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　高齢者の方々とお話をすると「長生きをしていて申し訳ない気持ちになる」と
言われることがあります。高齢化が進み、社会保障費が上がって国の財政が大変というニュース
を見ると、長生きすることで迷惑をかけているのでは、と思うそうです。
　高齢者の皆さんの頑張りで、日本は豊かになり、医療などが充実することで長生きできる社会
となりました。長生きできるということは素晴らしいことで、それを申し訳なく思わせてしまう
ことがないよう、市としてメッセージを出していきたいと思います。
　千葉市では、高齢者の皆さんの健康寿命を延ばすため、健康･スポーツ教室を開催しているほ
か、最近ではシニアリーダーを養成し、市内の約190カ所で高齢者向けの体操教室を開催してい
ただいています。
　各種がん検診も実施しています。女性タレントの方が口腔がんであることを公表され、驚いた
方もいらっしゃるかと思いますが、千葉市では他市に先駆けて2011年から口腔がん検診を実施
しており、これまでに約4,500人の方が受診しています。
　健康を研究する医師の方に伺うと、自分が長生きすると思っている方や地域社会とのつながり
を多く持つ方は、そうでない方に比べて健康寿命が長いそうです。
　今後も健康づくり、医療･介護の充実を通して、市民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮ら
せるよう取り組んでまいります。
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〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
ホームページ  http://city.chiba.jp

千葉市データ　 （2019年6月1日現在）
人口  979,768人  前月（5月）比 140人増

（男 486,491人　女 493,277人）
世帯数 439,880世帯  面積 271.77㎢
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　夏の風物詩である幕張ビーチ花火フェスタを開催します。
幕張の浜を舞台に、音楽と合わせた花火の演出や、迫力満点
の海上花火などが楽しめます。
　ぜひ、お越しください。
　詳しくは、 幕張ビーチ花火フェスタ　

Ｔ�NTTハローダイヤル ☎050-5542-8600 
千葉市民花火大会実行委員会事務局 
☎242-0007 Ｆ301-0280
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　日　　時　8月3日㈯19：30～20：30
　会　　場　幕張海浜公園
　注意事項　�荒天･強風の場合は中止。

会場に駐車場はありませんので、公共
交通機関をご利用ください。大会当日の開催情報
など詳しくは、NTTハローダイヤルまたはホーム
ページでご確認ください。

　�　有料観覧席の入場券を、8月2日㈮まで各種プレイガイドな
どで販売しています。

浜辺から打ち出す約3,300発の海上花火

　幕張の近代的な建物と花火のコラボレーションにより、幕
張でしか見ることのできないウォーターフロントに作り出さ
れる幻想的な世界を体感できます。

打ち上げ総数23,000発は国内最大級

　昨年よりも大きな花火が増えます。迫力が増すとともに、
全ての観覧席からより多くの花火を楽しめます。

花火と音楽がシンクロするグランドフィナーレ

　海上花火を交えた10,000発の花火で、感動のグランドフ
ィナーレを盛大に締めくくります。特に、海上が銀一色に染
まる大空中ナイアガラは必見。

ここに注目

2 特集 2019年（令和元年）7月号ちば市政だより



3Ｖくらし・地域2019年（令和元年）7月号

ちば市政だよりは、毎月1日発行です。発行日前日までに各家庭にお届けします！

ちば市政だより

ますます
便利に…
参加しよ
うかな

抽選で景品がもらえるキャンペーンを行います。
対　　象　�エントリーし、参加者情報を登録してい

る方
景　　品　オランダ家楽花生パイ、田子作煎餅など
申込方法　�9月2日㈪までに、ホームページから。
　　　　　区役所地域振興課で申し込みも可。

ちばシティポイント１周年キャンペーン

１周年を迎え、ますます充実 !

ちばシティポイントに参加しよう
　ちばシティポイントは、皆さんのボランティア関連活動や健康維持･増進活動
などを応援するための地域ポイント制度です。貯まったポイントは、WAONポ
イントや千葉市ならではの特典などに交換できます。
　制度開始から1周年を迎え、対象事業などを拡充しました。この機会に、人の
役に立つこと、自分の役に立つことを始めてみませんか。
ちばシティポイントってこういうもの
　1. エントリー　�ちば風太WAONカードを手に入れて、エントリーする
　　　　　　　　 �（カードは、市内のイオン各店で300円で販売しているほか、

対象事業の会場で先着順で配布）
　2. 参 加 す る　�対象事業に参加する
　3. 貯 め る　ポイントを貯める
　4. 交 換 す る　�WAONポイントやオリジナル特典品などに交換する

ポイントゲッターGの耳寄り情報

　�　7月から新たにウオーキングが対象になりまし
た。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、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。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

対象事業が増えて、ポイントが貯めやすくなったぞ

ポイントの使い道もさらに充実！
　市の施設だけじゃない！職業体験施設のカンドゥー利用券や、よ
しもと幕張イオンモール劇場当日券引換券などにも交換できます。

　消費税率の10％への引き上げに伴い、所得の少ない方や乳幼児のいる子育て世帯の方を対象に、
プレミアム付商品券を販売します。

①�2019年度の市民税
が非課税の方

②�2016年4月2日～
2019年9月30日に
生まれた子どもがい
る世帯の世帯主

両方の要件
に該当する
方は、両方
とも対象に
なります。

　購入対象者 申請から使用までの流れ

　購入限度額
　�　①の対象者1人につき、5,000円分の商品券（販売額4,000円）を
最大で25,000円分（販売額20,000円）購入できます。
　�　②の対象の子ども1人につき、5,000円分の商品券（販売額4,000
円）を最大で25,000円分（販売額20,000円）購入できます。

　申請方法
　�　①は、対象と想定される世帯へ、7月下旬に申請書を送付します
ので、11月29日㈮までに申請書を返送してください。
　�　②の対象者は、申請不要です。
　�　いずれも、対象者の世帯には9月下旬以降、随時購入引換券を送
付します。
　購入可能期間　10月1日～来年2月29日
　使用可能期間　10月1日～来年3月31日
　商品券の購入方法など詳しくは、 千葉市プレミアム付商品券　

Ｔプレミアム付商品券コールセンター�☎239-5079�Ｆ239-5627

Ｔちばシティポイント事務局（参加方法やポイントなどについて）�☎0570-783-671（平日10：00～17：00）
　政策調整課（制度について）�☎245-5047�Ｆ245-5476

プレミアム付商品券でお得にお買い物

参加者の声

例えば ポイントの有効期限は最後に獲得・交換した
ときから1年間なので、期限切れにご注意を。

なんと ! これまでに15,000人以上が参加し、
1,000ポイント以上獲得した人もたくさんい
るぞ。みんなも早くエントリーして、どんど
んポイントを貯めよう !

施設でのボランティアを中心に参
加しました。社会貢献しつつ、ポイ
ントももらえるので、やりがいがさ
らに増しました。ほかには、WEBア
ンケートを毎月回答しています。

健康づくり講座や救命講習に
参加しました。パラスポーツイ
ベントでもポイントがもらえ
るので、今度参加してみようと
思っています。

1 申請する

①の方のみ申請書を提出してください。
＊�審査の結果、対象外となる場合もあります。
＊�DVの被害者や児童福祉施設に入所している児
童などは、1月1日時点で千葉市に住民登録がな
くても申請できる場合があります。詳しくは、
お問い合わせください。

2 購入引換券が届く 9月下旬以降、順次購入引換券が届きます。

3 商品券を購入する 現金･購入引換券･本人確認書類を持参して、市内
の郵便局などで商品券を購入します。

4 商品券を使用する 対象店舗で買い物ができます。

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月末

申請する

購入引換券が届く

商品券を購入する

商品券を使用する

プレミアム付商品券キャラクター
カクニャン

詳しくは、 ちばシティポイント　

（2019年度分の市民税が
課税されている方に扶養
されている場合や、生活
保護受給者などを除く）

ポイントゲッターG

怪人
ナマケルゾ―

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

ちば市政だより

水害･土砂災害について避難勧告
などの伝え方が変わります
　昨年7月に西日本を中心に発生した
豪雨で、逃げ遅れによる犠牲者が多く
出た教訓から、皆さんが適切な行動を
とれるように、避難情報などを5段階の
警戒レベルとともにお伝えすることに

　このほかに、気象庁などが避難を促す情報を発表する場合があります。
Ｔ危機管理課 ☎245-5151 Ｆ245-5597

警戒レベル とるべき行動 避難情報など 発信者
警戒レベル5 命を守る最善の行動 災害発生情報

市警戒レベル4 避難 避難指示（緊急）
避難勧告

警戒レベル3 高齢者などは避難
他の住民は避難準備

避難準備・高齢者等
避難開始

警戒レベル2 避難行動の確認 大雨注意報など 気象庁警戒レベル1 心構えを高める 早期注意情報

国民年金保険料の免除
　国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満の方が保険料を納め、 
原則65歳から受け取れる公的年金です。万が一のときの障害基礎年金
や遺族基礎年金にも、保険料が充てられています。
納付が困難な方は免除制度などの利用を
　国民年金保険料の支払いをせず未納のままにしておくと、将来、 
老齢基礎年金などを受け取れない可能性があります。
　失業や経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、
申請により保険料の納付が免除･猶予となる、保険料免除制度や納付
猶予制度（50歳未満）がありますので、ご利用ください。申請は、 
申請時点の2年1カ月前までさかのぼって行えます。
　申請方法　 年金手帳を持参し、お住まいの区の区役所市民総合窓口

課で申請。所得の証明書などが必要な場合があります。
Ｔ区役所市民総合窓口課
　　中央 ☎221-2133 Ｆ221-2680　花見川 ☎275-6278 Ｆ275-6371
　　稲毛 ☎284-6121 Ｆ284-6190　若葉 ☎233-8133 Ｆ233-8164
　　 緑  ☎292-8121 Ｆ292-8160　美浜 ☎270-3133 Ｆ270-3193

　身近にあるものを使って生ごみを肥料化してみませんか。
　日　時　①7月11日㈭･18日㈭14：00～16：00
　　　　　②7月22日㈪･29日㈪10：00～12：00
　　　　　③7月24日㈬･31日㈬10：00～12：00　各全2回
　会　場　�①誉田公民館、②葛城公民館、

③加曽利公民館
　内　容　�1回目＝肥料化の基本学習、生

ごみの肥料化実習
　　　　　 2回目＝生ごみの肥料化実習、

生ごみ発酵基材づくり実習
　定　員　各先着20人
　持ち物　 ゴム手袋または軍手(米ぬかを

扱います)、腐敗してない生ごみ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、①誉田公民館☎291-1512、②葛城公
民館☎222-8554、③加曽利公民館☎232-5182

Ｔ廃棄物対策課 ☎245-5603 Ｆ245-5624 

生ごみ肥料化講習会

ごみ処理手数料が変わります
　消費税率が8％から10％に引き上げられることに伴い、10月1日か
ら、ごみ処理手数料を改定します。

自己搬入の場合のごみ処理手数料（新港クリーン・エネルギーセンタ
ー、北清掃工場、新浜リサイクルセンターにごみを自ら搬入した場合）

粗大ごみ処理手数料（納付券）

Ｔ廃棄物施設維持課 ☎245-5653 Ｆ245-5473 

　粗大ごみ処理手数料納付券の種類を4券種から1券種（390円）に変
更します。品目に応じて複数枚の納付券が必要です。
　 その他の品目については、お問い合わせください。
Ｔ粗大ごみ受付センター ☎302-5374　 
　収集業務課 ☎245-5249 Ｆ245-5477 

重さ 旧料金 新料金
10ｋｇまで 290円 290円

10ｋｇを超えて20ｋｇまで 580円 590円

20ｋｇを超えて30ｋｇまで 870円 890円

30ｋｇを超えて40ｋｇまで 1,160円 1,180円

40ｋｇを超える場合はお問い合わせください。

品目（主なもの） 旧料金 新料金
布団、照明器具、プリンター、ガステーブル、
ストーブ、便座、扇風機、掃除機、ゴルフセッ
ト、三輪車

370円 390円

食器洗い乾燥機、脚立（高さ1.5メートル超）、
食器戸棚（高さ、幅および奥行それぞれ90セ
ンチメートル以下）、自転車（14インチ超）、畳

（1畳）、応接椅子（１人掛用）*
750円 780円

ステレオセット、食器戸棚（高さ、幅および奥
行90センチメートル超）、ベッド（シングルサ
イズ）*

1,120円 1,170円

椅子型マッサージ機、応接椅子（2人掛用以 
上）*、たんす（高さ、幅および奥行90センチメ
ートル超）、ベッド（セミダブル以上のサイズ）*

1,500円 1,560円

＊スプリング入りは除く

施設の使用料などが変わります

夏の交通安全運動

　消費税率が8％から10％に引き上げられることに伴い、10月1日か
ら、会議室やスポーツ施設の使用料などを改定します。
　詳しくは、施設などへ直接お問い合わせください。
使用料などを改定する主なもの
　 上下水道料金、市立病院個室料、講習室・会議室・研修室・野球場・球

