楽器で
す。弦を爪で弾
いて美しい音色を奏でます。

ホストファミリーと
小澤さん

2019年の派遣生　小澤萌さん

　ハイキングや散歩、山登りなど、大自然を
楽しみながらたくさん歩きました。きれいな
湖に入ったり、ハクベリーというベリーを食
べたり、とても楽しかったです。
　カナダでは、友達や家族とたくさん歩いて
絆を深める文化があるのだなと感じました。

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！
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　現在、市には約2.8万人の外国人が暮らしており、その数は年々増加しています。そのため市では、国や文化、言
葉などの違いを認め合い、支え合いながら、より楽しく豊かに暮らせるまちをつくるための取り組みを行っていま
す。参加方法など詳しくは、国際交流協会へお問い合わせください。
Ｔ国際交流協会 ☎245-5750 Ｆ245-5751

　日本語を学習している外国
人と日本人との交流会や、市
内の小・中学校での外国人に
よる文化紹介、親子三代夏祭
りといったイベントへの参加
などを行っています。

国際交流協会のボランティア制度
　地域に根ざした国際交流を推進するため、国籍に関係なく多く
の方がボランティアとして活動しています。
活動内容
　日本語支援
　�　日本語を学びたい外国人のために、
日本語でのコミュニケーション力向上
などのお手伝いをします。

　通訳･翻訳
　�　国際交流イベントでの通訳、文書の
翻訳などを行います。

　ホームステイ･ホームビジット
　�　外国人を家庭に招き、日常生活を体験してもらうことで、日
本文化理解を深めます。

日本語支援
　日常生活でコミュニケーショ
ンが取れるように支援していま
す。1対1形式のほか、初心者向
けのクラス、会話グループレッ
スンなどがあります。

　さまざまな文化や国際交流･国際協力への理解と関心
を深めるためのイベントです。国際交流を一緒に楽しみ
ませんか。ぜひ、お越しください。

会場　市民会館
内容　◦ベリーダンスやフラメンコなどの舞踊
　　　◦インドネシアの民族楽器の演奏
　　　◦国際交流･協力団体の活動紹介
　　　◦バザー　など

外国人生活相談
　言葉や習慣の違いなどから生じる日常生活の困りご
となどの窓口･電話相談のほか、区役所などの公的機
関での通訳支援や電話通訳サービスを行っています。
　詳しくは、 ちばしこくさいこうりゅうきょうかい　

　国際交流協会のホームページは、英語、中国語、韓
国語、スペイン語、ベトナム語でも記載しています。

　国際交流協会では、ボランティアを募集し
ています。ボランティア活動を行い、さまざ
まな国の方との交流を通じて異文化に触れて
みませんか。
　詳しくは、 千葉市国際交流協会　ボランティア　

　姉妹都市間で次代を担う青少年の派遣･受け入れ
を実施し、お互いの都市に滞在しながら、文化･歴史
などについて理解を深め、広く市民との交流を図っ
ています。
　現在ノースバンクーバー市、ヒューストン市、モ
ントルー市の3市と交流しています。中学校での文化紹介

ちば市国際ふれあいフェスティバル

多文化共生の
まちづくりを
目指して

日常生活に必要な
日本語を教えます

インドネシアの民族楽器
アンクルンの演奏 編集担当P

アルパ（パラグアイの
ハープ）のコンサート
もあります

モントルー市の
大自然を満喫します

グループレッスン

2／16㈰
11：00
～16：00

通訳ボランティアの活動

　イベントでノースバンクーバー市から
の青少年交流事業の派遣生を紹介する通
訳をしました。通訳しながら派遣生と触
れ合い、国際親善のなんたるかをしみじ
みと経験することができました。

ボランティア経験者の声

　外国人の方へ　

　随時募集しています

ぜひ、ご参加ください 　4月ごろに参加者を募集します

外国人支援

ボランティア

交流サロン 青少年交流事業
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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【16面】参照

千葉県災害義援金を配分します

　クイズを交えながら、相続に関することを弁護士か
ら学びます。
　この機会に改正点を確認しましょう。
　日　　時　�3月7日㈯13：00～16：00
　会　　場　�文化センター
　定　　員　�先着120人
　申込方法　�2月3日㈪から電話で、広報広聴課へ。FAX・Ｅkohokocho.�

CIC@city.chiba.lg.jp、電子申請も可（必要事項を明記）。
Ｔ広報広聴課�☎245-5609�Ｆ245-5796

ごみの適正処理·再資源化に
ご協力ください
　ごみステーションをふさいでしまうほどの多量のごみは、一度に排
出することができませんので、何度かに分けて排出してください。ま
た、粗大ごみやテレビなどの家電リサイクル対象品目もごみステーシ
ョンに排出することはできません。
　決められた処理方法を守り、ごみの適正処理・再資源化にご協力くだ
さい。

◦�引き取り・収集運搬を市の許可業者に依頼する場合=電話で、市廃棄
物リサイクル事業協同組合☎204-5805（平日9：00～17：00）へ。

◦市の搬入施設に自ら持ち込む場合=ごみの種類により異なります。
　詳しくは、 千葉市　ごみの持ち込み　

Ｔ収集業務課�☎245-5246�Ｆ245-5477

ごみステーションに排出できないごみの処理方法（有料）

種類 処理方法

多量の可燃ごみ・
不燃ごみ

市の搬入施設へ自ら持ち込む

引き取りを市の許可業者に依頼する

粗大ごみ

粗大ごみ受付センター☎302-5374またはホ
ームページから収集を申し込む
千葉市　粗大ごみインターネット受付　
＊申し込みから収集まで日数がかかります。

市の搬入施設へ自ら持ち込む

テレビ、エアコン、
冷蔵庫、冷凍庫、

洗濯機、衣類乾燥機

販売店に引き取りを依頼する

郵便局でリサイクル料金を納付し、指定場所
へ自ら持ち込む

収集運搬を市の許可業者に依頼する

　フラッシング・ウインズやトトロ・
ファンタジー、昴などの曲を演奏
し、音楽を通して防火・防災を呼び
かけます。
　ぜひ、お楽しみください。
　日　　時　�3月14日㈯13：30～

16：30
　会　　場　�市民会館
　定　　員　�先着996人
　申込方法　�Eメールで、必要事項を明記して、市役所コールセンター

Ｅevent@callcenter-chibacity.jpへ。電話・FAXも可。
Ｔ市役所コールセンター�☎245-4894�Ｆ248-4894

消防音楽隊定期演奏会

市民法律講座
「相続に関する民法の改正」

　令和元年台風第15号·第19号、10月25日の大雨により人的被害、住
家被害を受けた方または遺族へ義援金を配分します。
　住家被害を受け、既に、り災証明書の発行を受けている方に、順次
申請書類を送付しています。申請は、申請書類の受け取り後に行うこ
とができます。送付時期など詳しくは、ホームページでご確認くださ
い。 千葉市　災害義援金　配分　

　人的被害の対象となる方【下表】については、地域福祉課にご連絡
ください。

区分 対象 配分金額

住
家
被
害

全壊 全壊と判定された世帯 30万円

解体

半壊または大規模半壊の判定を受け
たまたは住宅の敷地に被害が出るな
どして、やむを得ず住宅を解体した
世帯（業者が発行する解体証明書が
必要）

30万円

半壊 半壊または大規模半壊と判定された
世帯 15万円

床上浸水 床上浸水により一部破損と判定され
た世帯 3万円

一部破損 一部破損と判定された世帯 1万円

住家被害は、り災日に被害を受けた住宅に居住していた世帯
の世帯主が対象となります。

人
的
被
害

死亡
災害により亡くなった方（診断書な
どにより災害による死亡と判断され
た方）

30万円

重傷者 災害で1カ月以上の治療が必要な負
傷をした方 15万円

自転車保険等に加入しましょう
　自転車保険等とは、自転車の交通事故による損害をてん補するため
の保険または共済のことです。市条例では、自転車利用者は自転車保
険等への加入に努めることとしています。
　自転車は車両です。自転車による事故でも、1億円近い高額な損害
賠償を請求された事例もあります。
保険等の種類と補償
　事故を起こし、けがを負わせたり、物を壊したりしてしまったとき、
法律上の賠償責任に備えるためには、個人賠償責任保険・共済が必要で
す。自転車保険等に加入することで、事故の被害者を救済し、自分や
家族の経済的負担を軽減することができます。自動車保険の特約など
に、自転車事故の補償を含む場合もあります。

　市では、損害保険会社などと自転車保険等への加入及び自転車安全
利用の促進等に関する協定を締結しています。
　詳しくは、 千葉市　自転車保険等　

Ｔ地域安全課�☎245-5148�Ｆ245-5637

保険等の種類 取扱窓口＊3 補償の対象
相手 自分

自転車向けの保険・共済 損害保険会社、
カード会社など 生命・身体・

財産 生命・身体
保険・共済の特約など＊1

小中学校総合補償制度
PTA・学校

高校生総合補償制度
TSマーク付帯保険＊2 自転車安全整備店 生命·身体
事故やけがの状況によっては、補償されない場合もあります。
＊1　�自動車の任意保険、火災保険、クレジットカード付帯の保険

などで、個人賠償責任補償の特約が付いているもの。
＊2　�TSマークは、自転車安全整備士が点検確認した自転車に貼付

されるものです。詳しくは、 TSマーク　
＊3　�インターネットやコンビニエンスストアで加入できる保険も

あります。

Ｔ地域福祉課�☎245-5219�Ｆ245-5620
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申告書の作成はホームページが便利です！市・県民税申告書は、 千葉市　市税のホームページ　 　確定申告書は、 作成コーナー　

ちば市政だより

市・県民税と所得税の申告 　市・県民税は2月3日㈪～3月16日㈪、所得税は2月17日㈪～3月16日㈪に申告を受け
付けます。

日時・会場

申告書の配布　
　市税事務所市民税課、市税出張所、市民センターで、市・県民税申告書と一部
の確定申告書を配布します。確定申告書は、数に限りがあります。
持ち物
◦�マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード。お持ちでない方
は、番号確認書類（個人番号通知カードなど）と身元確認書類（写真付き身
分証明書1点または写真なしの身分証明書2点）

◦�源泉徴収票など収入が分かるもの
◦�健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の支払金
額がわかる証明書・領収書など

◦生命保険料、地震保険料、長期損害保険料の控除証明書など
◦医療費控除を受ける方は医療費控除の明細書など
◦印鑑　◦申告書（持参できる方）
＊証明書・領収書などは2019年中に支払ったものに限ります。

市･県民税の申告対象者
●�2020年1月1日現在、市内に居住し、2019年中に所得があった方
　給与所得者で次のいずれかに該当する方
　◦勤務先から給与支払報告書が提出されていない
　◦地代、家賃、配当、原稿料など給与所得以外の所得があり、その合計額が20万円以下
　公的年金等受給者で次のいずれかに該当する方
　◦公的年金の支払者に報告した扶養人数が変わった
　◦健康保険料、生命保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などを自分で支払った
●�2020年1月1日現在、市内に事業所･事務所･家屋敷のある方で、その所在する区内に居住
していない方

＊所得税の確定申告書を税務署に提出する方は、市･県民税の申告書の提出は不要です。
＊�所得がなかった方、遺族年金や障害年金のみの収入の方は、所得証明書の資料となります
ので、申告書(裏面７を記入)を提出してください。

所得税の申告対象者
◦�2019年中の各種の所得金額の合計額から基
礎控除やそのほかの控除を差し引き、その金
額に基づいて計算した税額が配当控除額と住
宅ローン控除額の合計を超える方

◦�2019年中に給与所得のある方で、給与所得
以外の所得の合計が20万円を超える方、2カ
所以上から給与の支払いを受けた方で、主た
る給与以外の収入金額の合計が20万円を超
える方、給与収入額が2千万円を超える方

＊�2019年中の公的年金等収入が400万円以下
で、そのほかの所得金額が20万円以下の方
は、還付申告を除き、確定申告は不要です。

市・県民税の減免等
　災害による影響や生活困窮などの事情により、納付が困難
な場合は、納期限の延長や減免を受けられる場合があります。
詳しくは、市税事務所市民税課へお問い合わせください。
障害者控除対象者認定
　65歳以上で、6カ月以上ねたきりの状態が続いている方、
認知症などで日常生活に支障がある方は、障害者控除対象者
認定書により障害者控除の申告が可能です。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。
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

税理士による無料申告相談会
　日　時　�①2月3日㈪・4日㈫、②2月6日㈭・7日㈮、③2月

10日㈪・12日㈬、④2月13日㈭・14日㈮10：00～
15：30（12：00～13：00を除く）

　会　場　�①生涯学習センター、②千城台コミュニティセン
ター、③若葉区役所、④稲毛区役所

　対　象　�年金受給者と給与所得者の所得税、小規模事業者
の所得税と消費税（土地・建物・株式などの譲渡所
得がある方、住宅ローン控除を初めて申告する方
を除く）

Ｔ千葉東税務署�☎225-6811
　課税管理課�Ｆ245-5540

ふるさと納税ワンストップ特例制度利用時の注意点
　ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請後、医療費控除
など控除の追加により、確定申告をする場合、ワンストップ
特例制度の申請を行った寄附分も含めて管轄の税務署で確定
申告をしてください。

株式等の譲渡所得の注意点
　上場株式等の配当、源泉徴収口座に受け入れた譲渡所得は、
原則確定申告が不要ですが、損益通算などのために申告でき
ます。健康保険料等の算定などに影響する場合がある点を考
慮した上で、申告が必要か判断してください。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。
千葉市税　株式等の譲渡所得　

Ｔ東部市税事務所市民税課（中央・若葉・緑区）☎233-8140�Ｆ233-8354　西部市税事務所市民税課（花見川・稲毛・美浜区）☎270-3140�Ｆ270-3227
　千葉東税務署�☎225-6811　千葉南税務署�☎261-5571　千葉西税務署�☎274-2111

税の種類 日時 会場

市・�
県民税

2/3㈪～14㈮の平日�
8：30～17：30

市税事務所市民税課・市税出張所
（区役所内）

2/17㈪～3/16㈪の�
平日9：00～15：00

区役所
(中央＝11階、花見川＝2階、稲毛＝2階、
若葉=2階、緑＝3階、美浜＝4階)

所得税 2/17㈪～3/16㈪の�
平日9：00～15：00

区役所
（花見川＝2階、稲毛＝2階、若葉＝2階、緑
＝3階、美浜＝4階）

所得税�
贈与税�
消費税

2/17㈪～3/16㈪の�
平日、2/24 、3/1㈰
8：30～16：00
（相談は9：00から）

千葉東税務署
千葉南税務署
千葉西税務署別館

　所得税については、中央区役所では受け付けません。また、区役所に提出
された場合も、書類の確認は税務署で行います。
　所得税・贈与税の申告と納税は3月16日㈪、個人事業者の消費税の申告と納
税は3月31日㈫までです。
　住所地により管轄税務署が異なります。また、千葉東税務署、千葉南税務
署は3月16日㈪まで駐車場が使用できません。

所得税の確定申告書の作成を手伝います
　区役所（中央区を除く）では、受付期間中、職員がパソコンを操作し、皆
さんの確定申告書の作成を手伝います。
　対象　公的年金等・給与以外の収入がない市内在住の方
　　　　ただし、次の方は除く
　　　　◦�雑損控除、寄附金控除（ふるさと

納税含む）を受ける方
　　　　◦初めて住宅ローン控除を受ける方
　　　　◦2018年以前分を申告する方
　　　　◦亡くなった方や海外へ転出した方の代わりに申告をする方

課税管理課 担当Tさん

報酬や個人年金
は、給与や公的年
金ではないので、
ご注意ください
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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。

防災リーダー研修会
　数々の災害現場の最前線で活躍する陸上自衛隊より宮本久德高射学
校長を講師に迎え、「災害派遣における自衛隊の活動」をテーマに講演
を行います。
　日　　時　�3月11日㈬14：00～16：00　13：00開場
　会　　場　�市民会館
　内　　容　��消防音楽隊演奏会（14：05から）、講演（14：45から）
　定　　員　�先着1,000人
　申込方法　�3月2日㈪までにEメールで、件名に「防災リーダー研修会

参加希望」、本文に必要事項のほか、参加人数、自主防災
組織名または町内自治会名（所属している方）を明記して、
市役所コールセンターＥevent@callcenter-chibacity.
jpへ。同センターへ電話・FAX、郵送（宛先＝〒260-
8722千葉市役所防災対策課）も可。