技場・体育館・弓道場などの使用料、墓地管理料など
Ｔ資金課 ☎245-5074 Ｆ245-5535

　「歩行者を　守る気づかい　思いやり」
をスローガンに7月10日㈬～19日㈮の
10日間、夏の交通安全運動を実施します。
交通ルールを守り、正しい交通マナーの
実践により交通事故をなくしましょう。
　運動重点目標
　・子どもと高齢者の交通事故防止
　・自転車の安全利用の推進
　・ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
　・飲酒運転の根絶
Ｔ地域安全課 ☎245-5148 Ｆ245-5637

発酵基材をみんなで作ります

こんなイメ
ージでお知
らせします。

［洪水情報］
○○町に洪水
に関する警戒
レベル４、避
難勧告が発令
されました。

なりました。
　市が発令する情報は、防災無線やちばし安全・安心
メールなどで提供します。
　詳しくは、 内閣府　避難勧告　
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特に記載がない場合、1日から申込受付、応募多数の場合抽選、料金は無料。申込時に記載する必要事項は【15面】参照

ちば市政だより

国民健康保険·後期高齢者医療制度の保険証と保険料決定通知書
新しい保険証を郵送します
　現在お使いの保険証は、7月
31日㈬が有効期限です。新しい
保険証は、7月中旬に簡易書留
で郵送します。8月以降は、新
しく届いた保険証をご使用く
ださい。

後期高齢者医療制
度の保険証
　保険証の色が薄
い青色に変わりま
す。

国民健康保険の保険証
・�一般保険証の色が藤
色に変わります。
・�退職保険証の色がね
ずみ色に変わりま
す。
・�資格証明書の色が濃
いクリーム色に変わ
ります。

・国民健康保険に関すること
Ｔ区役所市民総合窓口課
　　中央�☎221-2131　花見川�☎275-6255　稲毛�☎284-6119
　　若葉�☎233-8131　　緑　�☎292-8119　美浜�☎270-3131
　健康保険課�☎245-5145�Ｆ245-5544

・後期高齢者医療制度に関すること
Ｔ区役所市民総合窓口課
　　中央�☎221-2133　花見川�☎275-6278　稲毛�☎284-6121
　　若葉�☎233-8133　　緑　�☎292-8121　美浜�☎270-3133
　健康保険課�☎245-5170�Ｆ245-5544

消防局市民見学会 生ごみ分解処理容器モニターの募集
　消防艇まつかぜや消防車·救急車・レス
キュー隊訓練を公開する市民見学会を
開催します。
　消防服の着衣体験など子どもが楽し
める企画もあります。
　ぜひ、ご参加ください。
　日　　時　7月27日㈯
　　　　　　10：00～12：00
　場　　所　中央消防署臨港出張所
　定　　員　先着200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

　各家庭で出る生ごみの減量に取り組むため、生ごみ分解処理容器「ミ
ニ·キエーロ」を使って生ごみを処理し、使用後にアンケートに回答し
ていただける方を募集します。使用した器具は、アンケート終了後進
呈します。夏休みの自由研究にもおすすめです。
　対　　象　①市内在住の小学生と保護者、②①以外で市内在住の方
　定　　員　①45組、②15組　＊1世帯につき1組まで
　説 明 会　Ｊ7月23日㈫または24日㈬10：30～11：30
　　　　　　Ｂ市役所8階正庁
　申�込方法　7月10日㈬必着。申込書（廃棄物対策課で配布。ホーム
ページから印刷も可）を、〒260-8722千葉市役所廃棄物対策課
へ郵送。FAX、Ｅhaikibutsutaisaku.ENR@city.chiba.lg.jpも可。

　詳しくは、 千葉市　ミニ・キエーロ　

Ｔ廃棄物対策課�☎245-5236�Ｆ245-5624

後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を郵送します
　2019年度の後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を、7月中旬に郵送します。納期限までに納付してください。
納付義務者
　75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害があり
後期高齢者医療制度に加入した方
保険料の計算方法
　保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得
に応じて負担する所得割額を合計した額です。

保険料軽減措置
　世帯の所得が低い方などには、保険料の軽減措置があります。
申告がない方は対象になりませんので、お住まいの区の市民総合
窓口課に申告してください。
・低所得者に対する軽減（均等割額の軽減）

・被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減
　�後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険組合など
被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等
割額が資格取得後24カ月間5割軽減されます。

納付方法
　年金を受給している方は、年6回の年金支給時に天引きされます。
　ただし、次のいずれかに該当する方は、口座振替または納付書
で7月～来年2月の年8回払いとなります。
・年金支給額が年額18万円未満の方
・�天引きされる介護保険料と後期高齢者医療制度保険料の合計額
が、年金受給額の2分の1を超える方
・口座振替を希望する方

保険料
（年額·限度額
62万円）

所得割額
（前年の所得－33万円）
×所得割率7.89％

均等割額
41,000円＝ +

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等 軽減割合
33万円を超えない世帯のうち、被保険者全員が年金
収入80万円以下で、そのほかの所得がない世帯 8割

33万円を超えない世帯のうち、上記以外の場合 8.5割
〔33万円＋（28万円×被保険者数）〕を越えない世帯 5割
〔33万円＋（51万円×被保険者数）〕を越えない世帯 2割
＊�65歳以上の方(2019年1月1日時点)の公的年金所得については、年金
所得から特別控除額15万円を差し引いて計算
＊�昨年度まで軽減割合が9割だった所得層の世帯への軽減は、保険料軽
減特例の見直しにより、8割に変わります。

消防艇まつかぜ

新たに認定証の交付を希望する方は、申請を行ってください。
対　　象　次のいずれかに該当している方
　◦70歳未満（後期高齢者医療制度加入者除く）　
　◦�70歳以上（65歳以上の後期高齢者医療制度加入者含む）で、保険証の割
合が3割かつ市民税の課税標準額が145万円以上690万円未満の世帯

　◦�70歳以上（65歳以上の後期高齢者医療制度加入者含む）で、市民税非課
税世帯

申�請方法　保険証(後期高齢者医療制度の方は印鑑も)を持参の上、お住まいの
区の市民総合窓口課へ。

限度額適用認定証の更新時期です
　医療機関に提示することで、支払いが自己負担
限度額までとなる限度額適用認定証の有効期限
は、7月31日㈬です。
　国民健康保険の方は、更新手続きが必要です。
新しい保険証を持参し、お住まいの区の市民総合
窓口課で申請してください。
　後期高齢者医療制度の方は、新しい保険証と一
緒に郵送します。
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7月1日から

区役所など原則敷地内禁煙に

飲食店向け

受動喫煙対策セミナー

　改正健康増進法の一部施行に伴い、7月1日㈪から
行政機関の庁舎や、病院などの医療機関、児童福
祉施設、学校などの施設は原則敷地内禁煙となり
ます。屋外の決められた喫煙所以外で喫煙する
と、罰則の対象となります。
　また、区役所·保健福祉センターは、敷地内を全
面禁煙とし、喫煙所を撤去します。対象となるその他の市の施設でも、
今後、受動喫煙対策に取り組んでいきます。
　詳しくは、 千葉市　受動喫煙　

Ｔ健康企画課 ☎245-5201 Ｆ245-5554

　国民健康保険加入者で、特定健康診査を受診しない方の健康状態を
把握するため、自費で人間ドックなどを受診した方は健診結果を提供
してください。提供された結果から、被保険者の状況を把握し、今後
の事業計画に活用します。希望者で、保健指導や講座の受講が必要な
方には案内を送付します。
　対　　象　・ 来年3月31日時点で40～74歳（1945年4月1日～

1980年3月31日生まれ）の千葉市国民健康保険加入者
　　　　　　・ 4月1日～来年3月31日に職場や自費で特定健康診査

と同等の健診を受けた方（市負担健診を除く）
　受付方法　 来年5月29日㈮必着。申込書（健康保険課で配布。ホー

ムページから印刷も可）と4月1日以降に受けた健診など
の結果のコピーを健康保険課へ郵送。電子申請も可。

　詳しくは、 千葉市　健診結果提供　

Ｔ健康保険課 ☎245-5146 Ｆ245-5544　来年4月1日㈬から、飲食店でも受動喫煙対策が義務化されます。セ
ミナーでは、必要となる対策についての解説と、経営支援のアドバイ
スなどを行います。
　日　　時　7月11日㈭・13日㈯14：30～15：45
　会　　場　生涯学習センター
　定　　員　各日先着80人
　内　　容　 飲食店で必要な受動喫煙対策、飲食店専門コンサルタン

トによる収益を向上させる方法の解説
　申込方法　 開催日の3日前までにFAXで、必要事項を明記して、 

㈱アイヴィジットヘ。
Ｔ�㈱アイヴィジット 

☎03-3377-5211（平日9：00～18：00） Ｆ03-3377-2081

　海外渡航の予定がある方は、赤痢、腸チフス、コレラ、ポリオ、狂
犬病、マラリア、中東呼吸器症候群（MERS）、デング熱、ジカ熱、鳥
インフルエンザ、麻しんなどの感染症を予防するため、次のことに注
意してください。
渡航前　�渡航先の感染症情報の確認、検疫所への事前相談、予防接種

の検討など適切な感染予防を心がけてください。検疫所のホ
ームページで、各国（地域）の感染症情報を提供しています。

　　　　 FORTH　

渡航中　・ 現地では、生水・氷入り飲料・生ものなどの飲食は避け、下
痢・発熱・発疹などの症状がでた場合には、速やかに現地の
医師の診察を受けてください。

　　　　・ 現地の動物（鳥類や犬、ラクダなど）には、不用意に接触
しないようにしましょう。

　　　　・ 虫刺されなどによる感染症が数多く報告されています。虫
よけ対策をしっかりとしましょう。

帰国時　 発熱や下痢など体調に不安がある場合や、動物にかまれた、
蚊に刺されたなど健康上心配なことがある場合には、検疫所
に必ず相談してください。

帰国後　 感染症には感染してから発症するまでの期間が長いものもあ
り、帰国後しばらく経過してから具合が悪くなることがあり
ます。その場合は、速やかに医師の診察を受け、必ず渡航歴
を伝えてください。

麻しん（はしか）に注意しましょう !
　現在、世界で麻しんが流行しています。麻しんにかかったことが
あるかわからない場合、予防接種歴を確認し、2回接種していない
方は予防接種を検討してください。

Ｔ�感染症対策課 ☎238-9974 Ｆ238-9932

　幼児の腎炎・ネフローゼを早期発見するため、各区保健福祉センター
健康課で尿検査を行います。検査費用は無料です。

　対　　象　�2013年4月2日～2015年9月30日生まれの子ども。な
お、市内の幼稚園・保育所（園）へ通っている子どもは各
施設で実施しますので、申し込みの必要はありません。

　申込方法　 7月31日㈬までに電話で、健康支援課へ。Ｅshien.
boshi@city.chiba.lg.jpも可（必要事項のほか、対象者
の氏名、希望検査日・会場名を明記）。

　受診方法　 申し込んだ方には8月下旬ごろに採尿容器を郵送しま
す。検査会場へ直接ご持参ください。

Ｔ健康支援課 ☎238-9925 Ｆ238-9946

　千葉ロッテマリーンズのダンスインスト
ラクターが講師となり、自宅で簡単にでき
るストレッチやチアダンスをもとにした高
齢者向けの体操を行います。
　日　　時　 8月5日㈪・9月2日㈪または 

8月26日㈪・9月16日㈷
　　　　　　いずれも、10：00～12：00　各全2回
　会　　場　ZOZOマリンスタジアム
　対　　象　市内在住の65歳以上の方
　定　　員　各40人
　料　　金　150円
　申込方法　 7月16日㈫必着。往復はがきに必要事項を明記して、〒261-

8587美浜区美浜1千葉ロッテマリーンズ・ダンスアカデ
ミー事務局へ。

Ｔ千葉ロッテマリーンズ・ダンスアカデミー事務局
　☎090-4842-3811（平日14：00～21：00）
　高齢福祉課 ☎245-5169 Ｆ245-5548