Ｔ市役所コールセンター�☎245-4894�Ｆ248-4894
　防災対策課�☎245-5113�Ｆ245-5552

ストップ大麻！
大麻は有害です
　大麻は、インターネットを中心に身体への悪影響がないなどの誤っ
た情報が流れていますが、幻覚作用、記憶障害、学習能力の低下、知
覚の変化などを引き起こす違法な薬物です。
　昨年、大麻事犯の検挙人員は全国で3,700人を超え、2年連続で過
去最悪を更新しました。そのうち半数以上が10代、20代であり、若
年層への広がりが深刻な問題になっています。
　一人で悩んでいる方、身近な人の変化に気付いた方は、ぜひご相談
ください。
相談先　◦�県警察少年センター�ヤング・テレホン（20歳未満の方に関

わること）�☎0120-783-497
　　　　◦最寄りの警察署
　　　　◦こころの健康センター（薬物をやめたい方）�☎204-1582
Ｔ健康企画課�☎245-5210�Ｆ245-5554

入園･入学前の麻しん(はしか)･風
しんの予防接種はお済みですか？
　麻しん（はしか）と風しんは、予防接種を�
2回実施することにより、病気にかかることを
防ぐことができます。
　対象期間内は無料で受けられます。集団生活
が始まる入園･入学前に予防接種を済ませまし
ょう。
　主な症状　�麻しん＝発熱、せき、鼻水、目や

に、赤い発しんなど
　　　　　　風しん＝淡い赤色の発しん、発熱、リンパ節の腫れなど
　対象期間　1回目＝1歳のとき
　　　　　　2回目＝小学校入学の前年度
　持 ち 物　◦�予診票（協力医療機関、保健福祉センター健康課、感

染症対策課で配布。ホームページから印刷も可）
　　　　　　◦母子健康手帳
　　　　　　◦健康保険証など住所・氏名・年齢が確認できるもの
　　　　　　◦予防接種番号シール
　受診方法　協力医療機関に予約の上、保護者同伴で接種。
　協力医療機関など詳しくは、 千葉市　麻しん風しん予防接種　子ども　

Ｔ感染症対策課�☎238-9941�Ｆ238-9932

市身体障害者スポーツ大会
参加者募集
　障害のある方の社会参加や、障害のあ
る方に対する理解を深めることを目的と
した、市身体障害者スポーツ大会の参加
者を募集します。
　本大会は、10月に開催される全国障害
者スポーツ大会の選考も兼ねています。
ぜひ、ご参加ください。
　日　　時　�①5月10日㈰・②20日㈬
　会　　場　�青葉の森スポーツプラザなど
　種　　目　�①陸上、水泳、卓球、アーチェリー、②フライングディスク
　対　　象　�2007年（平成19年）4月1日以前の生まれで、身体障害

者手帳をお持ちの方（内部障害のみの場合は、ぼうこう・
直腸機能に障害のある方）

　申込用紙　�障害者自立支援課、保健福祉センター高齢障害支援課、
所属団体で配布

　申込方法　�2月14日㈮～3月2日㈪に、申込用紙を、申込先（障害者
自立支援課、保健福祉センター高齢障害支援課、所属団
体）に直接持参。

　時間、各競技の種目や会場など詳しくは、
　 第29回千葉市身体障害者スポーツ大会　

Ｔ障害者自立支援課�☎245-5175�Ｆ245-5549

青葉病院

市民健康公開講座
　「認知症を正しく理解して、いつまでもいき
いき元気に暮らそう!! 」をテーマに、認知症と
予防方法について精神科医師や認知症看護認定
看護師による講演を行います。
　ぜひ、ご参加ください。
　日　　時　�2月29日㈯13：00～14：30
　会　　場　�青葉病院
　定　　員　�当日先着50人程度
Ｔ青葉病院�☎227-1131�Ｆ227-1230

スラローム

編集担当K

年を重ねても自分ら
しく生活できるよ
う、認知症を理解し
たいですね。

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）

医療機関情報など詳しくは、 千葉市　医療機関

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

夜　間 休　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【16面】参照

ちば市政だより 7Ｗ健康・福祉／Ｘ子育て・教育

障害者福祉教室・講座
　身体障害がある方を対象に、教室・講座を開催します。費用は無料（別途教材費がかかります）。
詳しくは、お問い合わせください。

　会　　場　創作＝療育センターふれあいの家
　　　　　　スポーツ＝療育センター
　対　　象　�市内在住・在勤で身体障害者手帳を持つ18歳以上

の方（サウンドテーブルテニスは視覚障害がある方）
　申込方法　�2月16日㈰必着。往復はがき（1通1教室。創作・ス

ポーツ各1人2教室まで）に必要事項のほか、障害
種別、当教室への参加歴を明記して、〒261-0003
美浜区高浜3-3-1療育センターふれあいの家へ。
電話（視覚障害がある方のみ）、Ｅfureai1981@
bz04.plala.or.jpも可。

　応募多数の場合は、初めての方を優先します。
Ｔ療育センターふれあいの家�☎216-5130�Ｆ277-0291
　月曜日（祝日の場合は翌日も）、祝日休館

　会　　場　障害者福祉センター
　対　　象　�市内在住・在勤で身体障害者手帳を持つ18歳以上の方。水中運

動はⒶ水中を1人で歩ける方、Ⓑ水中で1人で立てない方（介護
者同伴）。主治医に要事前相談。

　申込方法　�2月16日㈰必着。往復はがき（1通1講座、1人3講座まで）に
必要事項を明記して、〒260-0844中央区千葉寺町1208-2障
害者福祉センターへ。Ｅkizuna@mbj.nifty.comも可。

　応募多数の場合は、2月22日㈯9：30から障害者福祉センターで公開抽選
を行います（初めての方、前回補欠者を優先）。
Ｔ障害者福祉センター�☎209-8779�Ｆ209-8782
　月曜日（祝日の場合は翌日も）、祝日休館

障害者福祉教室　 障害者福祉講座

子どもルーム　4月からの利用児童を追加募集
子どもルームの利用
　利用時間　平　日　通常授業日　授業終了～18：00
　　　　　　　　　　長期休業日　8：00～18：00
　　　　　　土曜日　8：00～16：30
　　　　　　学校行事などの振替休日　8：00～18：00
　　　　　　＊土曜日以外は19：00まで延長も可。
　利用料金　�月額8,500円（ただし、7月＝10,800円、8月＝11,900円、延

長は1,000円加算）、おやつ代2,000円
　注意事項　◦�4月から利用料金、土曜日の開所時間を上記のとおりに変更

予定。
　　　　　　◦同一世帯で2人目以降の子どもは、基本時間分のみ半額。
　　　　　　◦�市民税の課税状況により、利用料金が無料または半額となる

場合があります。

教室名 日程 時間 回数 定員
（人）

創
作

音楽療法 4月～来年3月の第
2火曜日 10：00～12：00 10 20

アートDE
ふれあい

4/21～来年3月の
第1・3火曜日 10：00～12：00 18 15

書道 4/22～来年3/10
の第2・4水曜日 10：00～12：00 18 12

絵手紙 4月～来年3月の第
4水曜日 13：30～15：30 10 14

組紐 4/25～来年3/13
の第2・4土曜日 10：00～12：00 18 10

パソコン 4/25～来年3/13
の第2・4土曜日 13：30～15：30 18 12

陶芸 4月～来年3月の第
4火曜日 10：00～12：00 10 15

ス
ポ
ー
ツ

ボッチャ 4月～来年3月の第
1木曜日 10：00～12：00 10 18

卓球 4/22～来年3/10
の第2・4水曜日 13：30～15：30 18 20

ふれあいレク 4/23～来年3/11
の第2・4木曜日 10：00～11：30 18 30

サウンドテー
ブルテニス

4月～来年3月の第
4金曜日 13：30～15：30 10 20

講座名 日程 時間 回数 定員
（人）

創
作

水彩画 4月～来年3/10の第2・4水曜日 10：00～12：00 18 12
水墨画 4月～来年3/13の第2・4土曜日 10：00～12：00 18 12
鉛筆・色鉛筆デッ
サン 4月～来年2月の第2・4日曜日 10：00～12：00 18 12

書道Ⓐ（初心者） 4/15～来年3/3の第1・3水曜日 10：00～12：00 18 12
書道Ⓑ（経験者） 4/16～来年3/4の第1・3木曜日 10：00～12：00 18 12
編み物Ⓐ（初心者）4/18～来年3/6の第1・3土曜日 13：30～15：30 18 12
編み物Ⓑ（経験者）4/25～来年3/13の第2・4土曜日 13：30～15：30 18 12

教
養

コーラス 4月～来年3月の第2木曜日 13：30～15：30 11 20
民謡入門 4月～来年3月の第2火曜日 10：00～12：00 11 12
パソコン入門 4/17～来年3/5の第1・3金曜日 13：30～15：30 18 12
ハンドベル 4月～来年3月の第3火曜日 10：00～12：00 11 12

ス
ポ
ー
ツ

ピラティス 4月～来年3/10の第2・4水曜日 13：30～15：30 18 12
ボッチャを楽しも
う 4月～来年3月の第2木曜日 10：00～12：00 11 27

卓球（ラージボー
ル）入門 4月～来年3/9の第2・4火曜日 13：30～15：30 18 22

ストレッチ体操 4月～来年3月の第3水曜日 13：30～15：30 11 12
硬式テニス入門 4/16～来年3/4の第1・3木曜日 13：30～15：30 18 12
アーチェリー入門 4月～来年3月の第3土曜日 10：00～12：00 11 10
女性のための
ハワイアンフラ 4/19～来年3月の第1・3日曜日 10：00～12：00 18 12

水中運動Ⓐ 4/17～来年3月の第1・3金曜日 ①10：30～11：30�
②13：30～14：30�
③14：30～15：30

18 各10

水中運動Ⓑ 4/24～来年3月の第2・4金曜日 18 各6
スポーツウェルネ
ス吹き矢 4月～来年3月の第4木曜日 10：00～12：00 11 12

バドミントン入門 4月～来年3月の第4木曜日 13：30～15：30 11 12

　対　　　象　就労などにより保護者が昼間家庭にいない小学生
　受 付 期 間　2月12日㈬～3月10日㈫必着
　案内（申込書）　�2月12日㈬から、保健福祉センターこども家庭

課、市民センター・連絡所、市役所1階案内で配布。
ホームページから印刷も可。

　申 込 方 法　�申込書と必要書類を、第1希望の子どもルームが
所在する区の保健福祉センターこども家庭課に郵
送または直接持参。

　利用の可否の通知は、3月下旬を予定しています。
　5月以降から利用を開始する場合の受付期間は、利用開始を希
望する月の前々月の11日～前月の10日（土・日曜日、祝日の場合
は翌開庁日）必着。
Ｔ保健福祉センターこども家庭課
　　中央�☎221-2172�Ｆ221-2606　花見川�☎275-6421�Ｆ275-6318　稲毛�☎284-6137�Ｆ284-6182
　　若葉�☎233-8150�Ｆ233-8178　　緑　�☎292-8137�Ｆ292-8284　美浜�☎270-3150�Ｆ270-3291

　空きのある子どもルームで、4月から利用する児童を追加募集
します。空き状況など詳しくは、 千葉市　子どもルーム　
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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【16面】参照

ちば市政だより

　自然とのふれあいを深め、森林の役割や林
業の必要性について学ぶ、林業体験教室を開
催します。枝払いやキノコの駒打ちなどを通
して、森の仕事を体感してみませんか。
　日　　時　3月7日㈯10：00～15：00
　会　　場　農政センター
　内　　容　◦枝払い（立木から枝を切り離すこと）
　　　　　　◦玉切り（丸太を切断して輪切りにすること）
　　　　　　◦�ヒラタケの駒打ち（ヒラタケ菌の駒を原木に打ち込む

こと）
　対　　象　市内在住･在勤の方
　定　　員　20人
　持 ち 物　昼食
　料　　金　1,500円
　申込方法　�2月14日㈮必着。はがき（1人1通）に必要事項を明記し

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。FAX、Ｅkeieishien.AAC@city.
chiba.lg.jp、電子申請も可。 千葉市　林業体験教室　

Ｔ農業経営支援課�☎228-6275 Ｆ228-3317

　保育所などに在籍していない満3カ月以上
の就学前児を対象に、家庭での保育が困難と
なる場合（保護者のパート就労などで断続的
に困難、保護者の病気や入院、保育疲れなど
で一時的に困難）に預かる、一時預かりの4
月からの利用者を募集します。
定期利用（週2･3日保育が必要な方）
　利用限度　週2日または3日（同一の曜日を利用）
　利用時間　月～土曜日の8：00～17：00（時間外は18：00まで）
　利用料金（月額）

　申込期間　�3月2日㈪～12日㈭10：00～17：00（土曜日は12：00ま
で。日曜日を除く）。13日㈮以降空きがある場合のみ随
時受付。

　申込方法　直接、希望する施設へ
　注　　意　�多数の場合選考。複数園へ申し込み可。利用は、子ども

1人につき1園
　対象施設　ホームページでご確認ください。 千葉市　定期利用　

不定期利用（一時的に保育が必要な方）
　利用限度　月7日以内（半日は月14日以内）
　利用時間　平日8：00～17：00
　　　　　　（半日は8：00～12：30または12：30～17：00）
　　　　　　土曜日8：00～12：30（祝日は除く）
　利用料金（1回あたり）

　申込方法　直接、希望する施設へ
　注　　意　随時受付。多数の場合選考
　対象施設　ホームページでご確認ください。 千葉市　不定期利用　

Ｔ幼保運営課�☎245-5729�Ｆ245-5894

　児童福祉にかかる費用が増加する中、子ども医療費助成制度を今後
も継続したものとするため、保護者負担額を一部見直すことにしまし
た。
　8月診療分から、通院の場合の院外処方(調剤薬局で薬を受け取るこ
と)での保護者負担額を有料化します。

＊�院内処方(病院内で薬を受け取ること)と市民税所得割が非課税の方
は無料

Ｔこども企画課�☎245-5178 Ｆ245-5547

　観賞スポットごとの位置情報や周辺イベント情報について詳しく
は、 千葉市　ダイヤモンド富士　

Ｔ観光協会�☎242-0007�Ｆ301-0280

　ダイヤモンド富士は、富士山頂に重なった太陽がダイヤのように美
しく輝く現象です。市内でも、2月と10月に海越しのダイヤモンド富
士を観賞する機会があります。

　最新の発掘調査の成果の報告や出土遺物の展示を行います。
　発表会当日は、展示スペースで学芸員による出土遺物の解説があり
ます。発掘された遺跡や遺物に触れて、市内の豊かな歴史と文化を学
びませんか。
　日　　時　2月29日㈯10：30～16：00
　会　　場　生涯学習センター
　内　　容　◦�種ヶ谷津遺跡、馬場遺跡、

貝殻畑遺跡、加曽利貝塚
の発掘調査の成果発表

　　　　　　◦�講演「土気地区の奈良・平
安時代について」

　定　　員　当日先着300人

Ｔ埋蔵文化財調査センター�☎266-5433 Ｆ268-9004

　「保育の必要性の認定」を受けている方は無償化の対象となりま
す（3歳未満児は住民税非課税世帯のみ）。
　詳しくは、 千葉市　無償化　

出土遺物の展示
　日　　時　2月18日㈫～3月1日㈰
　会　　場　生涯学習センター

対象 週2日 週3日 時間外
3歳児未満 18,300円 26,100円 3,000円
3歳児以上 9,400円 13,500円 1,900円

対象 1日 半日
3歳児未満 2,200円 1,100円
3歳児以上 1,200円 600円

子ども医療費助成制度を
変更します

8月診療分からの
保護者負担額

院外処方1回につき、
小学3年生まで＝300円
小学4年～中学3年生＝500円

林業体験教室

冬のダイヤモンド富士を見よう

加曽利貝塚　大型住居跡

一時預かりの4月からの利用者を
募集します

加曽利貝塚の発掘成果などを報告

遺跡発表会

幕張の浜
19日㈬17：16　左ダイヤ
20日㈭17：16　テッペン
21日㈮17：16　コロコロ
検見川の浜
21日㈮17：18　左ダイヤ
22日㈯17：19　テッペン
23日㈷17：19　テッペン･コロコロ
いなげの浜
23日㈷17：19　左ダイヤ
24日 17：20　テッペン
25日㈫17：21　コロコロ