海外渡航時には感染症にご注意を�

健診結果の提供にご協力を

　健診結果を提供していただいた方には、クオカード500円分また
は、ちばシティポイント500ポイントを差し上げます。

幼児の尿検査を受けましょう

会場 検査日 会場 検査日
中央 9/ 9㈪ 若葉 9/17㈫

花見川 10㈫ 緑 17㈫
稲毛 11㈬ 美浜 18㈬

＊受付時間は、いずれも10：00～11：00

千葉ロッテマリーンズ健康教室の
参加者募集
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テレビ広報番組 チバテレ「ザ・サンデー千葉市」。今月の放送は、7日㈰9：00～9：15「千葉市で夏の里山を楽しもう♪」

心身障害者の医療費を助成
　心身に重度の障害のある方の医療費を、保険診療の範囲内で助成し
ています。助成を受けるには、お住まいの区の保健福祉センター高齢
障害支援課へ申請し、受給券の交付を受ける必要があります。
　対　　象　 次のいずれかの手帳をお持ちの方
　　　　　　＊ 2015年10月以降に65歳以上で新たに重度の障害者

になった方、本人･配偶者･扶養義務者の所得が一定額
以上の場合は対象外

　　　　　　◦身体障害者手帳（1級または2級。内部障害は3級も）
　　　　　　◦療育手帳（Ⓐ～Bの1）
　　　　　　◦精神障害者保健福祉手帳（1級）
　助成方法　 医療機関で健康保険証と受給券を提示して、無料または

費用の一部負担（所得により負担額が異なる）で受診。
受給券の更新
　市で所得を調査し、資格があることを確認できた方には、9月中旬
に更新後の受給券などを郵送します。
　所得が確認できない方には、7月下旬に案内を郵送しますので、8月
15日㈭までに必要書類を、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害
支援課へ郵送または持参してください。提出がない場合、10月分以降
の助成が受けられません。
Ｔ保健福祉センター高齢障害支援課
　　中央 ☎221-2152　花見川 ☎275-6462　稲毛 ☎284-6140
　　若葉 ☎233-8154　　緑　 ☎292-8150　美浜 ☎270-3154
　障害者自立支援課 ☎245-5173 Ｆ245-5549

地域の仲間と健康づくり
　生活習慣の改善や絆づくりに、自主
的に取り組んでいるグループを応援し
ます。
　この機会に、地域の仲間と一緒に健
康づくりに取り組んでみませんか。
健康づくり事業
　健康づくりのための取り組み（ラジオ体操など）に応じて加算され
る点数を500点集めると、景品が当たる抽選に応募できます。
　対　　象　 団体=市内在住の18歳以上の方5人以上で自主的に結成

する、グループや町内自治会
　　　　　　 取り組み=継続して取り組むラジオ体操やウオーキング

などの運動や、健診･検診の利用など
　景　　品　 食事券（5万円分･1万円分）、市の特産品（1万2千円相

当）など
　申込方法　 12月23日㈪までに、申込書（保健福祉センター健康課、

健康支援課で配布。ホームページから印刷も可）を、保
健福祉センター健康課へ郵送または持参。FAXも可。

　取組項目ごとの点数など詳しくは、 千葉市健康づくり事業　

Ｔ保健福祉センター健康課
　　中央 ☎221-2582 Ｆ221-2590　花見川 ☎275-6296 Ｆ275-6298
　　稲毛 ☎284-6494 Ｆ284-6496　若　葉 ☎233-8714 Ｆ233-8198
　　 緑  ☎292-2630 Ｆ292-1804　美　浜 ☎270-2221 Ｆ270-2065
チャレンジ運動講習会
　健康運動指導士または健康運動実践指導者を派遣し、健康づくりの
ための運動についての講話や運動実技の指導を行います。
　日　　時　 通年（年末年始を除く）8：30～21：00のうち、30～90

分間
　会　　場　 各グループで用意（原則屋内）
　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
　希望日の1カ月前までに申し込みが必要です。申込方法や内容など
詳しくは、 千葉市　チャレンジ運動講習会　

Ｔ健康支援課 ☎238-9968 Ｆ238-9946

熱中症を予防しましょう
　熱中症は、気温が高いなどの環境条件だけでなく、体調や暑さに対
する慣れなどが影響して起こります。気温がそれほど高くない日でも、
湿度が高い日や風が弱い日、体が暑さに慣れていない時などは注意が
必要です。
熱中症を予防するには
◦ こまめに水分を補給し、汗をかいたら塩分も補給

しましょう。
◦ 室内では、扇風機やエアコンを使って温度を調整

するとともに、遮光カーテンやすだれを利用しま
しょう。併せて冷却グッズや保冷剤、氷、冷たい
タオルなどを活用すると効果的です。

◦ 外出時は、日傘や帽子、通気性の良い衣服を着用しましょう。こま
めに日陰などで休憩を取ることも大切です。晴天の昼下がりはなる
べく外出を控えましょう。

特に注意しましょう
◦ 急に暑くなった日や久しぶりに暑い環境で活動した時は、体が慣れ

ていないため、注意が必要です。
◦ 幼児や車いすの方などは、地面からの照り返しの影響を受けやすく、

想像以上に暑い環境にいます。
◦ 高齢者は、温度や湿度に対する感覚が鈍くなるため、室内でも熱中

症になることがあります。
Ｔ健康支援課 ☎238-9926 Ｆ238-9946

よしもとダンスエンターテイメント
CHIBA SPECIAL LIVE 2019
　元ブレイクダンス世界チャンピ
オンのISOPPさんと、第一線で活
躍するダンサーたちによるマルチ
エンターテインメント集団の
GOODmenなどによるスペシャ
ルライブです。ダンスワークショ
ップの子どもたちによる成果発表
もあります。
　日　時　 8月25日㈰16：30～18：30
　会　場　 文化センター
　料　金　  一般3,000円、大学生以下2,000円（全席指定）
　　　　　就学前児入場不可
　前売券　 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、チケットよしもとで販売中
Ｔ市文化振興財団 ☎221-2411 Ｆ224-8231

室町･戦国時代の装束体験
　室町･戦国時代の着物や鎧について、特徴や移り変わりなどを学ん
だ後、実際に着用します。
　日　　時　 7月20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　 7月12日㈮までに電子申請で。

往復はがきも可（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）。

　着用できる衣装など詳しくは、 郷土博物館　鎧やむかしの着物　

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

ISOPP 率いるGOODmen
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古典復興―現代陶芸をひらく

没後60年　北大路魯山人
　書、絵画、陶芸、食など多方面の分
野で活躍をした北大路魯山人（1883-
1959）。美食に対する関心から「料理
の着物」としてやきもの制作に臨みま
す。それは単なる食器づくりの枠を超
え、陶芸の古典復興を代表し、同時代
の陶芸家に影響を与える存在となりま
した。
　本展では、魯山人による膨大な数の作品から約120点を紹介すると
ともに、川喜田半泥子から荒川豊蔵、八木一夫ら同時代の陶芸家の作
品、彼らが学んだ中国、朝鮮、日本の古陶磁をあわせて展示します。
　日　時　�7月2日㈫～8月25日㈰10：00～18：00（金･土曜日は�

20：00まで）8月5日㈪休館
　会　場　�市美術館8、7階展示室
　料　金　�一般1200円、大学生700円、高校生以下無料

関連イベント
講演会「私と陶磁器」
　Ｊ7月21日㈰13：30～15：00　Ｂ11階講堂
　Ｎ十四代今泉今右衛門さん（陶芸作家）による講演　Ｉ150人
　Ｍ�7月10日㈬必着。往復はがきに必要事項のほか参加人数(2人ま
で)を明記して、〒260-0013千葉市中央区中央3-10-8千葉市
美術館へ。ホームページからも可。 千葉市美術館　講演会　

講演会「近代のアウトサイダーたち-川喜田半泥子、北大路魯山人、
青山二郎」
　Ｊ8月3日㈯13：30～15：00
　Ｂ11階講堂　Ｉ150人（12：00から整理券配布）

Ｔ市美術館�☎221-2311�Ｆ221-2316

ワンコインコンサート

口ずさみたくなる爽やかSong
　「どんなときも」「ひまわりの約束」など親子で楽しめる曲を演奏し
ます。家族で季節を感じられるコンサートです。
　日　時　�7月27日㈯14：00～15：00
　会　場　�鎌取コミュニティセンター
　料　金　�一般500円、小学生以下100円
　　　　　（3歳児以下の膝上鑑賞に限り無料）
　出　演　�山内美和さん（ボーカル）、ほとけぶちあみさん（キーボード）
　前売券　�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、美浜文化ホールで販売
Ｔ市文化振興財団�☎221-2411�Ｆ224-8231

沖に移った海岸線
～稲毛海岸の埋め立てと街の記憶～
　埋め立てにより、稲毛の街や人々の
暮らしがどのように変化したか、当時
の写真などさまざまな資料で紹介しま
す。
　日　　時　�7月2日㈫～15日㈷
　　　　　　9：00～17：15
　　　　　　(最終日は15：00まで)
　　　　　　7月8日㈪休館
　会　　場　�市民ギャラリー･いなげ

関連イベント
いなげお話し会
　海辺の保養地として知られた稲毛と南房総の保田の記憶を語り合
います。
　日　　時　�7月6日㈯10：30～12：00
　申込方法　�7月5日㈮必着。はがきに必要事項を明記して、〒263-

0034稲毛区稲毛1-8-35市民ギャラリー・いなげへ。
電話、FAXも可。

Ｔ市民ギャラリー・いなげ�☎248-8723�Ｆ242-0729

北大路魯山人「染付葡萄文鉢」
1941年　世田谷美術館蔵

現在の稲毛陸橋周辺の埋め立て
1960年代

　ジャズの生演奏を聴きながら、特別
船で東京湾をクルーズします。
　人気アニメ映画の主題歌など親しみ
やすい曲を演奏するので、親子で楽し
めます。
　この夏、船上でジャズデビューして
みませんか。
　日　　時　8月31日㈯13：30乗船、14：00出航
　　　　　　遊覧時間約90分
　　　　　　荒天中止
　発着場所　千葉みなと旅客船ターミナル
　定　　員　�先着80人
　料　　金　�一般5,000円、中学生以下500円
　　　　　　3歳児以下の膝上鑑賞は無料
　出　　演　The�Jazz�Crew、大原保人さん（キーボード）
　前 売 券　�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、美浜文化ホールで販売
　詳しくは、 ベイサイドジャズ　

Ｔ市文化振興財団�☎221-2411�Ｆ224-8231

BAY SIDE JAZZ 2019 CHIBA
ジャズクルージング

オセアンブルー号
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Ｔオリンピック･パラリンピック振興課 ☎245-5739 Ｆ245-5299

　アスリートやタレントなどによる東京2020大会千葉県内開催競技の
紹介や子どもも楽しめる競技体験会などを開催します。
　日時　7月27日㈯･28日㈰11:00～18:00
　会場　イオンモール幕張新都心
　内容　 東京2020大会県内開催競技＊紹介、

競技体験会（ボッチャなど）、巨大す
ごろく、PLAY THE WHEELS（ス
ピーカーやLEDが付いた競技用車い
すに乗って音と光の変化を体験）

オリンピック聖火リレーを千葉市で見よう!
東京2020

東京2020オリンピック聖火リレートーチ
　東京2020大会のオリンピックトーチの
モチーフは桜です。聖火が灯される上部は
5枚の花びらの形をしています。トーチの
素材は、東日本大震災の仮設住宅で使用し
ていた、アルミ建築廃材を再利用していま
す。平和のシンボルとして、復興に向けて
励む被災地の姿を世界に伝えます。

55年前のオリンピック聖火リレー
　1964年10月10日から開催され
た東京1964オリンピックでも、市
内を通過して聖火がつながれまし
た。10月6日に千葉市に入り、佐倉
街道を通って県庁前で一泊。翌日、
海岸線を通って習志野市に引き継が
れました。

＊オリンピック…フェンシング、サーフィン、テコンドー、レスリング
　 パラリンピック…ゴールボール、シッティングバレーボール、 

テコンドー、車いすフェンシング

オープニングセレモニー出演者

吉田沙保里さん
（オリンピアン）

霜降り明星
（タレント）

辻村真貴さん
（パラアスリート

ゴールボール）

千葉市で見られるのは2020年7月3日㈮
オリンピアで採火されたオリン
ピック聖火が世界の人たちによ
ってつながれ、私たちの街を通る
なんて、とってもワクワクします
ね! 