ケーズハーバー
24日 17：21　左ダイヤ
25日㈫17：22　左ダイヤ･テッペン
26日㈬17：22　テッペン･コロコロ
千葉ポートタワー
25日㈫17：22　左ダイヤ
26日㈬17：22　テッペン
27日㈭17：23　コロコロ
フェスティバルウォーク蘇我
26日㈬17：23　左ダイヤ
27日㈭17：23　テッペン
28日㈮17：24　コロコロ

ダイヤモンド富士の見頃 見え方

左ダイヤ テッペン コロコロ

ヒラタケの駒打ち
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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、2日㈰9：00～9：15「とっておきの体験を♪千葉あそび早春号！！」

ちば市政だより

車いすバスケットボール
全国選抜大会
　前年の日本選手権上位チームを中
心に、国内の強豪チームが優勝を目指
します。ぜひ、会場に行って応援しま
しょう。詳しくは、
千葉市　第9回車いすバスケ　

　日　時　３月7日㈯11：00～17：30
　　　　　　　8日㈰10：00～17：00
　会　場　千葉ポートアリーナ

車いすバスケットボール体験会
　日　　時　3月8日㈰13：30～14：30
　定　　員　先着40人
　申込方法　�3月7日㈯12：00～17：30、8日㈰10：00～12：30に

直接会場受付へ。

パラスポーツ大会応援イベント
「Go! Together! ～みんな一緒に共生する未来～」
　車いすバスケットボール全国選抜大会に併せて、応援イベントを
開催します。ぜひ、お越しください。
　日　時　3月7日㈯・8日㈰10：00～16：30
　会　場　千葉ポートスクエア内スカイプラザほか
　内　容　�車いすバスケットボールの歴史紹介、ボッチャ・テコンド

ー競技体験、ホットチョコレートの振る舞いなど
　詳しくは、 千葉市　パラスポーツ大会応援イベント　

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

Ｔ車いすバスケットボール全国選抜大会学生実行委員会（淑徳大学内）
　☎265-7911�Ｆ265-9910

芸術文化新人賞の受賞者が決定
　市では、将来の活躍が期待され、市にゆかりのある芸術家を表彰し
ています。今年度も、幅広い芸術・文化の分野から応募があり、選考の
結果、新人賞2人、奨励賞1人の受賞者が決定しました。
新人賞
　ジュニアコーラス　フェアリーズ
　（児童合唱、千葉市拠点）
　�　基礎的な技術力が高く、地
元での演奏活動を通じて千葉
市に貢献しています。今後も
市民が誇れる文化を発信して
くれることが期待されます。

　土
ど

門
も ん

大
だ い

士
し

さん
　（絵画、千葉市在住）
　�　素朴なタッチを用いながら、全体として計
算された空間アートとしてのまとまりを表現
しています。今後もさまざまな制作活動を通
じ、大成することが期待されます。

奨励賞
　下

し も

野
の

友
ゆ う

嗣
じ

さん
　（絵画、千葉市在住）
　�　錆という素材に継続的に関心を持ち、作品
の芸術性を高めています。今後も技術と表現
力を磨き、更なる成長と活躍が期待されます。
Ｔ文化振興課�☎245-5961�Ｆ245-5592

　昨年度芸術文化新人賞を受賞した樽見ヤスタカさんが、アルメニア
の伝統楽器ドゥドゥクで、アルメニア伝承曲などを演奏します。
　日　時　2月1日㈯13：30～14：30
　会　場　生涯学習センター
　内　容　曲目＝千の湖、夢、荒城の月～さくらさくらなど
Ｔ市文化振興財団�☎221-2411�Ｆ224-8231

Ｔ観光MICE企画課�☎245-5897�Ｆ245-5669

　いよいよ、2020シーズンが始まります。
　フクダ電子アリーナでの開幕戦は、2月23日㈷・対
FC琉球です。
　悲願のJ1昇格を目指し、みんなでジェフ千葉を応援
しましょう。

杏の木の笛～ドゥドゥク～が紡ぐ
日本×アルメニアの風の音語り

2020シーズン開幕！

ジェフユナイテッド千葉

巧みな車いす操作に注目!

千葉を
知る

九、千葉市の前途を祝う千葉市歌
　1929年秋、市制施行10年を
15カ月後に控えた千葉市では、
市歌を懸賞募集することにな
りました。入賞したのは当時24
歳で県立図書館に勤務する落
合栄一さん。何度も書き直して
いるうちに締切日になってし
まい、慌てながらも一気に作り
上げて応募しました。意外にも
入選し、市歌として用いられることは光栄であり感激していると驚
きと喜びを新聞に語っています。選者であった詩人の白鳥省吾さん
は同じ紙面で、詩味豊かで朗唱のたびにおのずから市民としての生
活の喜びがあり、理屈ばらずに楽しく歌える点がよいと評価してい

ます。作曲は、童謡「春よ来い」や「雀の学校」
などの作曲で知られる弘田龍太郎さんにお願い
することになりました。
　1930年12月2日、市制施行10周年記念祝賀
式が開かれ、千葉市の前途を祝してこの市歌が
合唱されました。歌い継がれている市歌として
は、全国的にも古い千葉市歌。当時の情景を思
い浮かべながら、新しい時代に向かう先人たち
の気概に触れてみませんか。
＊�市歌は、ホームページで聞くことができま
す。 千葉市歌　

Ｔ都市アイデンティティ推進課�☎245-5660�Ｆ245-5476

東京日日新聞千葉版1929年11月3日

千葉市歌（1番）
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市
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2020フクダシートプレゼント
　フクダ電子株式会社が、フクダ電子アリーナで行われるホームゲ
ームに皆さんを招待します。席は、コーナー自由席です。
　試　　合　3月開催のホーム戦
　＊�試合日程・対戦チームは、ホームページでご確認の上、ご応募く

ださい。 ジェフユナイテッド千葉　

　対　　象　小・中学生と市内在住の保護者
　定　　員　各40組80人
　申�込方法　2月14日㈮必着。はがきに、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、試合日・対戦チー
ムを明記して、〒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。

　当選者には、試合日の約1週間前までに入場券を送付します。
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　市内各所で茶道華道・音楽・文芸・伝統芸能・演劇の5つ
の分野で14のイベントが開かれ、総勢約1,000人が出演
・出品する年に一度のお祭りです。
　料金や申込方法の記載がないものは、入場自由、無料。
Ｔ市文化連盟事務局（市文化振興財団内）
　☎221-2411 Ｆ224-8231

日時　2月22日㈯
　　　13：30～15：30
会場　生涯学習センター 　
定員　当日先着300人 　
出演　稲毛高校ダンスドリル部IRIS
　　　市立千葉高校吹奏楽部ICHWO
　　　土気南中学校演劇部

市民春の俳句大会
　事前に公募した自由テーマ
の雑詠と、当日に季語などが
分かる席題の作品発表と講
評、表彰を行います。
　日時　3月8日㈰
　　　　12：00～17：00
　会場　市民会館　
　料金　1,000円
Ｔ市俳句協会・昼間さん 
　☎265-4333

市民川柳大会
　公募作品の投票と結果発表、表彰を行います。
　日時　3月22日㈰11：00～17：00
　会場　生涯学習センター
　料金　1,000円（見学のみは無料）
Ｔ市川柳協会・柴垣さん ☎375-1905

華道展 　
　約100点の作品を展示します。
　日時　3月14日㈯・15日㈰
　　　　10：00～17：00
　会場　オークラ千葉ホテル
　　　　（中央区中央港1-13-3）

茶会
　立札席でお茶を楽しめます。
　（1日目裏千家、2日目表千
　家）
　日時　3月14日㈯・15日㈰
　　　　10：00～15：00 　　
　会場　オークラ千葉ホテル　 　
　料金　1回500円
Ｔ市茶道華道協会・大沼さん ☎080-5174-5111

　中学・高校生による記念講演を行う
ほか、芸術祭のすべてのイベントを映
像を交えて紹介します。

Ｔ市茶道華道協会・井上さん ☎256-9229

子どもいけばな体験 
　Ｊ3月14日㈯13：30～14：30
　　　　15日㈰10：30～11：30、13：30～14：30
　Ｉ各回先着15人　Ｋ500円

開幕式典
文芸

茶道華道

2／22㈯～
3／29㈰
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音楽

伝統芸能

演劇

おんきょう音楽コンテスト
　公募した声楽・器楽のソ
ロ、少人数アンサンブルを
公開審査します。
　日時　3月15日㈰
　　　　10：30～16：30
　会場　生涯学習センター
Ｔ市音楽協会・近藤さん
　☎277-4411

詩吟・剣詩舞道大会
　漢詩や和歌を歌う「吟詠」と、吟
詠に合わせて舞う「剣詩舞」を総称
した日本の伝統的な芸道を披露しま
す。
　日時　3月8日㈰10：00～16：30
　会場　文化センター
Ｔ市吟剣詩舞道連盟・佐山さん
　☎047-486-8837

ちばシニア劇団PPK48公演
　「八人の八重子」などを上演します。 　
　日　　時　3月13日㈮11：30～13：00
　　　　　　　　　　　14：30～16：00 　
　会　　場　文化センター 　
　料　　金　2,000円  ＊就学前児不可 　
　申込方法　電話で、ちばシニア劇団PPK48
　　　　　　事務局 ☎070-3839-8893へ。

劇団ルネッサンスシアターメイト公演
　「コンサート」、喜劇「プロポーズ」 の1日2
本立てで上演します。
　日時　3月28日㈯18：00～19：30  
　　　　　　29日㈰13：00～14：30 　
　会場　南部青少年センター 　
　定員　当日各先着150人
Ｔ劇団ルネッサンス・公演係 ☎090-2324-0027

人形劇団KAI公演
　人形劇「かぐや姫」、ボードビル 「むす
んでひらいて」などの公演を行います。
　日時　3月14日㈯11：00～12：00
　会場　高洲コミュニティセンター
　定員　当日先着150人
Ｔ人形劇団KAI・酒井さん ☎278-4398

人形劇団紙ふうせん公演
　人形劇「イソップ物語」、「パネルシアター」

「ねこねこパレード」などの公演を行います。
　日時　3月1日㈰11：00～11：50
　会場　轟公民館　　定員　当日先着80人
Ｔ人形劇団紙ふうせん・石川さん
　☎253-8822

千葉市郷土芸能公演会
　昔から伝わる地域のおはやしや神楽などの郷土芸能が一同に
会します。
　日時　3月8日㈰11：30～16：00　　会場　若葉文化ホール
Ｔ市郷土芸能保存協会事務局 ☎090-4755-0281

邦楽邦舞合同公演
　能楽・琵琶・長唄・三曲（箏・三絃・尺八）・邦楽はやし・日本舞踊
の6部門の古典芸術が競演します。
　日時　3月22日㈰10：30～17：30　　会場　文化センター
Ｔ市邦楽邦舞文化協会·朝香さん ☎244-7550

おんきょうスプリングコンサート
　管楽器を主体とした本格的な室
内楽の演奏会です。 　
　日時　3月15日㈰
　　　　18：30～20：30 　
　会場　生涯学習センター 　
　料金　前売2,000円（全席自由）
Ｔ市音楽協会・錦織さん
　☎090-2527-4502

市民吹奏楽団チバウィンド
定期演奏会
　「アレルヤ！ラウダムス・
テ」などを演奏します。
　日時　3月22日㈰
　　　　14：00～16：00
　会場　市民会館
Ｔ�市民吹奏楽団チバウィン

ド・澤田さん
　☎090-7410-6783
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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　がん検診の受診期間は2月29日㈯までです。受診はお早めに！ 受診券シールがお手元にない方は、健康支援課 ☎238-9930 Ｆ238-9946へ。

　千葉市の文化財といえば、2017年に特別史跡に指定された加曽利貝塚が有名ですが、ほかにも
国・県・市に指定・登録された100件以上もの文化財があるのをご存じでしたか。
　今回は、市で公開･管理している主なものをご紹介します。
Ｔ文化財課 ☎245-5962 Ｆ245-5993

　生浜町役場庁舎は1932年（昭和7年）に建てられました。1955年（昭和
30年）に生浜町が千葉市に編入された後は、生浜地区市民センターとして
1991年まで使用されました。
　市内では数少ない昭和初期の木造二階建洋風建築物で、建築技術や意匠に
は、東京などの中心都市の建物に比べて地方色が強く見られるなど、近代建
築史の変遷を考える上でとても貴重です。
　建物の屋根にはフランス瓦が使われ、特に玄関ポーチ上のバルコニーは明
治初期から大正期に建てられた郡役所建築によく見られるもので、この建物
の大きな特長になっています。

　浅草神谷バーや電気ブランの発明で知られ、ワインづく
りに生涯を捧げた神谷伝兵衛のゲストハウスとして、
1918年（大正7年）に建てられました。
　明治時代中期以降、稲毛には海岸線の松林を中心に別荘
や別邸が立ち並びました。旧神谷伝兵衛稲毛別荘もその一
つで、保養地として多くの文人墨客が訪れた稲毛の歴史を
今に伝える洋風建築です。
　全国的にも希少な初期のコンクリート建築で、1923年
の関東大震災でも崩れずに今もその姿を残しています。

　文化財は、日本の長い歴史の中で育まれ、今日まで守り伝えられて
きた貴重な国民的財産です。国や地方自治体は、文化財保護法や条例
に基づいて、重要なものを指定･登録し、文化財の保存を図っています。
　文化財には、建造物、古文書、工芸品などの有形文化財や、作品を
生み出す技術などの無形文化財といった種類があります。
　市内にあるそのほかの文化財など詳しくは、 千葉市　文化財情報　

文化財とは

所在地　中央区浜野町1290-3
公開日　 火・木・土曜日（祝日の場合はその翌日

に開館）
時　間　9：00～16：30
Ｔ文化財課 ☎245-5962 Ｆ245-5993

旧生浜町役場庁舎

千葉市民ギャラリー･いなげ（旧神谷伝兵衛稲毛別荘） 埋蔵文化財調査センターで公開している文化財

郷土博物館で公開している文化財市指定有形文化財　建造物

2階は役場の議場が当時の
まま残されています。昭和
時代にタイムスリップした
みたいですね♪公開日には
館内を見学できて、歴史講
座や昔遊びなどのイベント
を楽しめますよ

　千葉氏の一族で、重臣だった原氏に伝わった文書
です。戦国時代に千葉宗家を継いだ胤

た ね

冨
と み

や邦
く に

胤
た ね

から
原氏ら家臣へ宛てた書状が中心で、当時の千葉氏や
水運などの社会の状況を知ることができます。

千葉胤冨判物
　胤冨が九十九里浜で行われていた製塩
への課税について指示しています。里見方
の重臣正木氏の侵攻に対し、費用を捻出す
るためと考えられます

　猪鼻城跡を巡る土
塁から1973年に発
見された、鎌倉時代
の壺です。火葬され
た骨が納められてい
たことから、蔵骨器
として使用されてい
たと考えられます。千葉邦胤朱印条書

　邦胤が出陣にあたり、家臣たちにけんかの禁
止や仮病の者の報告などを命じています

千葉氏の家印と思わ
れる竜の朱印が用い
られているのだ

なんと！ 顔の両
脇には耳もある
んだ

こうした素朴なデザイン
のすずりは全国的にも珍
しいのよ。飾らない良さ
を感じて欲しいな！

表面の淡い緑色は、
草木の灰類などから
できた灰釉という 
うわぐすりなのだ

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

Ｔ埋蔵文化財調査センター ☎266-5433 Ｆ268-9004　土・日曜日、祝日休館

原
は ら

文
も ん

書
じ ょ

古
こ

瀬
せ

戸
と

灰
か い

釉
ゆ う

四
し

耳
じ

壺
こ

市指定有形文化財　古文書
市指定有形文化財　考古資料

所在地　稲毛区稲毛1-8-35
休館日　 月曜日（祝・休日の場合は翌平日）  

＊工事のため、2月末まで休館
時　間　9：00～17：15
Ｔ文化振興課 ☎245-5262 Ｆ245-5592

国登録有形文化財　建造物

タイルをはめ込んだ暖炉

本体は空洞

天井のブドウのレリーフ

　内野第1遺跡は、花見川区宇那谷町にあった旧石器時代から江
戸時代にかけての遺跡です。
　この資料は縄文時代晩期の「土版」という土製品です。全体の
3分の1が人面で、粘土の眉、目、口の表現があります。

　中鹿子第2遺跡は、市の東南端に位置し、緑区板倉町・小山
町にまたがっています。
　この土偶は、縄文時代早期の土器が集中する地点から出土
したもので、状態が良好であることから、縄文時代早期前葉
に作られた土偶の代表例とされています。

　五十石遺跡は、緑区あすみが丘東
2丁目にあり、2000年～2007年に
発掘調査が行われ、住居の跡からこ
の資料が出土しました。
　この資料は奈良時代のものとされ
ていて、本体は空洞、柄の部分には
口があります。柄の穴から水を注ぎ
こみ、柄を上に向けて携帯していた
と考えられています。

　1958年、現在の生浜東小学校の校庭拡張工
事に先立って、七廻塚古墳の発掘調査をしたと
ころ、鉄製武具や農具、装飾模造品のほか、珍
しい銅鏡などが出土しました。
　この資料は、石

い し

釧
くしろ

と呼ばれ、古墳時代の石で
作られた腕輪状の宝器です。

内
う ち

野
の

第1遺跡出土　人
じ ん

面
め ん

付
つ き

土
ど

版
ば ん

市指定有形文化財　考古資料

五
ご

十
じ っ

石
こ く

遺跡出土　把
と っ て つ き ち ゅ う く う え ん め ん け ん つ け た り ば ん

手付中空円面硯附盤　1点 市指定有形文化財　考古資料 七
ななまわ り

廻塚
づ か

古墳出土品 市指定有形文化財　考古資料

中
な か

鹿
か の

子
こ

第2遺跡出土　土偶 市指定有形文化財　考古資料

胴体の中央部がえぐれ
た独特の形から「バイ
オリン形の土偶」と呼
ばれているよ

美しい幾何学模様
はずっと見ていた
くなるね

柄の穴

千葉市の文化財意外と
知らない?!

文化財アンバサダー

私たちが
紹介します

2月末まで耐震補強
工事のため休館中で
す。開館後はコンサ
ートなどのイベント
も開催します♪

特別史跡
加曽利貝塚
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ふるさと農園の栽培指導付きわくわく農園
　利用期間　3月1日㈰～来年１月31日㈰　
　　　　　　�栽培講習は15回程度（原則、土・日曜日のいずれか）
　募集区画数　17区画（1区画25㎡）　　料　　金　1区画48,400円
　申込方法　�2月21日㈮消印有効。はがきに必要事項のほか、希望

区画数を明記して、〒262-0011花見川区三角町
656-3ふるさと農園へ。ホームページからも可。� �
ふるさと農園　わくわく　

Ｔふるさと農園�☎257-9981�Ｆ258-1024
　月曜日（祝･休日の場合は翌日）休園

富田さとにわ耕園の農業体験農園
　利用期間　4月1日㈬～来年1月31日㈰　
　　　　　　栽培講習は月2回程度（日曜日）
　募集区画数　50区画（1区画40㎡）　　料　　金　1区画30,000円
　申込方法　�2月21日㈮消印有効。往復はがき（1世帯1通）に必要

事項を明記して、〒265-0041若葉区富田町711-1富
田さとにわ耕園へ。Ｅcenter-renraku@tomita-kan.
jpも可。

Ｔ富田さとにわ耕園�☎226-0022�Ｆ226-0501
　月曜日（祝・休日の場合は翌日）休園

市内で野菜、育てませんか？
　家庭菜園を始めたいけど、うまく育てられるか不安。場所があれば、いろいろな野菜を栽培したい…
などと思ったことはありませんか？市内には、誰でも気軽に農業に触れることができる農業体験農園や、
農園の一部が利用できる市民農園があります。自分で育てた野菜を、味わってみませんか。

市民農園 農園の一部を利用して、野菜などの栽培ができます。付帯設備など詳しくは、各農園へお問い合わせください。

園芸協会市民農園
　利用期間　3月1日㈰～来年1月31日㈰
　対　　象　市内在住・在勤の方

区 農園名 所在地
（町）

区画
数

料金
（円） 区 農園名 所在地

（町）
区画
数

料金
（円）

中
央

おゆみ 生実 2 7,000

若
葉

若葉ひなた 大草 32 6,000
みやこ 都 15 7,000 小倉 小倉 5 6,000
宮崎 宮崎 11 7,000 下田にこにこ 下田 48 6,000

花
見
川

花見川 天戸 8 6,000 高品第2 高品 17 6,000
花見川新和 天戸 23 7,000 高品第3 高品 12 6,000
花見川そよかぜ 天戸 19 6,000 高品なかよし 高品 9 6,000
花見川ふれあい 天戸 21 6,000 多部田 多部田 62 6,000
宇那谷 宇那谷 34 6,000 東寺山 東寺山 7 6,000
柏井 三角 12 5,000 鎌池 若松 7 6,000
三角町 三角 25 6,000 わかまつ 若松 5 5,000
長作たけのこ山 長作 48 6,000 若松第2 若松 20 6,000
花見川区門原 長作 15 7,000 若松みどりの�

くり園 若松 52 6,000花見川ながさく 長作 25 7,000
幕張 幕張 10 7,000 緑 平山 平山 62 5,000

稲
毛

園生第2 園生 3 7,000 小食土 小食土 42 5,000
園生みどり 園生 9 7,000

　＊1世帯4区画まで。料金は1区画（12㎡）当たりの年額です。
　申込方法　�2月10日㈪消印有効。往復はがき（1世帯1通）に必要事項

のほか、希望農園名・区画数を明記して、〒265-0042若
葉区古泉町537千葉市園芸協会へ。

　各農園の場所は、ホームページをご覧ください。 千葉市　市民農園　

Ｔ市園芸協会�☎228-7111　月曜日（祝・休日の場合は翌日）休業
　農政課�☎245-5757�Ｆ245-5884

あすみガーデン市民農園（緑区大椎町）
　利用期間　3月1日㈰～来年2月28日㈰
　募集区画数　�20～40㎡＝70区画、41～60㎡＝55区

画、61～100㎡＝8区画、101～116㎡
＝4区画

　料　　金　1㎡当たり400円
　申込方法　�2月20日㈭消印有効。往復はがき（1世帯1

通）に必要事項のほか、希望区画面積・区画
数を明記して、〒267-0065緑区大椎町
851林方・大椎営農組合へ。

Ｔ大椎営農組合・林さん
　☎294-1335（19：00～21：00）
　農政課�☎245-5757�Ｆ245-5884
中田やつ耕園市民農園
　利用期間　4月1日㈬～来年3月31日㈬
　　　　　　�＊4～9月＝7：00～18：00、10月～来年

3月＝8：00～17：00
　募集区画数　�①20㎡＝100区画、②40㎡＝10区画、

③4㎡＝3区画。③は車いす使用者用プラ
ンター

　料　　金　�①10,470円、②20,950円、③2,080円
　申込方法　�2月21日㈮消印有効。はがきに必要事項

のほか、希望区画面積・区画数を明記し
て、〒265-0043若葉区中田町2479-35
中田やつ耕園へ。Ｅinfo@nakatapark.
comも可。

Ｔ中田やつ耕園�☎228-2251�Ｆ228-2252
　月曜日（祝・休日の場合は翌日）休園

農業体験農園
　専門の講師から土の耕し方から収穫方法まで指導を受けながら、農業を体験します。種苗、肥
料、農具などは農園で用意するので、初心者でも気軽に参加できます。栽培できる作物など詳し
くは、各農園にお問い合わせください。

市民農園利用者養成講座
　利用期間　3月15日㈰～来年１月31日㈰
　　　　　　栽培講習は月2回程度（原則、日曜日）
　会　　場　農政センター
　募集区画数　48区画（1区画24㎡）　　料　　金　1区画27,500円
　申込方法　�2月18日㈫消印有効。往復はがき（1世帯1通）に必要

事項のほか、希望区画数を明記して、〒265-0042若
葉区古泉町537千葉市園芸協会へ。

Ｔ市園芸協会�☎228-7111　月曜日（祝・休日の場合は翌日）休業
　農業経営支援課�☎228-6271�Ｆ228-3317

農味塾の有機農業体験農園
　利用期間　3月1日㈰～来年１月31日㈰　
　　　　　　栽培講習は15回程度（原則、土・日曜日のいずれか）
　所 在 地　花見川区武石町1-163（京葉道路武石インター横）
　募集区画数　25区画（1区画30㎡）　　料　　金　1区画48,400円
　申込方法　�2月20日㈭消印有効。往復はがき（1世帯1通）に必要

事項のほか、希望区画数を明記して、〒262-0031花
見川区武石町1-1446外口方･農味塾へ。

Ｔ�農味塾・外口（そとぐち）さん�☎090-8846-4638（14：00～18：00）
　農政課�☎245-5757�Ｆ245-5884

編集担当D

自然と旬の野菜を口にす
ることが多くなるのも、
農業の醍醐味ですよね～
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パブリックコメント手続

国民保護協議会委員を募集中央区都町などで住居表示を実施

　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。　
　ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせください。
①千葉市地域防災計画・千葉市水防計画の修正案
　台風15号などにおける課題・教訓、国の防災基本計画修正などを踏
まえ、市の防災に関する総合的かつ基本的な計画である千葉市地域防
災計画と、水害から市民の安全を守ることを目的とした千葉市水防計
画の修正案を作成しました。
Ｔ危機管理課 ☎245-5151 Ｆ245-5597
　Ｅkikikanri.GE@city.chiba.lg.jp
②千葉市図書館ビジョン2040（案）
　中長期的な社会の変化を見据え、実現したい図書館像を描き、取り
組むべき施策や方向性を示す計画案を策定しました。
Ｔ中央図書館管理課 ☎287-4081 Ｆ287-4074
　Ｅkanri.LIB@city.chiba.lg.jp
③第3期千葉市財政健全化プラン（中間見直し）（案）
　第3期財政健全化プラン（2018年～2021年度）について、これま
での取組結果などを踏まえ、見直しを行います。
Ｔ資金課 ☎245-5078 Ｆ245-5535
　Ｅshikin.FIF@city.chiba.lg.jp
④千葉市資産経営基本方針（案）
⑤千葉市公共施設等総合管理計画（案）
　資産経営に関する計画などを見直し、公共施設等の総合的かつ計画
的な維持管理・更新に取り組むため、改訂案を作成しました。
Ｔ資産経営課 ☎245-5283 Ｆ245-5654
　Ｅshisankeiei.FIA@city.chiba.lg.jp
　案 の 公 表　 ①2月3日㈪、②2月14日㈮、③～⑤2月15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。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3日㈪～3月2日㈪、②2月14日㈮～3月

13日㈮、③～⑤2月15日㈯～3月16日㈪
　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　

　武力攻撃事態や大規模テロなどが発生した場合に、市が実施する避
難誘導や救援活動など、国民保護のための措置に関する重要事項を審
議します。
　任 期　4月1日㈬から2年間　
　開 催 予 定　年1回程度（平日1・2時間）
　応 募 資 格　 市内在住・在勤・在学で、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
　小論文テーマ　千葉市における国民保護（1,200字以内）
　応 募 方 法　 2月29日㈯必着。A4判用紙に必要事項のほか、性

別、職業、武力攻撃などの際の国民保護措置に関す
る具体的な知識や経験内容を明記し、小論文を添付
して、〒260-8722千葉市役所危機管理課へ郵送。
FAX、Ｅkikikanri.GE@city.chiba.lg.jpも可。

　選 考 方 法　 書類・面接（3月を予定）による選考。結果は全員に
通知します。

　詳しくは、 千葉市　国民保護協議会委員　

Ｔ危機管理課 ☎245-5151 Ｆ245-5597

　住居表示とは、地番を用いず、建
物に番号を順序良くつけて住所を
分かりやすく表示するものです。
　2月3日㈪から、中央区都町と若
葉区加曽利町の一部の区域で住居
表示を実施します。
　今後、同区域内で建物を新築・改
築する場合は、住居番号をつけま
すので、中央区市民総合窓口課へ
届出をしてください。
　詳しくは、 都町　住居表示　

Ｔ区政推進課 ☎245-5135 Ｆ245-5550

　魅力ある景観を形成するため、都
市を彩る街並みや広告物、街づくり
活動などを表彰しています。今回、
応募があった61件の作品を審査し
た結果、8件の受賞が決定しました。
グランプリ　◦椿森コムナ
優 秀 賞　�景観まちづくり部門  

◦YohaS  
◦堂谷津の里  
景観広告部門� �
◦幕張ベイパークのサイン  
建築文化部門� �
◦都賀の家  
◦PSR矢作町  
◦千葉駅・千葉駅ビル  
◦坂口電熱千葉ロジスティクスセンター

　ホームページでも紹介しています。 千葉市都市文化賞　

　日常生活でLGBT当事者やその周囲の方が抱
える性自認や性的指向が関係する悩みなどを、
電話で相談できます。
　一人で悩まず、気軽にご相談ください。
　相 談 時 間　毎月第3日曜日14：00～18：00（1回30分まで）
　相談専用番号　245-5440
　＊予約不可。匿名・通称名での相談可。
Ｔ男女共同参画課 ☎245-5060 Ｆ245-5539

Ｔ都市計画課 ☎245-5307 Ｆ245-5627

千葉市都市文化賞フォーラム
　受賞者代表による発表やパネルディスカッション、市長講演など
を行い、都市文化を考えます。
　日　時　2月15日㈯13：30～15：30
　会　場　生涯学習センター
　定　員　先着200人

住所に枝番号をつけることができます
　既に住居表示を実施している地区で、近隣の建物と同一の住居番
号であるため郵便物の誤配などに困っている方は、申請により住居
番号に枝番号をつけることができます。
　希望する方は、お住まいの区の市民総合窓口課へご相談ください。
　詳しくは、 千葉市　枝番号　

都市文化賞が決定

LGBT電話相談

矢作町

都町３丁目
国道１２６号

都川都町 若葉区
加曽利町

現町界
新町界

都町４丁目 加曽利町

都小学校
都町
２丁目

●

都町
１丁目

都町５丁目

都町６丁目

中央区
都町７丁目

都町８丁目

貝塚町

国道５１
号

京
葉
道
路・国
道
16
号

住居表示実施区域

椿森コムナ

都賀の家
©SUZUKI YOSHIMI PHOTOGRAPHY
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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千葉公園の催し

千葉公園に紙芝居がやってくる！
Ｊ2月2日㈰11：30～12：00、13：00～
13：30
Ｉ各先着50人
Ｃ当日直接会場へ

冬鳥観察の楽しみ方in千葉公園
Ｊ2月8日㈯10：00～12：00
Ｎ講師＝箕輪義隆さん（鳥のイラ
ストレーター）
Ｉ先着30人
Ｍ電話で、中央・稲毛公園緑地事務
所☎251-5103
Ｂ蓮華亭
Ｔ同事務所☎前記Ｆ254-5834

Ｙ千葉市ゆかりの作家展 
「堀由樹子－空と森と、－」

Ｊ2月6日㈭～23日㈷9：00～17：15（23日
は15：00まで）
Ｂ市民ギャラリー・いなげ
Ｔ同施設☎248-8723Ｆ242-0729。月
曜日（祝・休日の場合は翌日）休館

Ｙ外国語おはなし会～英語で
楽しもう！ 絵本の世界～

Ｊ2月9日㈰15：00～15：30
Ｂ生涯学習センター地下1階小ホール
Ｈ5歳児～小学生
Ｉ先着30人
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ市中央図書館☎287-3980Ｆ287-
4074

Ｙ地方卸売市場 
市民感謝デー

Ｊ2月8日㈯・22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

Ｙ稲毛記念館の催し

いなげの浜の環境と生き物調べ
Ｊ2月8日㈯10：00～12：00
Ｎ貝類・鳥類などの生き物、水質な
どの調査
Ｈ小学生以上の方（小学生は保護
者同伴）
Ｉ先着20人
Ｋ100円
Ｃ雨天中止

茶道教室

Ｊ3月10日㈫・12日㈭・17日㈫・19日
㈭10：00～12：00。全4回
Ｉ先着15人
Ｋ2,000円
Ｍ電話で、稲毛記念館☎277-4534
Ｔ同館☎前記Ｆ277-4688。月曜日（祝
・休日の場合は翌日）休館

Ｙ昭和の森・自然観察会 
「冬の植物の過ごし方」

Ｊ2月9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
場脇の東屋で
Ｔ緑公園緑地事務所☎294-2884Ｆ
294-2869

Ｙふれあい自然観察会 
「冬鳥を探そう」

Ｊ2月22日㈯9：00～12：00
Ｎ野鳥を観察しながら、昭和の森か
ら小山町の里山を散策
Ｉ30人（小学3年生以下は保護者同伴）
Ｋ50円
Ｃ雨天中止
Ｍ2月12日㈬必着。ｏ（1通5人まで）
にｊのほか、参加人数を明記して、
〒260-8722千葉市役所環境保全課
へ。Ｆ245-5553、電子申請も可
Ｔ同課☎245-5195Ｆ前記