編集担当Y

　オリンピック聖火は、121日間をかけて日本全国47都道府県を巡ります。千葉県内は2020年7月
2日㈭～4日㈯の3日間です。神奈川県からつながれた聖火は、木更津市の海ほたるをスタートし、東
京2020オリンピック競技大会が行われる一宮町や千葉市などを通り、最後は松戸市から茨城県につ
ながれる予定です。

　動物公園が、動物学（ズーロジー）研究所に大変身。クイズや標本
を使って楽しく学びます（飼育体験はありません）。
　日時　 7月22日㈪･23日㈫
　　　　11：00～12：00、13：30～14：30
　内容　 テーマ＝鳥のくちばし（22日）、ア

ジアゾウの体のしくみ（23日）
　対象　小学3～6年生　　　
　定員　 各回先着100人（開始30分前から、

動物科学館で整理券を配布）
Ｔ動物公園 ☎252-7566 Ｆ255-7116
　水曜日休園 　入園料=高校生以上700円

　普段見ることのできない舞台の裏側には、謎や不思議がたくさんあ
ります。冒険しながら謎解きに挑戦しましょう。全ての謎が解けたら
コンサートへ招待します。
　日　　時　8月2日㈮13：30～16：00
　会　　場　文化センター
　対　　象　小学4～6年生と保護者
　定　　員　先着30組60人
　料　　金　1組2,000円
　チケット　 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、美浜文化ホールで販売
Ｔ文化センター ☎224-8211 Ｆ224-8231

動物公園サマースクール

ずーろじラボ
なぞ解き冒険バラエティー
舞台の裏までイッテみよう！

画像提供：Tokyo 2020

県庁前を走る聖火ランナー

柏市 我孫子市

南房総市

木更津市
（海ほたる）

いすみ市→
一宮町

習志野市→
千葉市

松戸市

浦安市

匝瑳市

銚子市

香取市

芝山町

成田市

山武市

君津市→
富津市

船橋市

鎌ケ谷市

旭市

実施順
7月2日㈭
7月3日㈮
7月4日㈯

千葉市にオリンピック聖火が到着！
　聖火到着を祝うイベントであるセレ
ブレーション（聖火を聖火皿に灯すセ
レモニーなど）が、幕張メッセ駐車場
で開催されます。

＊ 実施市町村と実施順は、今後変更になる可能性があります。

千葉にオリンピック･パラリンピックがやってくる!
～Tokyo 2020 1 Year to Go! ～
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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、
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千葉市スポーツ施設　

稲毛海浜公園プール

こてはし温水プール

フロートスライダー流れるプール

プールを楽しもう！ 夏には欠かせない

7/13㈯オープン！

屋外プール7/1㈪オープン！

そのほかの
市営プール

休み特集夏
20192019 　いよいよ待ちに待った夏休みの到来！

　市内のプールや親子で楽しめるイベントなどを
紹介します。
　夏休みのすてきな思い出を作りませんか。

　千葉県最大級の稲毛海浜公園プールが今年もオープンします。
　浮き輪に乗って滑るフロートスライダーや流れるプール、子ど
もたちに人気のウォーターステーションなど10種類のプール施
設で、子どもから大人まで1日楽しく遊べます。今年は新たにエ
アー遊具（有料）を設置します。

営業日時　7月13日㈯～9月1日㈰9：00～17：00
料　　金　一　　 般　　　  1,100円（990円）
　　　　　高 校 生　　　　  800円（720円）
　　　　　小・中学生　　　　　400円（360円）
　　　　　満4歳以上の幼児　　200円（180円）
　　　　　（　）内は、8月9日㈮までの前売料金。
　　　　　中学・高校生は学生証の提示が必要です。
駐車料金　普通車600円、大型車2,000円
＊ 今年は稲毛海浜公園リニューアル工事に伴い、海水浴場を開設

しません。また、施設の老朽化に伴い、ウォータースライダー、
3連式スライダー、屋内プールは営業しません。
Ｔ㈱ワールドパーク ☎247-2771　公園管理課 Ｆ245-5886 

　こてはし温水プールは、天井がガ
ラス張りで、日差しを感じる開放的
な屋内温水プールです。夏季は屋外
プールがオープンします。

営業日時　 屋外プール＝7月1日㈪～9月1日㈰（7月8
日㈪を除く）9：00～18：00

　　　　　 屋内プール＝通年（毎月第3月曜日、年末
年始を除く）9：00～21：00

料金（2時間以内）
　　　　　一　　　般　300円
　　　　　中学･高校生　200円
　　　　　小学生以下　100円
Ｔこてはし温水プール ☎216-0090 Ｆ216-0093

　料金（2時間以内）
　一　　　般　220円
　中学・高校生　100円
　小学生以下　  70円

＊19：00以降、中学生以
　下は保護者同伴。

編集担当C　夏休みの思い出

７
月
16
日
㈫　

☀
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区 施設名 営業日時 問い合わせ

中央 千葉公園水泳プール 6/29㈯～9/1㈰9：00～20：00 （7/14㈰
・19㈮、8/4㈰を除く）

☎253-7844
Ｆ255-1048

若葉
北谷津温水プール 通年9：00～21：00（年末年始を除く） ☎228-5000

Ｆ228-5001
みつわ台第2公園水泳プール

7/13㈯～8/25㈰9：00～18：00
☎254-0105
Ｆ287-7192

緑
古市場公園水泳プール ☎265-3005

Ｆ266-3435
有吉公園水泳プール 7/6㈯～9/1㈰9：00～18：00 ☎291-1800

Ｆ292-2189

美浜
高洲スポーツセンタープール 6/29㈯～9/1㈰9：00～18：00 ☎279-9235

Ｆ277-7572
幸町公園水泳プール 7/13㈯～8/25㈰9：00～18：00 ☎241-5305

Ｆ255-1048（千葉公園）
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スポーツを楽しもう！

千葉みなとでイベントを楽しもう！

ヨットで海に出よう

クルーズ船で
潮風を感じる

①清掃兼油回収船「べいくりん」の見学会と税関展
　浮遊ごみや油を回収する、海の掃除のエキスパート「べいくり
ん」の見学会や、税関が押収した密輸品などの展示を行います。
　日　　時　8月16日㈮13：30～15：00
　集合場所　ケーズハーバー
②海上保安庁の巡視艇見学会
　日　　時　8月16日㈮13：30～15：00
　　　　　　＊緊急出動のため中止する場合があります。
　会　　場　内貿物揚場（千葉ポートパークシーガル広場隣）
　Ｔ海上保安庁千葉海上保安部管理課
　　☎301-0118 Ｆ242-7253
③観光船「あるめりあ」による港内見学会
　日　　時　 8月16日㈮Ⓐ13：30～14：10、Ⓑ18：30～19：40、

17日㈯Ⓒ13：30～14：10、Ⓓ14：30～15：10
　集合場所　ケーズハーバー
　定　　員　 ⒶⒸⒹ各150人、Ⓑ100人
　　　　　　（いずれも中学生以下は保護
　　　　　　者同伴）
④「MYⅡ」によるサンセットクルーズ
　日　　時　8月17日㈯18：00～19：10
　集合場所　ケーズハーバー
　定　　員　25人（中学生以下は保護者
　　　　　　同伴）

⑤コンテナターミナルと港湾施設見学会
　日　　時　8月17日㈯9：00～11：30
　集合場所　千葉ポートタワー
　対　　象　小学4年～中学生と保護者
　定　　員　20組40人
　Ｔ千葉港運協会 ☎248-1153 Ｆ247-4873

申込方法　 ③～⑤7月26日㈮必着。往復はがき（③④は1通5人ま
で）に必要事項を明記して、〒260-0024中央区中央
港1-6-1千葉港振興協会へ。

8/16㈮～17㈯ 千葉港まつり

①SUP（スタンドアップパドル）教室
　日　　時　 Ⓐ7月20日㈯、Ⓑ8月3日㈯９：30～11：30、13：00

～15：00
　料　　金　3,000円
②監視艇「潮風」体験乗船会
　日　　時　 7月22日㈪・29日㈪、8月5日㈪・19日㈪・26日㈪

13：30～15：00
　料　　金　600円
③海にでようヨット体験会
　日　　時　7月27日㈯9：30～12：00、
　　　　　　13：00～15：30
　料　　金　1,500円
④ジュニアヨット教室
　日　　時　7月28日㈰9：30～15：30　
　料　　金　2,000円

⑤親子ヨット教室
　日　　時　8月11日㈷９：30～15：30
　料　　金　1組4,000円

対　　象　 ①③小学生以上の方（小学生は保護者も参加）、②小学
生と保護者、④小学4年～中学生、⑤小・中学生と保護
者

定　　員　 ①③各回先着10人、②各先着4人、④先着20人、⑤先
着10組20人

注意事項　いずれも荒天中止
申込方法　 ①Ⓐ③④7月3日㈬、②７月11日㈭、①Ⓑ⑤7月17日㈬

10：00から電話で、稲毛ヨットハーバーへ。
Ｔ稲毛ヨットハーバー
　☎279-1160 Ｆ279-1575　火曜日休館 

稲毛ヨットハーバーの教室

　日　　時　7月22日㈪～26日㈮または7月29日㈪～8月2日㈮8：30～10：30　各全5回
　対　　象　小・中学生　　　定　　員　各50人　　　料　　金　4,500円
　申込方法　 7月6日㈯必着。往復はがきに必要事項を明記して、〒261-0003美浜区高浜1-14-

1-1202佐藤方・市水泳協会へ。
Ｔ市水泳協会・佐藤さん ☎090-9851-3128(13：00～17：00） 
　スポーツ振興課 ☎245-5968 Ｆ245-5994 

千葉公園プール　夏季水泳教室

「ＭＹⅡ」で夕
日を見よう

海の上を走るヨ
ットは気分

爽快！

ちばアート祭
　「ちば文化資産」をテーマにした絵画・写真公募展やデジタ
ルアート作品の展示、ワークショップなどを行います。
　日　　程　8月14日㈬～25日㈰
　会　　場　県立美術館、千葉ポートパーク
　詳しくは、 ちばアート祭　

Ｔ千葉県県民生活・文化課 ☎223-2408 Ｆ221-5858

Ｔ千葉港振興協会 ☎246-5201 Ｆ238-0648

　詳しくは、 千葉港まつり2019　

編集担当C

熱中症に気を付けな
がらスポーツを楽し
みましょう



親子で
楽しめる！
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特に記載がない場合、1日から申込受付、応募多数の場合抽選、料金は無料。申込時に記載する必要事項は【15面】参照 固定資産税・都市計画税第2期の納期限は7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！

昭和の森 自然観察会「田んぼの生き物」
Ｊ7月14日㈰10：00～12：00
Ｋ50円（駐車場400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

受け付け
Ｔ緑公園緑地事務所 ☎294-2884 Ｆ294-2869

泉自然公園「星と虫の観察会」
Ｊ7月25日㈭18：30～21：00　Ｈ小学生（保護者同伴）
Ｉ30組　Ｋ小学生1人につき200円　Ｃ雨天中止
Ｍ7月11日㈭必着。Eメールに必要事項を明記して、
　Ｅizumi.event@oriconsul.comへ。FAXも可。
Ｔ㈱オリエンタルコンサルタンツ ☎080-9041-1693
　若葉公園緑地事務所 Ｆ228-5421

大草谷津田いきものの里 「自然観察会
（夏の谷津田はムシ天国）」
Ｊ7月21日㈰、8月4日㈰10：30～12：00
Ｉ各先着30人
Ｇ帽子、長靴、飲み物
Ｃ�集合・解散は大草谷津田いきものの里入口広場。
　小学3年生以下は保護者同伴。雨天中止。
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ環境保全課 ☎245-5195 Ｆ245-5553

郷土博物館 夏休み郷土史講座
①昔の文字で手紙を書いてみよう
　Ｊ7月24日㈬13：30～15：30
②お城で甲冑講座
　Ｊ7月26日㈮13：30～15：30
Ｈ小学4～6年生　Ｉ各20人
Ｍ�7月12日㈮までに電子申請で。往復はがきも

可（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）。
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　

加曽利貝塚博物館
①子ども土器づくり教室
Ｊ7月20日㈯10：00～16：00、7月27日㈯、8月17日㈯
　10：00～15：00　全3回
Ｈ小学5・6年生　Ｉ16人