Ｙ稲毛海浜公園・自然観察会
「鳥たちのごちそう?」

Ｊ3月1日㈰13：30～15：30
Ｉ先着40人程度
Ｇ双眼鏡（お持ちの方）
Ｋ50円
Ｃ雨天中止
Ｍ当日13：15から、旧稲毛民間航空記
念館前で
Ｔ美浜公園緑地事務所☎279-8440Ｆ
278-6287

Ｙ高校生バンドによるライブ
イベント　Cフェス

Ｊ2月9日㈰11：30～18：30
ＢライブハウスSTARNITE（中央区
中央3-17-2）
Ｃ当日直接会場へ。詳しくは、ｈ「C
フェス2020」で検索
ＴCフェス実行委員会（文化振興課
内）☎245-5961Ｆ245-5592

Ｚ市議会議場コンサート

Ｊ2月18日㈫11：00～12：00
Ｂ市議会本会議場
Ｎ演奏者＝罇見ヤスタカさん（ドゥ
ドゥク）、北嶋愛季さん（チェロ）
Ｉ先着92人
Ｍ当日10：00から、市役所議会棟1階
傍聴受付で入場券を配布

Ｔ議会事務局総務課☎245-5465Ｆ
245-5565

Ｙワンコインコンサート 
おきなわのうた　

Ｊ2月23日㈷14：00～15：00
Ｂイオン稲毛店文化ホール
Ｎ出演＝片山エリーさん（三線）、玉
城まさゆきさん（ギター）。曲目＝涙
そうそう、花など
Ｋ前売券（全席自由）＝一般500円、
小学生以下100円。乳幼児の膝上鑑賞
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
Ｔ市文化振興財団☎221-2411Ｆ224-
8231

Ｗエンディングサポート（終活
支援）講演会

Ｊ2月9日㈰10：00～12：15
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎ医師による講演。テーマ＝最期ま
で自分らしく生きるために
Ｉ先着60人
Ｍ2月3日㈪から電話で、地域包括ケ
ア推進課☎245-5168
Ｔ同課☎前記Ｆ245-5293

Ｗ認知症介護交流会

Ｊ2月14日㈮13：30～15：30
Ｂ美浜保健福祉センター
Ｎ介護経験者の体験談、交流会、個
別相談（希望者のみ）
Ｈ認知症の人を介護している方など
Ｉ先着20人程度
Ｍ電話で、認知症の人と家族の会☎
204-8228（月・火・木曜日13：00～�
16：00）。個別相談を希望の方は2月�
7日㈮までに申し込み
Ｔ同会☎前記Ｆ204-8256または地域
包括ケア推進課☎245-5267

Ｗ認知症カフェ交流会

Ｊ2月14日㈮14：00～16：00
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎ認知症カフェの事例発表、交流会
など
Ｈ市内で認知症カフェを運営、開催
を検討している団体・個人
Ｉ先着40人
Ｋ200円
Ｍ2月3日㈪から電話で、地域包括ケ
ア推進課☎245-5267。Ｆ245-5293も
可（ｊを明記）

Ｖ動物保護指導センター 
猫の譲渡会

Ｊ2月14日㈮13：30～15：30
Ｈ愛玩目的で終生適切に飼うことが

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

Ｗ療育センターふれあいの家
ふれあいフェスティバル

Ｊ2月16日㈰9：30～16：00
Ｎ楽器演奏・ダンスなどの発表、要約
筆記・手話・点字・パラスポーツなど
の体験、手作り品などの販売
障害者作品展
Ｊ2月4日㈫～16日㈰9：00～17：15
Ｎ書道、絵手紙、陶芸など
Ｔ療育センターふれあいの家☎216-
5130Ｆ277-0291。月曜日、祝・休日休館

Ｗこころの健康センターの催し

①こころの健康教室
Ｊ2月16日㈰13：00～16：00
Ｂハーモニープラザ
Ｎ講演「精神疾患の診断と治療」
と質疑応答

②精神障害者家族のつどい
Ｊ2月17日㈪13：40～16：00
Ｎテーマ＝家族としてご本人との
関わりを学びましょう

③アルコールミーティング
Ｊ2月21日㈮14：00～16：00
Ｎ話し合いと学習会（テーマ＝イ
ネイブリングを止める）
Ｈお酒の問題で悩んでいる家族と
本人

④うつ病当事者の会
Ｊ2月25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

⑤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

⑥スプリングフェスティバル
Ｊ3月15日㈰10：00～15：00
Ｂハーモニープラザ
Ｎ精神障害のある方を中心とした
障害者支援施設のバザー・作品展
示・舞台発表など
Ｃ①～④⑥当日直接会場へ
Ｔ同センター☎前記Ｆ204-1584

Ｗ精神保健福祉講演会

Ｊ2月20日㈭14：00～16：00
Ｂ幸町公民館
Ｎテーマ＝精神障害のある方と共に
地域で暮らすために知ってほしいこと
Ｉ先着30人
Ｍ2月3日㈪から電話で、同館☎247-
0666
Ｔ同館☎前記Ｆ238-4153

Ｚシニアのための就労個別相
談会

Ｊ2月21日㈮14：00～16：30
Ｂ緑保健福祉センター
Ｎ就労支援機関、求人企業との相談会
Ｉ先着30人
Ｍ2月3日㈪から電話で、生涯現役応
援センター☎256-4510
Ｔ同センター☎前記Ｆ256-4507

Ｖ地域で守る！ 防災体験

Ｊ2月29日㈯9：30～11：30
Ｂ生浜公民館
Ｎ地震・消火器・煙体験など。参加者

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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には防災物品を進呈
Ｉ先着40人程度
Ｍ2月3日㈪から電話で、防災普及公
社☎248-5378。Ｆ248-7748も可（ｊ
を明記）

Ｙ文化振興財団の催し

親子でいっしょに劇あそび「まいご
のこねこちゃん」
Ｊ3月7日㈯10：30～11：30
Ｎ身体を使った表現あそび
Ｈ2歳以上の就学前児と保護者　Ｉ50人
Ｋ1,000円
Ｍ2月10日㈪必着。ｇにｊのほか、
参加者全員の氏名（フリガナ）・年
齢を明記して、〒260-0013中央区
中央2-5-1千葉市文化振興財団「劇
あそび・まいごのこねこちゃん」係
へ。Ｆ224-8231、Ｅas-chiba@
f-cp.jpも可

歌手と音楽家と道化師が贈るセリフ
が無い演劇物語「マチノヒ」
Ｊ3月7日㈯18：30～20：00
Ｋ前売券（全席自由）＝一般3,000
円、小学～高校生2,500円
Ｃ就学前児の入場不可。前売券販
売所＝市民会館、文化センター、
市男女共同参画センター、若葉文
化ホール、美浜文化ホールなど
Ｂ市民会館小ホール
Ｔ市文化振興財団☎221-2411Ｆ前記

Ｗ社会福祉セミナー20周年記
念講演会

Ｊ3月17日㈫13：30～15：00
Ｂハーモニープラザ
Ｎテーマ＝マムシ流元気で長生きす
るコツさせるコツ。講師＝毒蝮三太
夫さん（タレント）
Ｈ市内在住・在勤の方　Ｉ200人
Ｍ2月25日㈫必着。ｏ（1通2人まで）�
にｊのほか、参加人数・全員の氏名を明�
記して、〒260-0844中央区千葉寺町
1208-2千葉市社会福祉研修センターへ。
Ｅkensyuu-c@chiba-shakyo.jpも可
Ｔ同センター☎209-8841Ｆ312-�
2943

毒蝮三太夫さん

Ｘひとり親家庭の新小学1年生
を動物公園へ招待

Ｊ3月22日㈰10：00～11：30
Ｎ園内のガイドツアー終了後は自由
行動。参加者にはお土産を進呈
Ｈ4月に小学校へ入学するひとり親
家庭の子どもと兄弟姉妹、保護者
Ｉ40人
Ｍ2月28日㈮までにＥメールで、参加
者全員のｊのほか、性別を明記して、
Ｅboshikai@grace.ocn.ne.jpへ。
Ｆ261-9156、ｏを〒260-0844中央区
千葉寺町1208-2千葉市母子寡婦福祉
会へ郵送も可
Ｔ同会☎261-9156（FAX兼用）

教室・講座

Ｖ動物保護指導センター 
飼い犬のしつけ方教室

Ｊ①2月13日㈭、②2月20日㈭13：30～

16：00
Ｎ①講習としつけのデモンストレー
ション、②飼い犬同伴でしつけの実技
Ｈ市内在住で、犬を飼っている方また
は飼う予定の方（犬の登録・本年度の
狂犬病予防注射が済んでいること）
Ｉ①先着20人、②（①受講予定の方
から）先着10組
Ｍ2月3日㈪から電話で、動物保護指
導センター☎258-7817
Ｔ同センター☎前記Ｆ258-7818

Ｙみどりの楽講「アロマの保湿
クリーム作り」

Ｊ2月15日㈯10：00～12：00
Ｂ千葉公園好日亭
Ｈ15歳以上の方　
Ｉ先着10人
Ｋ800円
Ｍ電話で、カフェ・ハーモニー☎070-
4325-3650（火～日曜日）
Ｔ同施設☎前記または中央・稲毛公
園緑地事務所☎251-5103Ｆ254-5834

Ｗ市社会福祉研修センター 
社会福祉セミナー

Ｊ①講義＝2月25日㈫13：25～15：30、
調理実習＝2月26日㈬・27日㈭・28日
㈮9：55～13：00のいずれか1日。全2
回。3月6日㈮②9：55～12：00、③13：25
～15：30
Ｎ①低栄養を防ごう（講義）、パパっ
と簡単！ 冬の栄養バランスごはん
（調理実習）、②エンディングノート
を書いてみよう、③役立つ！葬儀の
心得
Ｉ各先着30人
Ｋ①600円
Ｍ電話で、市社会福祉研修センター
☎ 2 0 9 - 8 8 4 1 。Ｆ 3 1 2 - 2 9 4 3・
Ｅkensyuu-c@chiba-shakyo.jpも
可（ｊのほか、①の調理実習の日程
は第2希望までを明記）

Ｘ子育てスキル講座　親子で
成長する「しつけのコツ」

Ｊ2月26日㈬9：30～12：00
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎ小学生の子どもへの接し方
Ｉ20人
Ｍ2月20日㈭必着。Ｅメールでｊを明
記して、こども家庭支援課Ｅkatei�
shien.CFC@city.chiba.lg.jp。☎
245-5608、Ｆ245-5631、ｇで、〒260-
8722千葉市役所こども家庭支援課へ
郵送も可

Ｖ市マンションセミナー 
講演と相談会

Ｊ2月22日㈯講演＝13：30～15：30、相
談会＝15：30～16：30
Ｂ生涯学習センター
Ｎ講演テーマ＝管理組合と管理会社
の付き合い方など
Ｈマンション管理組合役員、区分所
有者
Ｉ講演＝先着70人、相談会＝先着2組
Ｍ2月3日㈪から電話で、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空家に関するセミナー・相談
会

Ｊ2月29日㈯セミナー＝13：30～15：30、
相談会＝15：30～16：30
Ｂ生涯学習センター
Ｎセミナーテーマ＝空家の売却（売
却にあたって必要な準備、認知症に
なった場合の売却方法など）。相談会
＝不動産、法律に関すること
Ｉ相談会＝各先着2組
Ｍ2月3日㈪から電話で、住宅政策課

☎245-5810。Ｆ245-5795も可（ｊを
明記）

Ｚふるさと農園の教室

Ｊお雛様を祝う料理＝2月27日㈭、お
花見弁当作り＝3月13日㈮。いずれ
も、9：30～14：00
Ｉ各24人
Ｋ1,500円
Ｍ2月7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
Ｔ同園☎257-9981Ｆ258-1024。月曜
日（祝・休日の場合は翌日）休園

Ｙ伝統野菜「土気からし菜」の
漬物教室

Ｊ2月28日㈮10：00～12：00、14：00～
16：00
Ｂ土気公民館
Ｉ各20人
Ｋ600円
Ｍ2月12日㈬必着。ｏにｊを明記し
て、〒267-0061緑区土気町1631-7土
気公民館へ
Ｔ農政課☎245-5758Ｆ245-5884

Ｙアーチェリー体験教室

Ｊ3月1日㈰9：45～12：00
Ｂ青葉の森スポーツプラザ弓道場
Ｈ高校生以上の方　
Ｉ8人
Ｋ500円
Ｃ雨天中止
Ｍ2月10日㈪必着。ｏ（1人1通）にｊ
を明記して、〒261-0001美浜区幸町
1-5-2-915広瀬方・千葉市アーチェリ
ー協会へ
Ｔ同協会・広瀬さん☎241-1557（19：00
～22：00。FAX兼用）

Ｖ救命講習会

①WEB講習会
ＪＢ3月3日㈫14：00～15：30＝救助
救急センター。3月19日㈭18：30～
20：00＝セーフティーちば

②上級救命講習会
Ｊ3月4日㈬・28日㈯9：00～17：00
Ｉ各先着20人
Ｋ1,000円

③上級救命再講習会
Ｊ3月1日㈰13：30～16：30、18日㈬
9：00～12：00
Ｈ上級救命講習を修了された方

④普通救命講習会
ＪＢ 3月5日㈭・12日㈭9：00～�
12：00、19日㈭13：30～16：30＝セー
フティーちば。3月10日㈫・24日㈫
13：30～16：30＝救助救急センター。
3月13日㈮13：30～16：30＝若葉消
防署。3月27日㈮9：00～12：00＝緑
消防署

⑤パパ＆ママ救命教室
Ｊ3月21日㈯9：30～10：15、10：30～
11：15
Ｉ各先着10組
Ｂ②③セーフティーちば、⑤子育て
支援館
Ｉ①③④各先着10人

Ｍ2月3日㈪から電話で、防災普及公
社☎248-5355。同公社ｈからも可
Ｔ同公社☎前記Ｆ248-7748

Ｗ療育センターふれあいの家
「初心者のためのスマホ教室」

Ｊ3月4日㈬13：30～15：30
Ｈ市内在住・在勤の18歳以上で身体
障害者手帳をお持ちの方
Ｉ10人
Ｍ2月20日㈭までに電話で、市療育セ
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・休
日休館

Ｗ障害者福祉センターの教室

①障害者福祉短期講座
ＪⒶ3月4日㈬・Ⓑ19日㈭13：30～
15：30
ＮⒶ笑う健康法で笑門来福、Ⓐス
マートフォン入門
Ｈ市内在住・在勤の18歳以上で、身
体障害者手帳をお持ちの方
Ｉ各12人

②見えない・見えづらい人向け顔ヨ
ガ
Ｊ3月18日㈬13：30～15：30
Ｈ18歳以上で、視覚障害の身体障
害者手帳をお持ちの方
Ｉ先着10人程度
Ｍ①2月16日㈰必着。ｏにｊ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。
②電話で、同センター☎209-8779
Ｔ同センター☎前記Ｆ209-8782。月
曜日（祝・休日の場合は翌日も）、祝
・休日休館

Ｙ都市緑化植物園の講座

身近な自然学ぶ講座
Ｊ4月3日・10日、5月8日、9月11日、
10月9日の金曜日。原則10：00～�
16：00。全5回
Ｂ市内、馬来田（木更津市真里）
など
Ｎ野草や湿生植物などの自然の様
子を歩いて観察（約5～8キロメー
トルのコース）
Ｃ雨天延期日あり

みどりの教室～森の案内人をめざし
て～
Ｊ4月7日～21日、5月12日、6月�
2日、9月8日、10月6日、11月10日、
12月1日・8日の火曜日。原則10：00
～16：00。全10回
Ｂ市内、山武市、四街道市など
Ｎ里山や森を歩き、植物の知識や
森の構造、人との関わりなどを学
ぶ座学と野外観察（約8キロメー
トルのコース）
Ｉ25人
Ｃ申込方法など詳しくは、お問い合
わせいただくか、ｈ「千葉市都市緑
化植物園　講習会」で検索
Ｍ2月28日㈮必着
Ｔ都市緑化植物園☎264-9559Ｆ265-
6088。月曜日（祝・休日の場合は翌
日）休園