②土偶づくり教室
Ｊ成形＝7月21日㈰または7月28日㈰10：00～16：00
　（どちらか選択）、焼成＝8月18日㈰10：00～15：00　全2回
Ｈ小学3～6年生　Ｉ各16人

③土器ドキ発掘体験
Ｊ7月24日～8月28日の水曜日9：30～12：00
Ｈ小学3～6年生　Ｉ各8人

④夏休み縄文時代教室
Ｊ8月4日㈰10：00～12：00
Ｈ小学4～6年生　Ｉ15人

⑤夏休み縄文ひろば
Ｊ7月27日～8月18日（8月10日・11日を除く）の土・日曜日10：00～15：00
Ｎ�縄文弓矢、火おこし、貝のアクセサリーづくりなどの体験、ガイドツアー、

スタンプラリーなど
⑥夏休み子ども向け展示「縄文から令和へ－いまとむかしの知恵くらべ－」
Ｊ7月13日㈯～9月1日㈰
Ｍ�①～④7月10日㈬までに電子申請で。FAX・Ｅkasori.jomon@city.chiba.

lg.jpも可（必要事項を明記）。
Ｔ加曽利貝塚博物館 ☎231-0129 Ｆ231-4986
　月曜日（祝日の場合は翌日）休館　

こども科学実験マジックショー
サイエンスマジシャンYOHEYと冷え冷え科学体験
Ｊ8月21日㈬①10：30～11：30、②14：00～15：00
Ｂ文化センター
Ｈ①小学1～3年生、②小学4～6年生
Ｉ各50人　Ｋ2,000円
Ｍ�8月1日㈭必着。はがきに必要事項を明記して、〒260-

0013中央区中央2-5-1千葉市文化振興財団「こども科学
実験マジックショー」係へ。FAXも可。
Ｔ市文化振興財団 ☎221-2411 Ｆ224-8231

環境保健研究所「夏休み教室 科学にチャレンジ」
・おいしい水を科学でさがせ！～めざせ！水ソムリエ～
・きれいな水ってどんな水？～水の循環を知ろう～
Ｊ7月19日㈮13：00～17：00
Ｈ小学5・6年生
Ｉ各12人
Ｋ110円
Ｍ�7月5日㈮消印有効。はがきに必要事項を明記して、 

〒261-0001美浜区幸町1-3-9環境保健研究所へ。 
Ｅkenkokagaku.IHE@city.chiba.lg.jpも可。
Ｔ環境保健研究所 ☎238-1900 Ｆ238-1901

親子リサイクルチャレンジ教室
Ｊ7月26日㈮10：00～15：00
Ｂ新浜リサイクルセンター
Ｎ牛乳パックを使った紙すきはがき作り、施設見学
Ｈ小学3～6年生と保護者
Ｉ10組20人
Ｍ�7月12日㈮必着。往復はがき（1組1通）に必要事

項を明記して、〒260-0826中央区新浜町4新浜
リサイクルセンターへ。
Ｔ新浜リサイクルセンター
　☎263-9100 Ｆ263-0260

夏休みおしごと感動体験ワクワクワークデー
Ｊ8月27日㈫9：15～16：45（1時間半～2時間程度）
Ｂ千葉駅周辺
Ｈ小学3～6年生（保護者の送迎が必要）
Ｉ1,000人程度　Ｋ500円
Ｃ体験内容など詳しくは、
　 千葉市夏休みおしごと感動体験　

Ｍ7月8日㈪までに電子申請で。
Ｔ雇用推進課 ☎245-5278 Ｆ245-5669

おやこで学ぶ防災体験
Ｊ7月28日㈰9：30～11：30
Ｂ救助救急センター（美浜区高洲4-1-16）
Ｈ小学生と保護者
Ｉ先着20組
Ｍ7月1日㈪から電話で、防災普及公社へ。FAXも可。
Ｔ防災普及公社 ☎248-5378 Ｆ248-7748

７
月
27
日
㈯　
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編集担当Z　夏休みの思い出
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編集担当Z　夏休みの思い出

休み特集夏
20192019

生活に身近なものを科学しよう

どんな
星座が

見られ
るかな

防災と救命の知識を
高めよう

自然に
ふれる

くらし
を学ぶ

夏休み
子どもイベント

ノコギリクワガタ ノシメトンボ

縄文文化を肌で感
じよう

楽しく科学を学ぼう

ホテルのビュッフェでケーキを提供

科学を
さぐる

　他にも、さまざまなイベントが
あります。情報けいじばん【15～
21面】も、ぜひご覧ください。

歴史に
親しむ

加曽利貝塚博物館　
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千葉ロッテマリーンズ

千葉市スペシャルデー
　試合への招待やイベントを行います。
この機会に、一緒に応援しましょう。
　日　時　8月21日㈬18：15開始
　　　　　対楽天戦
　会　場　ZOZOマリンスタジアム
　内　容　①市民無料招待（内野席）　
　　　　　Ｈ市内在住の方　Ｉ500組1000人
　　　　　②市民参加プログラム＊内野指定席チケット2枚付き
　　　　　◦�子どもアナウンス（マリーンズスターティングメンバー

発表のアナウンス体験。17：00集合)　
　　　　　　Ｈ市内在住の小・中学生　Ｉ3人
　　　　　◦�サブマリーンズ（グラウン

ドでマリーンズ選手を試合
に送り出します。17：20集
合）

　　　　　　Ｈ市内在住の小学生
　　　　　　Ｉ16人
　　　　　◦�子どもファーストピッチ

（試合前にマウンドでファーストピッチを体験。17：20
集合）

　　　　　　Ｈ市内在住の小学生　Ｉ2人
　申�込方法　7月16日㈫必着。往復はがき（②は1通1イベント）に、
イベント名、代表者の氏名（フリガナ）・住所・電話番号、返信用の
宛て先、②は参加者全員の氏名（フリガナ）・学年を明記して、〒
260-8722千葉市役所観光MICE企画課「千葉市スペシャルデー」
係へ。①は7月3日㈬10：00～16日㈫22：00に、ホー
ムページ（http://www.cnplayguide.com/
marines/chiba/）から申し込みも可（はがきとの重
複申し込みは無効）。

Ｔ観光MICE企画課�☎245-5897�Ｆ245-5669

　市の制度について、皆さんが問い合わせをしな
くて済むように、年齢や家族構成などに応じた制
度を個別にお知らせするサービスの実証実験を
行います。今回は、子育て・健康などの一部の制度
をメールでお知らせします。
　期　　間　6月10日㈪～8月中旬
　申込方法　�6月10日㈪～7月19日㈮に、電子申請で。

　詳しくは、 あなたにお知らせサービス実証実験

Ｔ業務改革推進課�☎245-5112�Ｆ245-5692

　実証実験に参加し、アンケートにご協力いただいた方に、ちばシ
ティポイント20ポイントのほか、抽選で50人にクオカード1,000
円分を差し上げます。

　サラリーマン生活から落語家に転身した落語界の革命児、三遊亭兼
好師匠が愛に満ちたさわやかな毒舌で落語を披露します。
　日　時　8月29日㈭13：30～15：30
　会　場　市民会館
　料　金　2,500円(全席自由。就学前児入場不可)
　出　演　三遊亭兼好さん（落語）、橘紅楽さん（寄席文字）
　前売券　�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、ホールで販売
　Ｔ市文化振興財団�☎221-2411�Ｆ224-8231

おひるま寄席

あなたにお知らせサービス

投票所入場整理券が変わります
　投票所入場整理券は、7月で任期満
了となる参議院議員の通常選挙から、
世帯ごとに封筒で郵送します。投票時
は、自分の名前が記載された入場整理
券をお持ちください。
　また、入場整理券の裏面が期日前投
票に必要な宣誓書になります。期日前
投票にお越しの際は、あらかじめ記入
しておくと所要時間が短縮できます。
　詳しくは、 千葉市　参議院選挙特集　

Ｔ市選挙管理委員会�☎245-5866�Ｆ245-5893

　来園者への動植物の説明や、ボランティ
ア目線で紹介する定期冊子の作成、動物絵
本の読み聞かせ、イベントサポートなどを
行うボランティアを募集します。
　対　　象　�18歳以上で月2回以上活動

できる方（未成年者は保護者の同意が必要）
　定　　員　10人程度（面接で選考）
　申込方法　�7月31日㈬必着。申請書（動物公園で配布。ホームペー

ジから印刷も可）を、〒264-0037若葉区源町280千葉
市動物公園へ郵送。Ｅdobutsu.ZOO@city.chiba.
lg.jpも可。

Ｔ動物公園�☎252-1111�Ｆ255-7116　水曜日休園

動物公園ボランティアを募集

Ⓒ千葉ロッテマリーンズ

こんな封筒が
届きます

一緒に選手を送り出そう！

明るい選挙
キャラクター
選挙の

めいすいくん
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　特に記載のないものは次のとおり
◦申し込みは１日から受け付け　　◦応募多数の場合は抽選
◦対象は市内在住・在勤・在学の方　◦料金は無料

　申込方法
　必要事項【右記】を明記して、各宛先へ送付してください。
　往復はがきの場合は、返信用の宛先も記入。
　電子申請は、 千葉市　電子申請

　一部の施設では、65歳以上の
方や障害のある方などを対象
に、優待・割引料金があります。
　市の施設では、ここに掲載し
た以外にもイベント、教室・講
座などの参加者を募集している
場合があります。詳しくは、各
施設へお問い合わせください。

必要事項
◇催し名
◇コース名・日時など
代表者の
◇氏名（フリガナ）
◇〒・住所　◇年齢・学年
◇電話番号

イベント

Ｙ千葉ポートタワー七夕まつり

七夕飾り
Ｊ7月7日㈰まで、14：00～19：00

七夕イルミネーション
Ｊ7月7日㈰まで

七夕ライブ
　Ｊ7月6日㈯18：30～19：30
　Ｂ2階恋人の聖地
　 Ｎ出演者＝HaMoReSo（アカペラ）
屋上オープンデッキ開放
　Ｊ7月6日㈯・7日㈰14：00～19：00
ドリンクバー100円引き
　Ｊ7月7日㈰まで
　Ｂレストランシーガルキッチン 
　Ｈ浴衣を着て入店の方
Ｔ千葉ポートタワー☎241-0125Ｆ
203-1588

Ｗナツメロ青春同窓会

Ｊ7月4日㈭・18日㈭14：00～16：00
Ｂ千葉公園蓮華亭ホール
Ｉ各先着50人
Ｋ500円
Ｍ当日直接会場へ
ＴNPO法人うたともクラブ☎238-
8005（FAX兼用）

Ｗ千葉いのちの電話 
公開講演会と説明会

Ｊ7月6日㈯14：00～16：00
Ｂ千葉いのちの電話事務局CIDビル

（中央区本町3-1-16）
Ｎテーマ＝温かいまなざしの輪。講
師＝田邊昭雄さん（学校心理士）。
講演とボランティア相談員養成講座
の事前説明会
Ｉ先着50人
Ｍ電話で、千葉いのちの電話☎222-
4416（平日9：00～17：00）。Ｆ227-6911
も可（ｊを明記）

Ｖ動物保護指導センター 
猫の譲渡会

Ｊ7月5日㈮・23日㈫13：30～15：30
Ｈ愛玩目的で、終生適正に飼うこと

ができる方
Ｃ当日13：30までに、直接会場で受け
付け。猫の譲り渡しは後日となりま
す。条件など詳しくは、お問い合わ
せください。
Ｔ動物保護指導センター☎258-7817
Ｆ258-7818

Ｗ猫の譲渡会 
「にゃんこの家族さがし」

Ｊ7月21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、終生適正に飼うこと
ができる方
Ｃ当日直接会場で受け付け。猫の譲
り渡しは後日となります。詳しくは、
お問い合わせください。
Ｔ市猫ボランティア連絡会・笠井さ
ん☎080-3402-1956（平日20：00～ 
21：30）または生活衛生課☎245-5215
Ｆ245-5556

Ｚミニ合同企業説明会inちば

Ｊ7月11日㈭13：00～16：00
Ｂ蘇我コミュニティセンター
Ｈ18歳からおおむね30歳代までの就
職活動中の方（高校生を除く）
Ｉ先着20人
Ｃ学生の場合、2020年3月末までに卒
業見込みであること。途中入退場不可
Ｍ電話で、ジョブカフェちば☎047-
426-8471。同施設ｈからも可
Ｔ同施設☎前記Ｆ047-425-2308