Ｗいきいき大学教養文化講座

Ｊ5月12日、6月9日、7月14日、8月�
18日、9月8日、10月13日、11月10日、
12月8日、来年1月12日、2月9日の火
曜日9：30～11：30（10月13日、2月9日
は13：00～15：00も）。全12回
Ｂ文化センター
Ｎ健康、医療、歴史、法律、文学、

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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音楽などをテーマにした講演
Ｈ60歳以上の方　
Ｉ500人
Ｋ8,000円
Ｃ願書請求方法＝140円切手を貼っ
た宛先明記の返信用封筒を同封し
て、〒260-0802中央区川戸町419いき
いき大学へ
Ｍ2月29日㈯必着。郵送または同大学
ｈからも可
Ｔ同大学☎266-0118（平日10：00～
15：00。FAX兼用）

Ｚクラウドソーシング活用セ
ミナー

Ｊ発注者向け=①2月26日㈬、②3月�
3日㈫13：30～16：30。③受注者向け基
礎編＝3月1日㈰13：30～16：30。受注
者向け実践編＝④3月10日㈫・11日㈬
10：30～13：00。全2回。⑤3月14日㈯
10：30～16：00
Ｂ①経営者会館（中央区千葉港4-3）、
②チバラボ（中央区中央2-5-1）、③
～⑤そごう千葉店
Ｎクラウドソーシング実践のための
基礎知識、活用事例、発注·受注のポ
イント、税務など
Ｈ①②市内中小企業者など、③～⑤
仕事を始めたい方など
Ｉ①②各先着10人、③～⑤各先着30人
ＭFAXで、ｊを明記して㈱パクチー
Ｆ306-8454。☎306-8456、ｈ（「千葉
市　クラウドソーシング」で検索）か
らも可

相　談

Ｗエイズなど性感染症の検査
と相談

検査
Ｊ2月8日㈯10：00～11：00（エイズ
検査のみ）、18日㈫・25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（2月11日を除く）10：00
～12：00、13：00～16：00と2月5日㈬
・26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
Ｊ2月12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
Ｍ2月3日㈪から電話で、広報広聴
課☎245-5609

特設法律相談
Ｊ2月22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
Ｍ2月3日㈪～13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消費生活センターの 
多重債務者特別相談

Ｊ2月13日㈭・27日㈭13：00～16：00
Ｎ弁護士による相談

Ｉ各先着6人
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
Ｍ2月3日㈪から電話で、消費生活セ
ンター☎207-3000
Ｔ同センター☎前記Ｆ207-3111

Ｖ分譲マンション相談・アドバ
イザー派遣

Ｊ2月13日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。2月20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

Ｗこころの健康センターの相談

Ｊ①高齢者相談＝2月19日㈬10：00～
12：00。②ギャンブル等依存相談＝�
2月26日㈬12：30～16：30。③思春期相
談＝2月28日㈮、3月2日㈪10：00～�
12：00、3月12日㈭15：00～17：00。④
アルコール・薬物依存相談＝2月28日
㈮13：30～15：30、3月11日㈬14：00～
16：00。⑤一般相談＝3月4日㈬10：00
～12：00
Ｎ①③～⑤専門医、②司法書士によ
る相談
Ｈ本人または家族
Ｍ2月3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

Ｗ女性のための健康相談

Ｊ2月19日㈬13：15～15：20
Ｂ保健所
Ｎ婦人科の女性医師による相談
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
Ｍ電話で、健康支援課☎238-1220
Ｔ同課☎前記Ｆ238-9946

Ｘ弁護士による養育費相談

ＪＢ①2月28日㈮＝稲毛保健福祉セ
ンター。②3月5日㈭＝美浜保健福祉
センター。いずれも、13：30～16：30
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）
Ｉ各3人
Ｃ1人50分程度
Ｍ①2月12日㈬～20日㈭、②2月14日
㈮～26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。同課へ電話☎245-5179、Ｆ
245-5631、Ｅkateishien.CFC@city.
chiba.lg.jpも可

募　集

ＺWEBアンケートで 
あなたの意見を市政に！

2月1日㈯～10日㈪、ｈでWEBアンケ
ートを行っています。
テーマ＝「LGBT（性的少数者）」
「幕張新都市心のまちづくり」
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

Ｗ千葉真一さん登場「100年ダ
ンス」の公開撮影参加者

Ｊ2月22日㈯10：00～12：00
Ｂ千葉中央公園
Ｎ市の健康大使千葉真一さんが監修
する100年ダンスを、参加者全員で踊
る様子を撮影します。撮影した動画
はSNSなどで公開します。
Ｉ先着100人
Ｃ荒天の場合、稲毛海浜公園屋内運
動場で実施。会場変更は、前日18：00
までにｈ「千葉市　100年ダンス」で
お知らせします。
Ｍ当日9：00から、直接会場で
Ｔ㈱オニオン新聞社☎201-8811Ｆ
201-8815

Ｚランチ・ミーティングの参加
者

Ｊ3月17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
Ｍ2月14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青葉病院の非常勤職員 
介護福祉士

Ｎ勤務時間＝8：30～17：30のうち、�
7時間程度。時給＝1,330円。託児あり
Ｈ介護福祉士有資格者
Ｉ3人程度
Ｍ電話で、青葉病院☎227-1131
Ｔ同病院☎前記Ｆ227-2022

Ｘ子どもルーム（学童保育） 
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。別途手当あり。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）、
社会福祉士、児童指導員、放課後児
童支援員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。別途交通費支給
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

Ｗ市精神障害者卓球大会の参
加者

Ｊ5月10日㈰
Ｂハーモニープラザ
Ｈ2007年（平成19年）4月1日以前生ま
れで、精神障害者保健福祉手帳また
は精神障害者自立支援医療受給者証
をお持ちの方など
Ｃ全国障害者スポーツ大会の予選会
を兼ねた大会。申込書・要項・要領は、
こころの健康センター・保健福祉セ
ンター健康課で配布。ｈ（「千葉市
精神障害者卓球大会」で検索）から
印刷も可
Ｍ2月14日㈮～3月2日㈪必着。申込書
を、〒261-0003美浜区高浜2-1-16千葉
市こころの健康センターへ
Ｔ同センター☎204-1582Ｆ204-1584

Ｚ桜木霊園の返還墓地使用者

募集区画数（区画面積）＝先着47区
画程度（4.0～6.0平方メートル）

Ｋ使用料＝1平方メートルあたり
156,250円（墓石・工事費別途）、管理
料＝5,020円（年額）
Ｃ申込資格、募集区画数など詳しく
は、申込みのしおり（桜木霊園管理
事務所、生活衛生課で配布）または
ｈ（「千葉市桜木霊園使用者募集」で
検索）をご覧ください。
Ｍ2月3日㈪～3月2日㈪までに、必要
書類を同事務所に直接持参
Ｔ同事務所☎231-0110Ｆ231-0124

Ｗ市民総合体育大会・市民大会
の参加登録

競技＝①バレーボール、②野球
登録期限＝①2月24日 、②3月8日
㈰。詳しくは、お問い合わせくださ
い。
Ｔ①市バレーボール協会・野本さん
☎090-8592-7162（9：00～17：00）・②
市野球協会・野村さん☎090-2164-
2626（18：00～21：00）または市スポ
ーツ協会☎238-2380Ｆ203-8936

Ｙスポーツコーチャー（指導
者）の登録

Ｈ市内在住・在勤の20歳以上で、スポ
ーツ指導経験が3年以上ある方、また
はスポーツ指導資格を取得済み（取
得予定を含む）の方
Ｎ種目＝スポーツ全般。任期＝4月�
1日から2年間
Ｍ2月15日㈯必着。登録書（スポーツ
振興課、区役所地域振興課、市スポ
ーツ施設で配布。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
Ｔ同協会☎238-2380Ｆ203-8936

Ｚ家庭用浄水器の取扱事業者

申請期間＝2月13日㈭～27日㈭
対象浄水器＝逆浸透膜方式の家庭用
浄水器
Ｈ汚染された飲用水（井戸水）を浄化
するための家庭用浄水器の設置費助
成事業に関する浄水器の取扱事業者
Ｃ2019年度に指定を受けた事業者
も、再度申請が必要です。各種要件
など詳しくは、お問い合わせいただ
くか、ｈ「千葉市　浄水器取扱業者」
で検索。申請書類は環境規制課で配
布。ｈから印刷も可。
Ｔ環境規制課☎245-5196Ｆ245-5581

お知らせ

Ｙ千葉ポートアリーナ　千葉
ジェッツのホーム公式戦

Ｊ2月8日㈯・9日㈰対名古屋ダイヤモン
ドドルフィンズ。いずれも、15：05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中央図書館・移動図書館が臨
時休館

2月17日㈪～22日㈯＝中央図書館、�
2月17日㈪～20日㈭＝移動図書館が
所蔵資料の点検確認と修理などのた
め休館します。なお、地区図書館・分
館および公民館図書室は通常どおり
開館します。
Ｔ市中央図書館☎287-3980Ｆ287-
4074

Ｗ市立病院、休日救急診療所の
文書料が変わります

4月1日㈬から、市立病院と休日救急

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



19情報けいじばん2020年（令和2年）2月号 ちば市政だより

診療所で交付する文書の文書料を改
定します。
新料金�自賠責・年金・保険会社提出
関係診断書＝5,500円。その他の文書
の新料金は、各医療機関ｈをご覧く
ださい。
Ｔ経営企画課（市立病院）☎245-5744
Ｆ245-5257、健康企画課（休日救急
診療所）☎245-5210Ｆ245-5554

Ｙ市美術館　貸出施設の予約
受付を開始します

7月11日㈯以降の、貸出施設の予約受
付を開始します。
Ｍｈ（「千葉市美術館　予約」で検
索）から
Ｔ市美術館☎221-2311Ｆ221-2316

Ｚ市職員採用説明会・技術系業
務説明会

職員採用説明会
Ｊ3月7日㈯10：00～16：00
Ｂ生涯学習センター
Ｎ①市長からのメッセージ（10：00
～10：40。Ｉ300人）、②職員との交
流ブースなど
Ｍ①2月17日㈪必着。ｏ（1人1通）
にｊのほか、市長への質問（ある
方）を明記して、〒260-8722千葉
市人事委員会へ。電子申請も可。
②当日直接会場へ

技術系業務説明会
Ｊ3月12日㈭13：30～16：30
Ｂ中央コミュニティセンターほか
Ｎ業務説明、職員との懇談会など
Ｍ2月19日㈬17：30までに、電子申
請で。同委員会へ電話☎245-5870
も可
Ｔ同委員会☎前記Ｆ245-5889

Ｚ北清掃工場定期修繕に伴い、
自己搬入先が変更に

北清掃工場が定期修繕のため、2月�
1日㈯～16日㈰は、家庭ごみ・事業所
ごみの自己搬入はできません。新港
清掃工場へ自己搬入してください。
詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ北清掃工場☎258-5300、新港清掃
工場☎242-3366、廃棄物施設維持課
Ｆ245-5473

Ｚ都市計画公園事業の関係図
書の縦覧

事業名称＝8・2・8号通町公園（中央区
中央1丁目、栄町地内）
縦覧期間＝2026年3月31日㈫まで
縦覧場所＝都心整備課
Ｔ同課☎245-5327Ｆ245-5580

Ｘ保育士を目指す方などに修
学資金などを貸し付けます

①就学資金貸付
Ｈ指定保育士養成施設を卒業後、
市内の認定こども園・幼稚園・保育
園などで勤務を予定している方

②保育料の一部貸付
Ｈ就学前児を持つ保育士で、市内
の認定こども園・幼稚園・保育園な
どに新たに勤務する、または産後
休暇・育児休業から復帰する方

③就職準備金貸付（1人1回まで）
Ｈ市内の認定こども園・幼稚園・保
育園などで新たに勤務する方
Ｃ一定の要件を満たす方には貸付金
の返還が全額免除されます。貸付額、
要件など詳しくは、申込書をご覧く
ださい。申込書配布場所＝①指定保
育士養成施設、②③社会福祉協議会
各区事務所。いずれも、ｈ（「千葉
市　社協」で検索）から印刷も可
Ｍ申込書を、各配布場所へ直接持参
Ｔ①社会福祉協議会☎209-8867Ｆ
312-2442、②③社会福祉協議会各区

事務所・中央☎221-2177Ｆ221-6077、
花見川☎275-6438Ｆ299-1274、稲毛
☎284-6160Ｆ290-8318、若葉☎233-
8181Ｆ233-8171、緑☎292-8185Ｆ293-
8284、美浜☎278-3252Ｆ278-5775

Ｘ学校外教育バウチャー事業
こども未来応援クーポン

経済的な理由で学習塾や習い事など
に通うことができない児童を対象
に、費用の一部を助成するためクー
ポン券を提供します。
助成額＝月1万円程度
Ｈひとり親家庭で、生活保護受給世
帯の来年度小学5・6年生になる子ど
も
Ｉ各学年45人
Ｃ詳しくは、ｈ「千葉市　学校外教
育バウチャー」で検索
Ｍ3月2日㈪必着。申込書（こども家
庭支援課で配布）を、〒260-8722千
葉市役所こども家庭支援課へ
Ｔ同課☎245-5179Ｆ245-5631

Ｚ2月7日は北方領土の日

返還へ　未来志向の　対話と交流
（令和元年度北方領土に関する標語・�
キャッチコピー最優秀賞作品）
Ｔ総務課☎245-5024Ｆ245-5555

Ｚバレンタインジャンボ宝く
じを販売します

Ｊ2月3日㈪～28日㈮
Ｋ1枚300円
Ｎ当選金＝1等2億円、1等前後賞各
5,000万円ほか
Ｃ抽せん日＝3月6日㈮
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
Ｔ資金課☎245-5078Ｆ245-5535

Ｖ国民健康保険の医療費通知
の発送

医療費の総額などが記載された医療
費通知を、2月上旬に発送します。詳
しくは、ｈ「千葉市　医療費通知」
で検索
Ｈ国民健康保険加入者で、2018年10
月～2019年10月に医療機関にかかっ
た方
Ｔ健康保険課☎245-5145Ｆ245-5544

ＶJアラートによる情報伝達試
験

Ｊ2月19日㈬11：00�
Ｎ防災行政無線、ちばし安全・安心メ
ール、ツイッター（千葉市広報広聴
課）、フェイスブック（千葉市役所）
などを使い、Jアラートによる情報
伝達試験を行います。防災行政無線
は聞こえにくい地域がありますの
で、他の手段でも情報を受け取れる
よう準備をお願いします。�詳しく
は、ｈ「千葉市　情報伝達試験」で
検索
Ｔ防災対策課☎245-5113Ｆ245-5552

Ｚ大気汚染状況12月分

Ｎ市内の測定局で測定した12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

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（祝日の場合は翌日）休館

☎264-8995�Ｆ268-1032　月曜日、祝日休館

子ども交流館

科学館
☎308-0511�Ｆ308-0520�2/17㈪～20㈭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

Ｍ①～③電話で同館へ。④⑤同館ミュージアムショップでチケット購入。⑦2/14㈮
必着。ｏに希望日と参加者全員（5人まで）のｊを明記し、〒260-0013中央区中央
4-5-1�千葉市科学館「きぼーる星空観察会」係へ
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分前から受付)。③～⑨⑪2/14㈮、⑩⑫2/28㈮
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

Ｍ①当日直接会場へ。②2/29㈯必着。Eメールで、同館Ｅkasori.jomon@city.chiba.
lg.jp。電子申請、FAXも可。

加曽利貝塚博物館

講座・イベント名 日時・対象・定員など
交流カフェ�「かふぇきがー
る」

2/6㈭･27㈭17：00～19：00
Ｈ中学･高校生　�Ｉ各先着20人

映画の日「タマ＆フレンズ」
「はれときどきぶた」など

2/11㈷13：00～16：00
Ｈ2歳児～高校生　Ｉ先着255人

おはなし会「愛の絵本と紙芝
居」

2/16㈰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「コロ
コロお雛様を作ろう！」

2/16㈰14：00～16：00
Ｈ小学～高校生　Ｉ先着16人

オープン工房「毛糸のポンポ
ンマスコットを作ろう！」

2/22㈯14：00～16：00
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ先着24人

きぼーる･子どもミュージア
ム

2/23㈷13：00～16：00　Ｂきぼーるアトリウム
Ｎ紙コップオブジェ作り

オープンキッチン「五平もち
をつくろう！」

2/24 10：30～11：30、12：30～13：30
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ各先着25人

おやこ工作�「くるくる回るメ
リーゴーランドを作ろう！」

2/29㈯14：30～16：30　Ｈ小学生以下の子どもと保
護者　Ｉ先着20組40人

催し名など 日時・対象・定員など

①大人が楽しむ科学教室
里山・里海シリーズ

①2/1㈯13：30～15：00、②8㈯14：30～16：00　
Ｎ①房総の植物と里山里海、②江戸前生物多様性の
復活をめざす　Ｈ高校生以上の方　Ｉ各先着50人
Ｃ要入館料

②大人が楽しむ科学教室
健康と科学シリーズ

①2/2㈰・②16㈰・③29㈯13：30～15：00　
Ｎ①がんゲノム医療と新しい治療薬、②ゲノム情
報を超える生命現象の制御、③ゲノム情報を活用
したこれからの健康管理　Ｈ高校生以上の方　
Ｉ①②各先着50人、③先着70人　Ｃ要入館料

③大人が楽しむ科学教室
「生き物の能力と物理学」

2/9㈰13：30～15：00　Ｈ高校生以上の方　
Ｉ先着50人　Ｋ要入館料

④プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ」

2/14㈮・15㈯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プラネタリウム特別投影
「星空ヨガ」

2/21㈮18：30～19：30　Ｉ先着60人
Ｋ大人1,000円、高校生900円

⑥ワークショップ祭 2/22㈯･23㈷10：00～16：00
Ｋ100円　Ｃ就学前児は保護者同伴

⑦きぼーる星空観察会 3/7㈯･28㈯18：30～20：00　Ｉ各50人　Ｃ中学生以
下は保護者同伴　

講座名 日時・対象･定員・内容
①縄文時代研究講座「印旛
地域の加曽利E式土器」

2/23㈷10：30～12：00　Ｂ生涯学習センター　Ｎ講師＝小倉
和重さん（印旛郡市文化財センター学芸員）　Ｉ先着80人

②骨角器づくり講座 3/14㈯10：00～16：00　Ｎ鹿の角を使ったアクセサリ
ーづくり　Ｈ中学生以上の方　Ｉ15人

南部青少年センター

催し名 日時・対象・定員など
①体験してみようパラスポ
ーツ「ボッチャ」

2/22㈯13：30～15：00　Ｈ16歳以上の方　
Ｃ同センターには、エレベーターがありません

②ひな祭りのケーキづくり 2/29㈯13：30～16：00　Ｈ小学3年～中学生　Ｋ600円

Ｉ各先着20人　
Ｍ電話で同センターへ

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【16面】参照。

講座名 日時・対象・定員など

①親子アニメ上映会
2/8㈯ノンタン「じてんしゃびゅんびゅん」など＝10：00～
11：00、昭和の16ミリフィルム映写機でのアニメーション＝
14：00～14：40Ｉ先着65人
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区 日程 会場 問い合わせ

中
央

2⊘ 3㈪
17㈪
25㈫

宮崎公民館
星久喜公民館
宮崎公民館

松ケ丘公民館�
☎261-5990

花
見
川

2⊘12㈬
26㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

2⊘ 3㈪
17㈪
18㈫

黒砂公民館
小中台公民館
山王公民館

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

2⊘13㈭
27㈭

千城台公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑 2⊘ 5㈬
27㈭

おゆみ野公民館
土気公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 2⊘�6㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

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

androidスマホ教室
（基礎編）

2/27㈭10：00～12：00　Ｈ成人　
Ｉ先着20人　Ｇandroidスマートフォン
Ｃ貸出機あり　Ｍ2/2㈰から電話で

新宿公民館
☎243-4343
Ｆ243-3972

これであなたもスマ
ホ名人①初級編②応
用編

①2/5㈬・②12㈬10：00～12：00　Ｈ成人　
Ｉ各先着20人　
Ｍ2/2㈰から電話で

末広公民館
☎264-1842
Ｆ264-3746

パソコン講座「ワー
ドから始めるパソコ
ン」

2/25㈫～28㈮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　Ｍ2/3㈪から電話で

星久喜公民館
☎266-4392
Ｆ266-4981

「日本桜草を育てて
みよう」～株分けと
植え付け～

2/11㈷10：00～11：30　Ｈ成人　
Ｉ先着20人　Ｋ1,000円　
Ｍ2/3㈪から電話で

宮崎公民館
☎263-5934
Ｆ263-4904

千葉の料理
「早春の菜花料理と
手打ちうどん」

2/16㈰9：30～13：00　Ｈ成人　
Ｉ先着12人　Ｋ800円　
Ｍ直接来館（料金持参）

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
Ｆ271-6994

房総の太巻き祭り寿
司

2/25㈫10：30～13：00　Ｈ成人　
Ｉ先着12人　Ｋ1,000円　
Ｍ2/2㈰から直接来館（料金持参）

検見川公民館
☎271-8220
Ｆ271-9319

初めての民舞教室
2/6㈭・13㈭13：30～15：30��全2回　
Ｈ成人　Ｉ先着10人　
Ｍ電話で

犢橋公民館
☎259-2958
Ｆ259-6431

初めての太鼓体験教
室「たたいてみよう」

2/16㈰13：30～15：00　Ｈ6歳以上の方　
Ｉ先着12人　Ｋ500円　Ｃ小学3年生以下
は保護者同伴　Ｍ電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
Ｆ250-1992

こてはし台学（①加曽
利貝塚の現状、②千
葉氏の興った時代）

①2/18㈫・19㈬　全2回。②2/26㈬。いずれ
も10：00～12：00　Ｈ成人　Ｉ各先着20人
Ｍ2/2㈰から電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
Ｆ286-6469

神道・神社の歴史と
房総

2/13㈭14：00～16：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人　
Ｍ電話で

長作公民館
☎258-1919
Ｆ286-6449

そば打ち体験講座
2/19㈬14：00～17：00
Ｈ成人　Ｉ先着8人　Ｋ1,500円　
Ｍ2/2㈰から直接来館（料金持参）

花園公民館
☎273-8842
Ｆ271-0370

歴史講座「室町時代
初期の千葉介の動
向」

3/14㈯・21㈯10：00～12：00��全2回　
Ｈ成人　Ｉ先着20人��Ｋ100円　
Ｍ2/4㈫から電話で

花見川公民館
☎257-2756
Ｆ286-0185

医療講演会「運動器
の機能低下の予防」

2/20㈭14：00～16：00　
Ｈ成人　Ｉ先着30人　
Ｍ2/2㈰から電話で

幕張公民館
☎273-7522
Ｆ273-6185

音楽鑑賞会～津軽三
味線の演奏会～

2/22㈯13：30～15：00　
Ｉ先着90人　
Ｍ2/2㈰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

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

花
見
川

幕張本郷公民館
☎271-6301
Ｆ271-0881

クラフトバンド手芸
でかご作り（①②初
心者向け③中級者向
け）

①2/18㈫･②25㈫･③27㈭10：00～12：00　
Ｈ成人　Ｉ各先着8人　Ｋ①③900円、②
600円　Ｍ2/2㈰から電話で　�

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
Ｆ243-3962

房総太巻き寿司づく
り「椿の花を作ろう」

2/16㈰13：00～15：00
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ1,000円　
Ｍ2/4㈫から直接来館（料金持参）

草野公民館
☎287-3791
Ｆ287-3672

幕末・明治の西洋医
と房総

2/26㈬10：00～12：00　
Ｈ成人　Ｉ先着20人　
Ｍ2/2㈰から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
Ｆ247-1931

房総黒船見聞記
2/27㈭10：00～12：00�　
Ｈ成人　Ｉ先着30人　
Ｍ電話で

小中台公民館
☎251-6616
Ｆ256-6179

相続問題と遺言
2/13㈭14：00～15：30�　
Ｈ60歳以上の方　Ｉ先着30人　
Ｍ2/2㈰から電話で

山王公民館
☎421-1121
Ｆ423-0359

AED普通救命講習
3/7㈯9：30～12：30　
Ｈ成人　Ｉ先着20人　
Ｍ2/2㈰から電話で

千草台公民館
☎255-3032
Ｆ255-3682

春のビデオ上映会
2/23㈷14：00～16：00　
Ｈ成人　Ｉ先着40人　
Ｍ当日直接来館

都賀公民館
☎251-7670
Ｆ284-0627

千葉の文学と歴史講
座「徳川家康と御成
街道」

2/15㈯10：00～12：00　
Ｎ講師＝中谷順子さん（作家）　Ｈ成人
Ｉ先着30人　Ｍ2/2㈰から電話で

轟公民館
☎251-7998
Ｆ285-6301

文学講座　太宰治入
門　

2/16㈰10：00～12：00�　
Ｈ成人　Ｉ先着20人�　
Ｍ2/2㈰から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
Ｆ286-6442

救命講習～命を救う
ためにできること～

2/20㈭9：30～12：30　
Ｈ成人　Ｉ先着20人�　
Ｍ電話で

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
Ｆ265-6948

郷土史講座「伊能忠
敬の房総測量」

2/20㈭10：00～12：00�　
Ｈ成人　Ｉ先着20人�　
Ｍ2/3㈪から電話で

加曽利公民館
☎232-5182
Ｆ232-6408

千葉県弁護士会所属
の弁護士による法律
講座・相続入門

2/19㈬10：00～12：00　
Ｈ成人�Ｉ先着20人　
Ｍ2/3㈪から電話で

白井公民館
☎228-0503
Ｆ228-6168

健康太極拳教室「健
康の秘訣は太極拳に
・・・」

2/21㈮10：00～11：30　
Ｈ成人　�Ｉ先着20人　
Ｍ2/2㈰から電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
Ｆ254-3135

朗読サークル・如月
「春の朗読会～葉桜
と魔笛他」

2/16㈰14：00～16：00　
Ｈ成人　Ｉ先着40人　
Ｍ当日直接来館

若松公民館
☎231-7991
Ｆ231-0798

現役ケアマネに聞
く、知って安心介護
保険の利用法

3/11㈬10：00～12：30　
Ｈ成人　Ｉ先着15人　
Ｍ2/2㈰から電話で

緑

越智公民館
☎294-6971
Ｆ294-1931

人生100歳時代「老後
の生活設計を考えよ
う」

2/21㈮10：00～12：00　
Ｈ60歳以上の方　Ｉ先着25人�　
Ｍ2/2㈰から電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
Ｆ293-1521

ヘルシー料理教室
「糖尿病予防のコツ
は？」

2/28㈮10：00～13：00　
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ600円　
Ｍ2/2㈰から電話で

土気公民館
☎294-0049
Ｆ294-4233

弁護士による講座
「知っておきたい！
相続の基礎知識」

2/18㈫10：00～12：00　
Ｈ成人　Ｉ先着30人�　
Ｍ2/2㈰から電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
Ｆ278-9959

郷土史講座
中世都市「千葉」を
探る

2/29㈯10：00～12：00　
Ｈ成人�　Ｉ先着30人　
Ｍ2/6㈭から電話で

稲浜公民館
☎247-8555
Ｆ238-4176

囲碁入門講座
2/12～26の水曜日10：00～12：00　全3回
Ｈ成人　Ｉ先着10人　
Ｍ2/2㈰から電話で

打瀬公民館
☎296-5100
Ｆ296-5566

文芸講座「近代文学
を彩った女流作家た
ち②」

2/14㈮・21㈮13：30～15：30　全2回　
Ｈ成人　Ｉ先着30人　
Ｍ2/2㈰から電話で

幸町公民館
☎247-0666
Ｆ238-4153

文学講座2　井上ひ
さしと千葉

2/29㈯13：30～15：30　
Ｈ成人　�Ｉ先着20人　
Ｍ2/3㈪から電話で

高浜公民館
☎248-7500
Ｆ248-6851

アートフラワー講習
「私色のコサージュ
作り」

2/22㈯10：00～12：00　
Ｈ女性　Ｉ先着12人　Ｋ850円　
Ｍ2/4㈫から電話で

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

講座名 日時・対象・定員など
②木曜名画座「仔鹿
物語」

2/20㈭10：00～12：10、14：00～16：10
Ｉ先着300人

③Win10でデジカメ
画像を楽しもう

2/28～3/20の金曜日10：00～12：00　全4回　Ｈパソコンで
文字入力ができる方　Ｉ20人
Ｇデジタルカメラ

④HSC「超！空気を
よむこどもたち」が
素晴らしい力を発揮
する

2/29㈯14：00～15：30　
Ｉ60人

⑤地元メディアに取
材してもらう方法

3/1㈰13：30～16：00
Ｈ地域活動をしている方など　Ｉ30人

⑥はじめてのシニア
向けスマホ体験

3/4㈬13：30～15：30　
Ｈスマートフォン未経験者　Ｉ20人

⑦ワードでチラシを
つくろう

3/7～28の土曜日10：00～12：00　全4回
Ｈワード使用経験のある方　Ｉ20人

⑧孫育ち講座 3/10～24の火曜日10：00～12：00　全3回　
Ｉ30人

⑨60代からのハッピ
ーライフ

3/11㈬・18㈬10：00～15：00　全2回
Ｈ60歳以上の方　Ｉ42人

⑩テレ朝出前講座「み
んなでトライ！テレ
ビ番組作りに挑戦」

3/14㈯13：30～15：30
Ｈ小学5年～中学3年生　Ｉ30人

⑪micro：bitで楽しい
プログラミング入門

3/15㈰10：00～12：00　Ｈ小学4年生以上でパソコンを使っ
たことのある方　Ｉ10人

⑫子どものハローワ
ーク「科学者への道」

3/15㈰13：00～15：00　
Ｈ中学～大学生　Ｉ30人

「市民自主企画パソコン講座」の企画案を募集します
募集テーマ＝パソコンやスマートフォン、タブレットなどに関する初・中級者向
けの講座
募集件数＝6講座程度。1団体2講座まで
開催時期＝9月～来年2月
Ｈ市内を中心に1年以上継続して活動している団体
Ｃ募集要項・申請書類は同センターで配布（同センターｈから印刷も可）
Ｍ3/1㈰～4/10㈮までに、申請書類を同センターへ直接持参
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☎209-8771�Ｆ209-8776　月曜日・祝日休館

環境保全課
☎245-5195�Ｆ245-5553

男女共同参画センター
①ＭEメールで、ｊを明記して、同センターＥsankaku@f-cp.jp。電話も可。②
当日直接会場へ

講座名 日時・対象・定員・内容
①忙しい親のための子ど
もの食育サポートセミナ
ー

2/22㈯10：00～12：00　
Ｂ生涯学習センター　Ｈ小学1～5年生の保護者　
Ｉ先着20人

②ハーモニーシアター「ア
ンダンテ～稲の旋律～」

2/29㈯13：00～15：00　
Ｉ先着160人

いきいきプラザ・センター

大草谷津田いきものの里

Ｈ①③④市内在住の60歳以上の方
Ｍ①～④2/1㈯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。
⑤当日直接会場へ。

Ｍ①当日、大草谷津田いきものの里入り口広場へ。②2/14㈮必着。ｏにｊを明記
して、〒260-8722千葉市役所環境保全課へ。FAX、Ｅkankyohozen.ENP@city.
chiba.lg.jp、電子申請も可

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「ボール体操」講座
体験会

2/11㈷9：30～11：30　
Ｉ先着20人

花見川いきいきプラザ＊☎216-0080�Ｆ216-0083
②ボッチャ体験会 2/28㈮10：00～11：00　Ｉ先着20人
③楽しく体操 2/29㈯10：00～12：00　Ｉ先着40人
＊2/9㈰～12㈬は、設備点検による全館停電のため臨時休館します。
さつきが丘いきいきセンター☎250-4651�Ｆ250-4652
④講演会「第4回歌声
集会」

2/29㈯13：30～15：00　
Ｉ先着50人

大宮いきいきセンター☎265-1751�Ｆ265-1741
⑤大宮いきいきセン
ターフェスティバル

2/23㈷9：30～15：00　
Ｎ作品展示、学習発表

講座･教室名 日時・定員･料金

①自然観察会

2/16㈰＝アカガエルの卵はあるかな？、3/1㈰＝暮
らしに役立つ植物。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「刈
払機を体験してみよう」

2/26㈬10：00～15：00　Ｈ18歳以上の方　Ｉ20人　
Ｇ長袖、長ズボン、長靴

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）休館
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
①クイズ・エッグハン
ト 2/1㈯～3/31㈫　Ｋ200円