Ｚシニア従業員のお仕事説明会

ＪＢ7月15日㈷10：00～11：30＝高洲コ
ミュニティセンター、22日㈪10：00～
11：30＝千城台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
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Ｆ274-
6529

Ｙ地方卸売市場市民感謝デー

Ｊ7月13日㈯・27日㈯8：00～12：00ご
ろ（水産棟は10：30ごろまで）
Ｎ新鮮な魚など、食料品の買い物や
食事が楽しめます。
Ｃペット同伴不可
Ｔ地方卸売市場☎248-3200Ｆ248-
3202

Ｖ稲毛せんげん通りまつり

Ｊ7月14日㈰12：00～21：00・15日㈷ 
9：00～21：00

Ｂ稲毛せんげん通り（京成稲毛駅付
近）
稲毛せんげん通りまつりに伴う交通
規制
Ｊ7月14日㈰12：00～15日㈷23：00
Ｎ神社の周辺道路で大幅な交通規
制が実施されます。
Ｔ稲毛せんげん通りまつり実行委員
会☎080-4630-0500産業支援課Ｆ245-
5590（まつりに関すること）、千葉西
警察署☎277-0110地域安全課Ｆ245-
5637（交通規制に関すること）

Ｙ美浜マンスリークラシック

Ｊ7月17日、8月21日、9月18日の水曜
日15：00～17：00
Ｂ美浜文化ホール
Ｋ前売券（全席指定）＝2,300円、3
カ月通し券6,000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。通し
券は美浜文化ホールのみ
Ｔ美浜文化ホール☎270-5619Ｆ270-
5609

Ｙ幕張メッセ 
8つの迷路王国

Ｊ7月20日㈯～9月1日㈰9：30～16：30
（入場は16：00まで）
Ｎマジックミラー、レーザーなど8種
類の迷路を体験できます。
Ｋ前売券＝中学生以上1,500円、小学
生800円、3歳以上の就学前児500円
Ｔ8つの迷路王国☎297-8270（平日9：00
～17：00）Ｆ296-0529

Ｖ消防音楽隊 
「サマーコンサート」

Ｊ7月20日㈯10：30～11：30
Ｂ若葉文化ホール
Ｎ吹奏楽コンサート
Ｉ先着511人
ＭEメールで、ｊのほか参加人数を
明記して、市役所コールセンターＥ 
event@callcenter-chibacity.jp。
同センターへ☎245-4894、Ｆ248-
4894も可。

Ｗハーモニープラザ 
サマーフェスティバル

Ｊ7月20日㈯･21日㈰10：00～15：00

Ｎオリパラスポーツ交流会、防災起
震車体験、カブトムシ・スタンプラリ
ーなど
Ｔ市社会福祉事業団☎209-8815Ｆ
209-8819

Ｚ夏休み親子農政センター 
見学＆収穫体験

Ｊ7月27日㈯10：00～11：30
Ｈ19歳以下の子どもと保護者
Ｉ15組（1組5人まで）
Ｎナス、トマトなど夏野菜の収穫体
験など
Ｍ7月11日㈭までに電話で、農業経営
支援課☎228-6271。Ｆ228-3317（ｊ
を明記）、電子申請も可。

Ｖ人権問題講演会 
「ハラスメント最新情報」

Ｊ8月9日㈮13：20～16：00
Ｂ文化センター
Ｎ講師＝金子雅臣さん（職場のハラ
スメント研究所代表理事）
Ｉ500人
Ｃ手話通訳、要約筆記あり
Ｍ7月11日㈭必着。はがき（1通2人ま
で）にｊのほか、参加人数を明記し
て、〒260-8667千葉県健康福祉政策
課人権室へ。Ｆ222-9023、Ｅjinken@
mz.pref.chiba.lg.jpも可
Ｔ同課☎223-2348Ｆ前記または男女
共同参画課☎245-5060

Ｙキッズソフトテニス研修大会

Ｊ8月15日㈭10：00～15：00
Ｂ青葉の森スポーツプラザ庭球場
Ｎ講習会と練習試合
Ｈ小学生
Ｉ30人
Ｇラケット（貸し出しあり）、テニス
シューズ、昼食、飲み物
Ｋ600円
Ｃ雨天中止
Ｍ7月31日㈬までに電話で、市レディ
ースソフトテニス協会・小川さん☎
372-0337（FAX兼用）。FAXも可（ｊ
を明記）。

Ｗ難病講演会 
「難病と就労・年金について」

Ｊ8月21日㈬14：00～15：30
Ｂ総合保健医療センター
Ｈ就労中または就労を希望する難病
の方と家族など
Ｉ100人
Ｍ8月9日㈮までに、電子申請で。ｏ

（1通3人まで）にｊのほか、疾患名、
参加人数を明記して、〒260-0026中
央区千葉港2-1千葉市役所健康企画
課へ郵送も可。
Ｔ同課☎245-5229Ｆ245-5554

教室・講座

Ｖ動物保護指導センターの教室

①飼い犬のしつけ方教室
Ｊ7月11日㈭13：30～16：00
Ｉ先着20人

②猫の飼い方教室
　Ｊ7月25日㈭13：30～15：30
　Ｉ先着25人
Ｈ市内在住で、①犬・②猫を飼ってい
る方または飼う予定の方。①は、飼
っている場合、犬の登録が済んでい
ること。
③夏休み動物愛護教室
　Ｊ7月30日㈫13：30～16：00
Ｎ犬とのふれあいを通じて、動物

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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との関わり方などを学びます。
　Ｈ小学生と保護者　
　Ｉ先着10組20人
Ｍ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いのはな亭 
庭園文化講座

①まちの情景と建築～城郭～
Ｊ7月11日㈭13：30～15：30
Ｉ先着15人
Ｋ1,000円

②ヨーガとインド古典楽器シタール
の演奏～自分の内側に耳を澄ます時
間～
Ｊ7月30日㈫A10：30～12：00、B 
13：00～14：30
ＮAヨーガレッスン、Bシタール
演奏と交流会

　ＩA先着10人、B先着15人
　ＧAヨガマットまたはバスタオル
　Ｋ1,000円
Ｈ15歳以上の方　
Ｍ①6月11日㈫・②30日㈰から電話
で、㈱塚原緑地研究所☎279-8005
Ｔ同社☎前記Ｆ279-8142

Ｙ能楽体験講座

小鼓・太鼓・笛コース
Ｊ7月13日、8月3日、9月7日の土曜
日11：00～12：00。全3回

　Ｂ新宿公民館
謡曲コース　
Ｊ7月21日、8月18日、9月15日の日
曜日13：00～14：00。全3回

　Ｂ新宿公民館
仕舞コース
Ｊ7月27日㈯、8月24日㈯11：00～
12：00、9月21日㈯14：00～15：00。
全3回
Ｂ小中台公民館。9月21日は文化セ
ンター
Ｉ各15人
Ｃ10月5日㈯13：00～14：00開催の謡
曲大会で成果を発表します。
Ｍ7月12日㈮までにＥメールで、ｊを
明記して、市能楽連合会Ｅetuyojp 
@yahoo.co.jp。ｇを、〒264-0016
若葉区大宮町2880-248田中重昂方・
千葉市能楽連合会へ郵送、同会・田中
さんへ電話☎090-2433-1432も可
Ｔ同会・田中さん☎前記Ｆ262-9369

Ｗ夏季なぎなた教室

Ｊ7月15日㈷9：00～12：00
Ｂ新宿小学校体育館
Ｈ小学生以上の方
Ｉ50人
Ｇ雑巾1枚
Ｍ7月10日㈬必着。ｇにｊを明記し
て、〒261-0012美浜区磯辺1-29-10小
阿瀬方・なぎなた連盟へ。Ｆ279-5602
も可
Ｔ同連盟・今田さん☎247-3051、スポ
ーツ振興課☎245-5968Ｆ245-5994

Ｙ千葉ポートアリーナの教室

①キッズヒップホップダンス教室
Ｊ7月20日～8月31日の土曜日 
10：00～11：00。全7回

　Ｈ小学生　
　Ｉ25人
　Ｋ2,000円
②千葉ロッテマリーンズのOB選手
とボールで楽しもう
Ｊ8月21日㈬10：00～11：00、11：10
～12：10

　Ｈ5歳児～小学2年生と保護者
　Ｉ各30組60人

　Ｋ500円
Ｍ①7月10日㈬・②19日㈮必着。ｏ（①
1人1通、②1組1通）にｊのほか、②
は希望時間を明記して、〒260-0025
中央区問屋町1-20千葉ポートアリー
ナへ。Ｅport@chibacity.spo-sin.
or.jpも可
Ｔ同施設☎241-0006Ｆ241-0164

Ｗ小学生ボランティア講座 
「やってみよう！ボッチャ」

Ｊ7月17日㈬13：00～15：00
Ｂ療育センター
Ｎ障害のある方と、ボッチャを通し
て交流
Ｈ小学生
Ｉ先着20人（保護者も可）
Ｍ7月2日㈫から電話で、市ボランテ
ィアセンター☎209-8850
Ｔ同センター☎前記Ｆ312-2886。日
・月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日
も)、祝日休館

Ｗ市社会福祉研修センター 
社会福祉セミナー

Ｊ理学療法士の転倒予防体操＝7月
20日㈯9：55～12：00。終末医療と在宅
介護＝8月1日㈭9：55～12：00。終活に
関するお金のお話＝8月1日㈭13：25
～15：30
Ｉ各先着30人
Ｍ電話で、市社会福祉研修センター
☎209-8841。Ｆ312-2943・Ｅkensyuu-c 
@chiba-shakyo.jpも可（ｊを明記）。

Ｖ空家等に関するセミナー・相
談会

Ｊ7月20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＝建築・法律に関するこ
と。相談会＝建築・法律に関する相
談。講師・相談員は県建築士事務所協
会所属の建築士、県弁護士会所属の
弁護士
Ｉセミナー＝先着70人、相談会＝各
相談先着2組
Ｃ相談は1組30分
Ｍ電話で、住宅政策課☎245-5810。
Ｆ245-5795も可（ｊを明記）

Ｖマンション管理士による 
セミナー・相談会

Ｊ7月27日㈯13：00～16：00
Ｂ幕張コミュニティセンター
Ｎテーマ＝管理会社のサービスが向
上する委託契約見直しの方法、マン
ションの長寿命化のための合意形成
の進め方
Ｉセミナー＝先着40人、相談会＝先
着4組
Ｍ7月26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）。

Ｗことぶき大学校の講座

①陶芸交流講座「ランプシェードづ
くり」
Ｊ7月22日㈪・23日㈫、8月8日㈭ 
9：30～12：00。全3回
Ｈ小学4～6年生

②園芸交流講座「野菜の収穫体験」
Ｊ10月19日㈯9：20～11：40、12：40
～15：00

　Ｈ小学生
③ひらく・閉じる・日本美術
　Ｊ8月19日㈪13：30～15：30
④メディア健康報道の虚実（続編）
　Ｊ8月20日㈫10：00～12：00
⑤認知症予防・治療の最前線
　Ｊ8月20日㈫13：30～15：30
⑥心身の不調もスッキリ！？謎のクス

リ絵
　Ｊ8月21日㈬10：00～12：00
⑦ベランダでできるコンテナガーデ
ン
　Ｊ8月21日㈬13：30～15：30
⑧100年時代の人生設計
　Ｊ8月22日㈭10：00～12：00
⑨高齢者の糖尿病について
　Ｊ8月22日㈭13：30～15：30
⑩陶芸炭化焼成で茶香炉づくり
Ｊ8月26日㈪・27日㈫10：00～12：00。
全2回

⑪歩きが変わる・体が変わるウオー
キング講座
　Ｊ8月26日㈪13：30～15：30
⑫これだけは押さえたい老人ホーム
の選び方
　Ｊ8月27日㈫13：30～15：30
⑬絵画を読み解く・語る名画たち
　Ｊ8月28日㈬10：00～12：00
⑭初めての洋ランの育て方
　Ｊ8月28日㈬13：30～15：30
⑮令和～万葉集、蘭亭序を参照しな
がら～
　Ｊ8月29日㈭11：00～12：00
⑯正しい腸活できれい＆健康に！
　Ｊ8月29日㈭13：30～15：30
Ｂ①③～⑯ことぶき大学校、②富田
さとにわ農園
Ｉ①18人、②各25人、③～⑨⑫～⑯
60人、⑩24人、⑪30人
Ｋ①200円、②100円、③～⑨⑫～⑯
500円、⑩2,000円、⑪1,000円
Ｍ①②7月10日㈬・③～⑯31日㈬必
着。ｏにｊを明記して、〒260-0844
中央区千葉寺町1208-2ことぶき大学
校へ。Ｆ209-8829、Ｅkotobuki.
college@nifty.comも可
Ｔ同学校☎209-8827Ｆ前記