②ことぶき大学校陶
芸学科�作品展 2/4㈫～9㈰

③フォトグループ道
草�写真展 2/11㈷～16㈰

④NHKカルチャー千
葉�写真展 2/18㈫～24

⑤花で作る「うさぎ
雛」 2/22㈯13：30～15：30　�Ｉ30人　Ｋ2,000円

⑥花で彩るアレンジ
～プリザ�4人展 2/26㈬～3/1㈰

⑦まつり寿司「ももの
花」

3/1㈰13：00～14：30、14：30～16：00　
Ｉ各先着10人　Ｋ600円

市民展示室2階の利用者募集
Ｊ3/31㈫～6/28㈰の火～日曜日の原則6日間　
Ｎ展示する作品の題材は花、緑、自然。設営、撤収、展示物の保守管理などは各
自の責任　Ｈ市内在住の個人または団体　Ｉ各期間1組
Ｍ2/10㈪消印有効。ｏにｊのほか、希望する期間（第3希望まで）、展示タイトル
·内容を明記して、〒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

催しなど
Ｍ①～④⑥当日直接会場へ。⑤2⊘10㈪までに、
Eメールでｊを明記して、同施設Ｅhanabi-event�
@worldparkjp.com。⑦2/11㈷9：30から電
話で

レース名 日程
高松（GⅢ） 2/1㈯ ･ 2㈰
静岡（FⅠ） 1㈯～ 3㈪
大宮（FⅠ） 2㈰～ 4㈫
奈良（FⅠ） 3㈪～ 5㈬
岐阜（FⅠ） 5㈬～ 7㈮
高松（FⅠ） 5㈬～ 7㈮
全日本選抜　豊橋（GⅠ） 8㈯～11㈷
小倉（GⅢ） 14㈮～16㈰
小田原（FⅡ） 14㈮～16㈰

レース名 日程
宇都宮（FⅠ） 2/15㈯～17㈪
いわき平（FⅠ）ジャパンカップ 17㈪～19㈬
静岡（ＧⅢ） 21㈮～24
西武園（FⅡ）モーニング 22㈯～24
川崎（ＦⅠ） 25㈫～27㈭
小倉（FⅠ）ナイター 26㈬～28㈮
奈良（GⅢ） 27㈭～3/1㈰
平塚（FⅡ） 29㈯～3/2㈪

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【16面】参照。

Ⓐ生きがい活動支援通所（４～９月）
　�日常動作訓練、教養講座、趣味活動などを行うとともに、参加者の
皆さんが交流することで、介護が必要となることを予防し、自立し
た生活の維持を目指します。
　�Ｊ火～土曜日のうち1日（特定の曜日）、10：00～15：30（祝日を除く）。
週1回。
　Ｂ･Ｉ【右表】参照。
　�Ｈ市内に住所を有する在宅の65歳以上の方（4月1日現在）。ただし、
介護保険の認定を受けている方は不可。
　Ｃ別途教材費がかかります。
Ⓑ機能回復訓練（４～６月または7～９月）
　�ストレッチ体操などを2時間程度行い、日常生活能力の回復、身体機
能の向上を図ります。
　�Ｊ4･7月開始の2コース。いずれも3カ月間、全12回。曜日（第5週を
除く）、開始時間は【右表】参照。
　Ｂ･Ｉ【右表】参照。
　Ｈ市内に住所を有する60歳以上の方（4月1日現在）。
Ｍ2月10日㈪消印有効。ｏ（1人1通1会場）に記入例【下記】のとおり
明記して、希望するプラザ･センターへ郵送。ｈ（「千葉市社会福祉事
業団」で検索）から申し込みも可。
Ｃ応募多数の場合、2月19日㈬Ⓐ9：30･Ⓑ10：30から各プラザ･センター
で公開抽選。結果は2月26日㈬に発送。重複申込無効。いずれも初めて
の方（Ⓑ4月開始のコースは1～3月の同訓練を受けていない方）優先。

区 会場・申込先 問い合わせ Ⓐ Ⓑ
曜日 定員 曜日 開始時間 定員

中
央

中央いきいきプラザ　＊
〒260-0807　松ケ丘町257-1

☎209-9000
Ｆ209-9006

火
〜
土

各15人 木 9：30 各26人13：30
蘇我いきいきセンター　＊
〒260-0834　今井1-14-38

☎264-6966
Ｆ264-6967 各15人 金 9：30 18人

花
見
川

花見川いきいきプラザ
〒262-0011　三角町750

☎216-0080
Ｆ216-0083 各15人 火 9：30 各26人13：30

花見川いきいきセンター　＊
〒262-0046　花見川9-1

☎286-8030
Ｆ286-8031 各17人 金 9：30 20人

さつきが丘いきいきセンター
〒262-0014　さつきが丘1-32-3

☎250-4651
Ｆ250-4652 各15人 月 13：30 22人

稲
毛

稲毛いきいきプラザ
〒263-0031　稲毛東6-19-1

☎242-8005
Ｆ242-8175 各15人 月 9：30 各25人13：30

あやめ台いきいきセンター　＊
〒263-0051　園生町446-1

☎207-1388
Ｆ207-1368 各15人 金 13：30 18人

若
葉

若葉いきいきプラザ
〒265-0067　北谷津町333-2

☎228-5010
Ｆ228-8956 各15人 水 9：30 各25人13：30

大宮いきいきセンター　＊
〒264-0015　大宮台7-8-1

☎265-1751
Ｆ265-1741 各18人 水 13：30 15人

都賀いきいきセンター　＊
〒264-0025　都賀4-20-1

☎232-4771
Ｆ232-4773 各20人 水 9：30 15人

緑

緑いきいきプラザ
〒266-0005　誉田町2-15-65

☎300-1313
Ｆ300-1511 各15人 金 9：30 各26人13：30

越智いきいきセンター
〒267-0055　越智町822-7

☎205-1290
Ｆ205-1291 各15人 木 9：30 20人

土気いきいきセンター
〒267-0061　土気町1634

☎205-1000
Ｆ205-1001 各15人 木 13：30 20人

美
浜

美浜いきいきプラザ　＊
〒261-0004　高洲3-5-6

☎270-1800
Ｆ270-1811 各18人 火 9：30 各25人13：30

真砂いきいきセンター　＊
〒261-0011　真砂4-4-10

☎278-9641
Ｆ278-9642 各15人 月 9：30 18人

来館の際は公共交通機関をご利用ください。＊印の会場は、駐車場がありません。

いきいきプラザ･センター　生きがい活動支援通所･機能回復訓練

往復はがき記入例

63
［返信］ 自

分
の
郵
便
番
号
・

住
所
・
氏
名
を
記
入

　　往信（裏）
１希望するサービ
　ス（ⒶかⒷ）
２Ⓐの場合は曜日
　Ⓑの場合は開始月
　・時間
３氏名（フリガナ）
４郵便番号・住所
５電話番号
６年齢・性別

63
［往信］ 希

望
会
場
の

所
在
地
・
施
設
名
を
記
入

　　返信（裏）
（何も記入しないで
ください）
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　介護職として就労を希望する方などを対象に、ちばふくフェアを開
催します。採用担当者や現場で働く人から、介護・福祉の仕事について
話を聞くことができます。
　日　　時　3月8日㈰13：30～15：30
　会　　場　ペリエ千葉7階ペリエホール
　内　　容　�就職説明会（介護施設など22社のブース）、グループトーク
　申込方法　�電子申請で。FAX、Ｅkaigohokenkanri.HWS@city.

chiba.lg.jpも可（必要事項のほか、グループトークへの
参加の有無を明記）。当日参加も可。

　詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
ちばふくフェア　

Ｔ介護保険管理課�☎245-5206�Ｆ245-5623

　まちづくりアドバイザーが、まちづくり
の事例を紹介します。昨年は、台風や大雨
が市内に大きな被害をもたらしましたが、
個人でできる災害への備えには限界があ
ります。この機会に、災害に強いまちづく
りを考えてみませんか?
　日　時　�2月15日㈯10：00～11：30

（9：30から受け付け）
　会　場　生涯学習センター3階研修室2
　定　員　当日先着30人程度
　内容など詳しくは、 千葉市　まちづくり公開講座　

Ｔ都市計画課�☎245-5305�Ｆ245-5627

介護·福祉の就職イベント

ちばふくフェア
まちづくり公開講座
「防災とまちづくり」

災害から家族や地域を
守るには？

千葉市で働く人などに向けて、相談やセミナーなどさまざまな支援を行っています。ぜひ、ご利用ください。

Ｔ雇用推進課�☎245-5278�Ｆ245-5669

あなたの「働く」を応援します！

賃金未払い、労働条件や職場トラブルなどの相談
　�労働相談室（蘇我コミュニティセンター内）☎300-8282� �
　平日9：00～16：00、土・日曜日9：00～15：00（蘇我コミュニテ
ィセンター休館日を除く）。面談は事前予約。

就職活動全般の相談、就職に係る生活·福祉·住宅の情報提供
　�ふるさとハローワークいなげ（稲毛区役所内）☎284-6360� �
ふるさとハローワークみどり（緑区役所内）☎292-8655� �
　平日9：00～17：00。事前予約も可（電話またはＥjob-chiba@
os.tempstaff.jpで、必要事項のほか、相談内容を明記）。

　働く人が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自ら選
択できるよう、働き方改革が進められています。自分の意欲・能
力を存分に発揮できるよう、ぜひ内容を知っておきましょう。
詳しくは、 働き方改革　

�年5日の年次有給休暇の確実な取得（2019年4月1日から）� �
　10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年次有
給休暇のうち5日は時季を指定して取得させることが、企業の
義務になりました。
�時間外労働の上限規制の導入（2019（中小企業は2020）年4
月1日から）� �
　時間外労働の上限が、原則月45時間・年360時間となります。
臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間以内または休
日労働を含めて月100時間未満・複数月平均80時間以内となり
ます。
�正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁
止（2020（中小企業は2021）年4月1日から）� �
　同一企業内の正規雇用労働者と非正規雇用労働者（短時間・有
期雇用・派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ご
とに、不合理な待遇差が禁止されます。

女性のための再就職準備セミナー&企業交流会
　日　　時　2月10日㈪13：30～16：30
　会　　場　生涯学習センター
　内　　容　�キャリアセミナー、女性活躍推進に積極的な市内企業と

の交流会。講師＝水野順子さん（キャリアカウンセラー）
　対　　象　女性
　定　　員　先着25人
　申込方法　�2月3日㈪から電話で、就業支援事務局へ。FAXまたは

Ｅjob-chiba@os.tempstaff.jpも可（必要事項を明記）。
Ｔ就業支援事務局�☎221-5517�Ｆ221-5518

お仕事情報サイト「ジョブちば」
　市内企業の求人や雇用・労働に関する支援制度、イベント情報などを
掲載した地域密着のポータルサイト。 千葉市　ジョブちば　

千葉県最低賃金　923円
　詳しくは、 最低賃金制度　

Ｔ千葉労働局�☎221-2328�Ｆ221-4408

働く人が知っておくべき働き方改革



　わたしはルーラ。あら、ちょっとこわがらせ
てしまったかしら。全身真っ黒でモヒカンのよ
うな頭を見たら、だれだってぎょっとしちゃう
と思うわ。でもわたしたち、けっこう人間たち
に似ている部分があるのよ。少しでも親しみを
持ってほしいから、家族のことをしょうかいさ
せてもらうわね。
　まずは夫のジョニー。ジ
ョニーもまた一段といかつ
い顔だけど、いつもわたし

たちをやさしく見守ってくれているわ。朝ご飯の
ときも、私と子どもが食べているのを確認してか
ら食べ始めるの。日常のちょっとした行動で、家族のことを第一に考
えてくれているのが伝わるから、そのたびにほれ直しちゃうわ♥

　長男のタイガは遊びざかりのやんちゃっ子ね。
タイガはよく人間に向かって口をパクパクさせる
ことがあるの。人間が赤ちゃんをあやすときにす
るアレに似ているわね。これはわたしたちのコミ
ュニケーション方法の一つなの。もし見かけたと

きは、同じように返事してくれるとタイガも喜ぶと思うわ。
　わたしの胸の中にいるこの子は、10月に生まれたばかりよ。赤ちゃ
んだとまだ顔は白いの。名前がついてないのは、
飼育員がまだ性別を知らないからよ。心配でわた
しがいつもこの子をはなさないせいね わたしと
夫によく似た、愛情深い子に育ってくれるといい
わ。わたしが言うのもなんだけど、どんな名前が
つくか楽しみだわ
Ｔ動物公園 ☎252-1111 Ｆ255-7116

さあ、MAKUHARI から未来へ
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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【16面】参照

　日直　ルーラ
　　　　　（クロザル）動 物 公 園 日 誌

突然の事故にもめげない
　競技の練習中も明るい声で周囲を盛り
上げ、屈託のない少年のような笑顔が印象
的な田澤隼選手。彼は19歳の時、祖父母が
経営する農園で作業を手伝っていた際に、
収穫した作物の運搬車両の運転を誤り坂
から転落、右大腿を切断しました。その過
去を語りながらも、何事にも前向きな田澤選手に障害ゆえの悲壮感
はありません。「障害を負ったこと自体を、辛かったと感じたことは
ありません。一般の方と同じ生活を送っていますから」。
得意のレシーブで日本を守る
　高校卒業後は地元企業に就職しましたが、障害をきっかけに社会
福祉について学びたいと考え、地元の大学に進学しました。4年生
の時に、スポーツ施設の職員からシッティングバレーボールを紹介
され、競技に熱中します。というのも、田澤選手は小学3年生から
バレーボールを始め、高校生の時には青森県代表として春の高校バ
レーにも出場した経験をもつ実力者でした。過去に培った実力がシ
ッティングバレーボールでも遺憾なく発揮され、競技を始めて間も
なく日本代表の強化合宿に呼ばれました。バレーボールではリベロ

（守備）として活躍していた田澤選手は、今でもレシーブを得意と

し、相手の攻撃に対し素早くかつ的確に対応し、失点を防ぎます。
　田澤選手が日本代表として最も心に残っているのは、2018年の
アジアパラスポーツ競技大会での韓国戦。実力が伯仲する相手との
試合で、田澤選手をはじめ全ての選手が相手の激しい攻撃に耐え、
粘り強く守った結果、フルセットの末に韓国を撃破しました。「勝利
したことが本当にうれしかった」と、田澤選手は最高の笑顔を見せ
ます。高校までのバレー経験を活かして、シッティングバレーボー
ルという競技に出会い、その競技に魅せられた充実感こそ、田澤選
手の活躍の原動力となっています。
東京2020パラリンピックに向けて
　全国でも強豪チームである千葉パイレーツに加入するため、生ま
れ育った青森から千葉市へ活
動拠点を移した田澤選手。チ
ームの中心選手として活躍
し、東京2020パラリンピッ
クを目標に据えます。「地元開
催で表彰台を狙います」と言
い切る田澤選手には、人生を
かけての大きな目標と確固た
る覚悟があります。

東京2020オリンピック・パラリンピック関連情報
開催 会 場

学芸員が選ぶ

今月の  イッピン

　陽の傾く頃でしょうか、きら
きらとまぶしく光る海面を、い
くつもの帆船が心地よさげに滑
ってゆきます。瀬戸内海集とい
う、9点からなるシリーズに含
まれる本作は、吉田博の海景を
代表する1点。かのダイアナ元妃
が愛し、執務室の壁にかけてい
たことでも知られる作品です。
　作者の吉田博（1876-1950）
は久留米市に生まれ、若き日に
出会った水彩画に魅了されたこ
とをきっかけに、洋画家を志し
ます。西洋に渡り、修業を重ね
て画界の重鎮となりますが、大
正期の末から彫師・摺

す り

師との共
同作業による木版画に軸足を移します。水彩画のように見えるこの作
品も、実は木版画。おそらく十数回もの摺

す

りを重ねて作られています。
メインテーマである光のきらめきは、よく見ると丸ノミの痕跡。リア

ルさを追求しつつ、迫真的なだけ
ではない、木版画にしかできない
表現を形にしようとする、ぎりぎ
りの表現が模索されているので
す。

 Ｔ市美術館 ☎221-2311 Ｆ221-2316

1926年　木版、紙

西山学芸員

今年秋に展示
予定です。
ぜひ、ご覧く
ださい!

ジ
ョ
ニ
ー

タ
イ
ガ

吉田博《光る海》

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

パラアスリートの未知（道）
千葉市内開催競技のアスリートを紹介

× シッティング
バレーボール田澤隼選手 春高バレーから世界の舞台へ ! 何事にも

前向きな、日本チームを支える守りの要

幕張メッセで
7競技開催
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