ランプシェードづくり

Ｖ小学生夏休み講座 
「お金って、たいせつ?」

Ｊ7月25日㈭9：30～11：30
Ｂ消費生活センター
Ｎ金銭感覚を身につけるため、お金
の仕組みなどを学びます。保護者向
けのおこづかい講座も
Ｈ小学1～3年生（保護者同伴）
Ｉ90人
Ｍ7月10日㈬必着。ｏにｊのほか、保
護者の参加人数を明記して、〒260-
0045中央区弁天1-25-1消費生活セン
ターへ。電子申請も可
Ｔ同センター☎207-3602Ｆ207-3111

Ｗ千葉大学市民公開講座 
「肝がん撲滅運動」

Ｊ7月27日㈯13：00～16：00
Ｂ千葉大学医学部本館1階第一講義室
Ｎ同大学消化器内科の専門医による
講演・医療相談会
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ同大学大学院医学研究院消化器内
科学☎226-2083Ｆ226-2088

Ｖ下水道教室

Ｊ7月26日㈮～29日㈪9：30～12：00
Ｂ南部浄化センター
Ｎ下水道に関するビデオ鑑賞・施設
の見学・実験など
Ｈ小学生と保護者　
Ｉ各80人

Ｍ7月10日㈬必着。ｏにｊのほか、参
加者全員の氏名、希望日（第2希望ま
で）、ビデオ鑑賞で座席に配慮が必要
な方はその旨を明記して、〒260-
8722千葉市役所下水道営業課へ
Ｔ同課☎245-5411Ｆ245-5614

Ｗ認知症介護講習会

Ｊ①7月27日㈯、②8月10日㈯。いず
れも、13：30～15：30
Ｂ文化センター
Ｎ①家族の認知症への気づき、早期
発見の方法。②認知症ケアパスの活
用法、認知症の基礎知識。
Ｈ認知症の方を介護している家族など
Ｉ各50人（介護家族優先）
Ｍ①7月12日㈮・②26日㈮必着。ｇに
ｊのほか、介護家族の場合はその旨
を明記して、〒260-0026中央区千葉
港4-3県社会福祉センター3階認知症
の人と家族の会へ。Ｆ204-8256も可
Ｔ同会☎204-8228（月・火・木曜日 
13：00～16：00）Ｆ前記または地域包
括ケア推進課☎245-5267

Ｗ認知症キッズワークショップ

Ｊ7月31日㈬9：00～15：00
Ｂこども交流館など
Ｎ認知症高齢者との交流（うどん作
り）など
Ｈ小学4～6年生
Ｉ先着10人
ＭFAXで、ｊを明記して、市認知症
疾患医療センターＦ226-2738。同セ
ンターへ電話☎226-2736も可
Ｔ同センター☎・Ｆ前記または地域
包括ケア推進課☎245-5267Ｆ245-
5293

Ｗ看護学生体験

Ｊ①7月29日㈪13：00～16：30、②30日
㈫9：00～12：00
Ｂ千葉医療センター附属千葉看護学
校
Ｎ同校の体験型模擬授業と医療部門
の見学
Ｈ①中学生、②小学5・6年生
Ｉ各30人
Ｍ7月10日㈬～24日㈬に電話で、同校
☎251-6669（平日9：00～16：00）
Ｔ同校☎前記Ｆ251-6695

Ｙ健康づくりスポーツ教室

Ｊ体幹トレーニング＝7月31日～9月
18日（8月14日、9月11日を除く）の
水曜日。格闘技エクササイズ＝8月 
1日～9月19日（8月15日、9月12日を
除く）の木曜日。いずれも、19：30～
20：30。各全6回。
Ｂ千葉ポートアリーナ
Ｈ18歳以上の方
Ｉ各25人
Ｋ1,500円
Ｍ7月15日㈷必着。ｏ（1人1通1教室）
にｊを明記して、〒260-0025中央区
問屋町1-20千葉市スポーツ協会へ。
Ｅsanka@chibacity.spo-sin.or.jp
も可
Ｔ同協会☎238-2380Ｆ203-8936

Ｚ都市緑化植物園 
夏休みわくわくコーナー

Ｊ①竹の風車作り＝8月2日㈮10：00
～16：00、②昆虫おもしろ教室＝8月3
日㈯10：00～12：00、③ひまわりのタ
ネで作るハリネズミ＝8月6日㈫10：00 
～16：00、④豆のタオルハンガー作り
＝8月8日㈭10：00～16：00
Ｉ ①③④先着10人、②先着30人（小

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
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学生以下は保護者同伴）
Ｋ①300円、③100円、④200円
Ｃ虫の標本展示なども。
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ同園☎2₆4-9559Ｆ2₆5-₆0₈₈。月曜
日（祝日の場合は翌日）休園

Ｙ稲毛ヨットハーバーの教室
ヨット入門コース

Ｊ₈月4日㈰9：30～15：30
Ｈ1₆歳以上の方
Ｉ先着10人
Ｋ5,000円
Ｃ荒天中止
Ｍ₇月1₇日㈬10：00から電話で、稲毛
ヨットハーバー☎2₇9-11₆0
Ｔ同施設☎前記Ｆ2₇9-15₇5。火曜日
休館

Ｖ救命講習会

①普通救命講習会
ＪＢ₈月₆日㈫・20日㈫13：30～ 
1₆：30＝救助救急センター。₈月₈日
㈭・11日㈷・15日㈭・22日㈭9：00～
12：00＝セーフティーちば。₈月9日
㈮9：00～12：00＝花見川消防署。 
₈月23日㈮13：30～1₆：30＝稲毛消
防署。

②普通救命講習会Ⅲ
　Ｊ₈月10日㈯ 9：00～12：00
Ｎ幼児・乳児に対する心配蘇生法

③WEB講習会
　Ｊ₈月22日㈭14：00～15：30
④上級救命講習会
Ｊ₈月31日㈯9：00～1₇：00
Ｋ1,000円

⑤上級救命再講習会
Ｊ₈月4日㈰9：00～12：00、21日㈬
13：30～1₆：30
Ｈ上級救命講習を修了した方

Ｂ②～⑤セーフティーちば
Ｉ①⑤各回先着10人、②③先着10人、
④先着20人
Ｍ電話で、防災普及公社☎24₈-5355。
同公社ｈからも可
Ｔ同公社☎前記Ｆ24₈-₇₇4₈

Ｚすずきまどか先生のeco実
験パフォーマンスショー

Ｊ₈月9日㈮13：30～15：00
Ｂ日本科学未来館（東京都江東区青
海2-3-₆）
Ｎ実験を交えた再生可能エネルギー
に関する講演
Ｈ小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
Ｉ300人
Ｍ₇月1₆日㈫までにEメールで、ｊの
ほか日中連絡先、参加者の氏名・年齢
を明記して、㈱JTB相模原支店Ｅ 

taiyo@jtb.com。Ｆ042-₇01-21₆1も可
Ｔ同社☎042-₇01-2153Ｆ前記

Ｗ認知症研修 
（事業管理者･介護基礎）

Ｊ①認知症対応型サービス事業管理
者研修＝₈月2₆日㈪･2₇日㈫9：00～
1₇：00。全2回。②認知症介護基礎研
修＝9月13日㈮9：00～1₇：00
Ｂ①県経営者会館（中央区千葉港
4-3）、②市社会福祉研修センター
Ｈ市内の介護保険施設･事業所の職
員。①は認知症介護実践者研修を修
了し、グループホームなどの管理者
になる予定のある方
Ｉ①30人、②50人（多数の場合選考）
Ｋ①₆,000円、②1,000円（テキストを
お持ちでない方は別途1,0₈0円）
Ｃ申請書は地域包括ケア推進課で配
布。ｈ（「千葉市　研修・説明会等」
で検索）から印刷も可
Ｍ₇月12日㈮必着。申請書を、〒2₆0-

₈₇22千葉市役所地域包括ケア推進課
へ。電子申請も可
Ｔ同課☎245-52₆₇Ｆ245-5293

ＶDV被害を受けた母子のため
の心理教育プログラム

Ｊ9月1日・15日・29日、10月13日・2₇
日、11月10日・24日、12月1日、来年
1月5日・19日、2月2日、3月1日の日曜
日13：30～15：30。全12回
Ｎ母親と子どもに分かれて行います。
Ｈ事前説明会に参加できる、配偶者
と別居中のDV被害を受けた女性と
子ども（小学1～3年生）
Ｉ₈組
事前説明会
　Ｊ₈月1₈日㈰13：30～15：30
Ｍ₇月2₆日㈮までに電話で、こども家
庭支援課☎245-51₇9。Ｆ245-5₆31も
可（ｊを明記）

Ｖ著作権セミナー

Ｊ9月1₈日㈬10：00～1₆：00
Ｂペリエ千葉₇階ペリエホール
Ｉ₇0人
Ｃ申込書は産業支援課で配布。ｈ

（「千葉市　著作権セミナー」で検索）
から印刷も可
Ｍ₇月31日㈬消印有効。申込書を、〒
2₆0-₈₇22千葉市役所産業支援課へ。
Ｆ245-5590、ｈからも可
Ｔ同課☎245-52₈4Ｆ前記

相　談

Ｖ社会保険労務士相談

Ｊ₇月1日㈪･1₆日㈫、₈月5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
Ｉ各相談先着5人
Ｃ電話相談不可
Ｍ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。日曜日、
祝日休業

Ｖちば司法書士総合相談セン
ター相談会

Ｊ₇月₆日～2₇日の土曜日10：00～ 
15：00
Ｂ司法書士会館（美浜区幸町2-2-1）
Ｎ相続、小額訴訟、借金など
Ｃ電話相談不可
Ｍ電話で、ちば司法書士総合相談セ
ンター☎204-₈333
Ｔ同センター☎前記Ｆ24₇-399₈。日
曜日、祝日休業

Ｖ行政書士による相続･遺言･
成年後見相談

ＪＢ₇月22日㈪＝若葉区役所。31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･北野さん
☎244-₈₈30Ｆ244-₈₈40

Ｖ心配ごと相談所の法律相談

Ｊ₇月1₈日㈭13：00～15：00
Ｎ弁護士による相談
Ｉ先着₆人
Ｃ裁判所で訴訟・調停中のもの、電話
相談は不可
Ｍ電話で、心配ごと相談所☎209-
₈₈₆0
Ｔ同相談所☎前記Ｆ312-2442

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
Ｊ₇月10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
Ｍ電話で、広報広聴課☎245-5₆09

特設法律相談
Ｊ₇月2₇日㈯13：00～1₆：00
Ｎ弁護士による相談
Ｉ1₆人
Ｃ1人20分｡ 裁判所で訴訟・調停中
のもの､ 電話相談は不可
Ｍ₇月1₈日㈭までに電話で、同課☎
前記｡ 電子申請も可。

Ｂ中央コミュニティセンター
Ｔ同課☎前記Ｆ245-5₇9₆

Ｖ分譲マンション相談・アドバ
イザー派遣

Ｊ₇月11日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建て替えに関する相談。₇月1₈日
㈭＝法律相談など。いずれも、13：30
～1₆：30
Ｂ中央コミュニティセンター
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
Ｍ前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎245-5₆90。Ｆ

245-5₆91も可（ｊを明記）
Ｔ住宅政策課☎245-5₈49Ｆ245-5₇95

Ｖ住宅増改築相談

Ｊ₇月12日㈮10：00～15：00
Ｂ区役所。中央区はきぼーる1階
Ｎ増改築や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建築相談

Ｊ₇月14日㈰10：00～15：00
Ｂ生涯学習センター
Ｎ建築士による住宅の設計、建築、
耐震診断などの相談
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 
相談と検査

面接・電話相談
Ｊ火曜日10：00～12：00、13：00～
1₆：00と₇月3日・1₇日・31日の水曜
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

検査
Ｊ₇月9日㈫・23日㈫14：00～15：00
Ｍ電話で、感染症対策課☎23₈-
99₇4 

Ｂ保健所
Ｃ匿名で受けられます。
Ｔ同課☎前記Ｆ23₈-9932

Ｗ不妊専門相談

Ｊ₇月10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

Ｗ女性のための健康相談

Ｊ₇月24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
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

Ｖ消費生活センター 
多重債務者特別相談

Ｊ₇月11日㈭・25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
Ｍ電話で、消費生活センター☎20₇-
3000
Ｔ同センター☎前記Ｆ20₇-3111

Ｗシニアのための 
就労個別相談会

Ｊ₇月2₆日㈮14：00～1₆：30
Ｂ稲毛保健福祉センター
Ｎ就労支援機関、求人企業との相談会
Ｉ先着30人
Ｍ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

募　集

Ｚランチ・ミーティングの参加
者

Ｊ₈月13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
Ｍ₇月11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子ども議会の傍聴希望者

Ｊ₇月24日㈬9：00～12：00
Ｂ市議会本会議場
Ｎ市内の小学生が議員となり、話し
合います。テーマ＝みんなが住み続
けたい千葉市にする
Ｉ先着30人
Ｃ定員を超えた場合は、テレビモニ
ターで視聴
Ｍ当日₈：15から議会棟1階ロビーで
受け付け
Ｔ教育指導課☎245-593₆Ｆ245-59₈9

Ｚ市職員

Ｈ中級＝1994年（平成₆年）4月2日～
2000年（平成12年）4月1日生まれの
方
初級＝199₈年（平成10年）4月2日～
2002年（平成14年）4月1日生まれの
方
民間企業等職務経験者（事務・技術）
＝19₆0年（昭和35年）4月2日～1991
年（平成3年）4月1日生まれで、民間
企業等での職務経験が直近10年中₆
年以上の方
資格免許職＝中級相当資格免許職の
保育士・栄養士・学校栄養職員・歯科
衛生士は19₈4年（昭和59年）4月2日
以降生まれ、看護師は19₆0年（昭和
35年）4月2日以降生まれで、資格免
許を有する方（取得見込みも可）
民間企業等職務経験者の保育士・獣
医師・薬剤師＝19₆0年（昭和35年） 

特に記載のない場合は、◦申し込みは１日から受け付け　◦応募多数の場合は抽選　◦対象は市内在住・在勤・在学の方　◦料金は無料
申込時に記載する必要事項は【15面】参照。
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4月₂日～1984年（昭和59年）4月1日
生まれで、資格免許を有し職務経験
の要件を満たす方
障害者＝1984年（昭和59年）4月₂日
～₂₀₀₂年（平成14年）4月1日生まれ
で、筆記試験日までに身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳または児童相談所などによる知
的障害者であることの判定書のいず
れかの交付を受けている方
Ｃ受験案内（申込書）配布場所＝市
人事委員会事務局、市役所1階案内、
市政情報室、区役所地域振興課、市
民センター・連絡所など。₇月5日㈮か
らｈ（「千葉市　職員募集」で検索）
でもご覧になれます。試験区分や受
験資格、採用予定人数など詳しくは、
受験案内（申込書）をご覧ください。
一次試験
ＪＢ中級・初級＝9月₂9日㈰、市立
稲毛高等学校
民間企業等職務経験者＝9月₂9日
㈰、市立千葉高等学校
障害者＝1₀月₂₀日㈰、中央コミュ
ニティセンター(予定)
Ｍ電子申請で、₇月₂₆日㈮9：₀₀～8月
1₃日㈫1₇：₀₀受信分有効。郵送の場合
は、₇月₂₆日㈮～8月₇日㈬消印有効。
申込書を、〒₂₆₀-8₇₂₂千葉市人事委
員会へ
Ｔ同委員会☎₂45-58₇₀Ｆ₂45-5889

Ｚ「ベンチャー・カップ
CHIBA」ビジネスプラン

応募資格
一般部門＝市内で1年以内に創業
予定の方、創業5年以内、創業年数
に関わらず新たな分野に進出後5
年以内の、市内に事業所を置いて
いる、または置く意思のある個人
事業者・中小企業者・特定非営利活
動法人など
学生部門＝ビジネスプランまたは
ビジネスアイデアを持つ高校・大
学生など

副賞
一般部門＝グランプリ5₀万円、AI
賞・アグリビジネス賞・ソーシャル
ビジネス賞各₂₀万円。優秀賞各1₀
万円（最大5件）
学生部門＝グランプリ1₀万円およ
びCHIBA-LABO（起業家育成支援
施設）1年間無料使用

発表会・表彰式
　Ｊ11月₂₀日㈬1₃：₃₀から(予定)
Ｂ三井ガーデンホテル千葉（中央
区中央1-11-1）
Ｍ8月1₆日㈮1₇：₀₀必着。申込書（産
業振興財団、産業支援課で配布。ｈ
「千葉市　ベンチャーカップ」から印
刷も可）を、〒₂₆₀-₀₀1₃中央区中央
₂-5-1千葉市産業振興財団へ。直接持
参も可
Ｔ同財団☎₂₀1-95₀4Ｆ₂₀1-95₀₇

Ｗ心の輪を広げる体験作文と
障害者週間のポスター

作文　
Ｎテーマ＝障害のある人とない人
との心のふれあいの体験
Ｈ小学生以上の方
Ｃ4₀₀字詰めのB4判縦書きの原稿
用紙を使用。小・中学生＝原稿用紙
₂～4枚程度、高校生以上の方＝原
稿用紙4～₆枚程度。

ポスター
Ｎテーマ＝障害のある人への理解
を促進する。規格＝B₃または四つ
切り（縦長で使用。標語その他の
文字の記載は不可。彩色画材は自
由）
　Ｈ小・中学生
Ｍ9月4日㈬必着。応募用紙（障害者

自立支援課で配布。同課ｈから印刷
も可）と作品を、〒₂₆₀-8₇₂₂千葉市
役所障害者自立支援課へ
Ｔ同課☎₂45-51₇5Ｆ₂45-5549

Ｚ自衛官

①航空学生、②一般曹候補生、③自
衛官候補生
Ｃ申込期限＝9月₆日㈮(③は随時申
し込み可)。応募資格、必要書類など
詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ自衛隊千葉募集案内所☎₂₂1-1₃₃₃
または区政推進課☎₂45-51₃₃Ｆ₂45-
555₀

Ｙ都市文化賞2019の作品

Ｈ景観まちづくり部門＝魅力ある景
観を創出している建築物（群）・工作
物など、景観向上のための活動や取
り組みの成果
景観広告部門＝魅力ある景観を創出
している広告物（看板）
建築文化部門＝₂₀1₆年以降に市内に
完成した建築物（増築・改築・リフォ
ームを含む）
Ｃ受賞者の決定＝来年₂月結果発表
推薦用紙配布場所＝都市計画課、建
築指導課、区役所地域振興課、市民
センター、コミュニティセンター、公
民館、市図書館で配布。ｈ（「千葉市
都市文化賞」で検索）から印刷も可
Ｍ9月₃₀日㈪必着。推薦用紙を都市計
画課Ｅkeikan@city.chiba.lg.jpへ。
〒₂₆₀-8₇₂₂千葉市役所都市計画課へ
郵送も可
Ｔ同課☎₂45-5₃₀₇Ｆ₂45-5₆₂₇

住民主体のまちづくり

Ｚ新規就農希望者研修受講者 

Ｊ来年1月～₂₀₂₂年₃月
Ｂ農政センター、市内農家など
Ｈ次の条件を全て満たす方
・�市内在住（見込み含む）の18歳～
₆1歳の方
・�研修修了後、すぐに市内で農業経
営を開始する方
・�農業後継者でなく、独立して就農
する方
・�市税の未納がない方
Ｉ5人（選考により決定）
Ｍ1₀月₃1日㈭までに、申込書(農政セ
ンター農業経営支援課、農政課、区
役所地域振興課、千葉農業事務所、
千葉みらい農業協同組合市内各店で
配布)を農業経営支援課へ直接持参
Ｔ同課☎₂₂8-₆₂₇₃Ｆ₂₂8-₃₃1₇

Ｗ千葉いのちの電話 
ボランティア相談員

Ｈ₂₀歳以上で、基礎研修講座の各課
程を原則全て出席し、宿泊研修に参

加できる方
Ｋ5₂,₀₀₀円
Ｃ研修期間＝9月～₂₀₂1年₂月
Ｍ電話で、千葉いのちの電話事務局
☎₂₂₂-441₆(平日9：₀₀～1₇：₀₀)。Ｆ
₂₂₇-₆911も可（ｊを明記）

Ｚ市政出前講座

Ｊ来年₃月₃1日㈫までの平日1₀：₀₀～
₂1：₀₀の1時間程度
Ｎ職員が集会などに出向き、政策や
制度など（テーマ集から選択）の説
明や、意見交換
Ｈ会場の用意ができる₂₀人以上の団体
Ｃ土・日曜日、祝日の開催は要事前相
談。テーマ集・申込書配布場所＝広報
広聴課、区役所地域振興課、公民館。
ｈ「千葉市　市政出前講座」から印
刷も可
Ｍ開催希望日の1カ月前必着。申込書
を、〒₂₆₀-8₇₂₂千葉市役所広報広聴
課へ。区役所地域振興課へ直接持参、
Ｆ₂45-5₇9₆、電子申請も可
Ｔ同課☎₂45-5₂98Ｆ前記

お知らせ

Ｙジェフユナイテッド千葉試
合日程・ホームゲームに招待

₇月にフクダ電子アリーナで行われ
るジェフユナイテッド千葉の試合日
程をお知らせします。

日程 開始時間 対戦チーム
₇/₂₀㈯ 18：₀₀ アビスパ福岡
　₂₇㈯ 18：₀₀ 横浜FC

フクダシートプレゼント
フクダ電子㈱がフクダ電子アリー
ナで行われるホームゲームに招待
します。席はコーナー自由席。
Ｊ8月1₀日㈯18：₀₀開始・対愛媛
FC、₂4日㈯18：₀₀開始・対ヴァンフ
ォーレ甲府
Ｈ小・中学生と市内在住の保護者
Ｉ各4₀組8₀人
Ｃ当選者には試合日のおおむね1
週間前までに入場券を発送
Ｍ₇月1₂日㈮必着。ｇに保護者の氏
名（フリガナ）・住所・電話番号、子
どもの氏名（フリガナ）・学年、試
合名を明記して、〒₂₆₀-8₇₂₂千葉
市役所観光MICE企画課「フク�
ダシートプレゼント」係へ。
Ｅhometown@city.chiba.lg.jpも可
Ｔ観光MICE企画課☎₂45-589₇Ｆ
₂45-5₆₆9

Ｚ原爆死没者慰霊式典

Ｊ₇月1₇日㈬1₃：₀₀～15：₀₀
Ｂ県文化会館小ホール
Ｔ県原爆被爆者友愛会☎₂5₃-₇₇₆8
（FAX兼用）

Ｚ「がん検診等のご案内」に 
誤りがありました

5月にがん検診受診対象者に送付し
ました「₂₀19年度がん検診等のご案
内」₂ページの中で、前立腺がん検診
の対象年齢の記載に誤りがありまし
た。正しくは、5₀歳以上の5歳刻みの
年齢です。訂正してお詫びします。
Ｔ健康支援課☎₂₃8-99₃₀Ｆ₂₃8-994₆

Ｚ産業廃棄物最終処分場拡大
に関する申請書の縦覧

計画地＝緑区大木戸町119₇-15ほか
縦覧期間＝₇月1₇日㈬まで
縦覧場所＝産業廃棄物指導課、緑区
役所地域振興課

なお、₇月₃1日㈬までに、意見書を提
出することができます。
提出方法＝〒₂₆₀-8₇₂₂千葉市役所産
業廃棄物指導課へ郵送。Ｆ₂45-5₆89、
Ｅsangyohaikibutsu.ENR@city.
chiba.lg.jpも可
Ｔ同課☎₂45-5₆8₃Ｆ前記

Ｚサマージャンボ宝くじが販
売されます！

Ｊ₇月₂日㈫～8月₂日㈮
Ｋ1枚₃₀₀円
Ｎ当せん金＝1等5億円、1等前後賞各
1億円ほか
Ｃ抽せん日＝8月14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

Ｚ千葉都市計画の決定・変更に
関する都市計画説明会

Ｊ₇月₂₇日㈯1₀：₀₀～1₂：₀₀
Ｂ中央コミュニティセンター8階
Ｎ①第一種市街地再開発事業（決定）
新千葉₂・₃地区。②高度利用地区（変
更）新千葉₂・₃地区。いずれも、中央
区新千葉₂丁目の一部
Ｃ資料は、₇月1₂日㈮から都市計画課
で配布。ｈ(「都市計画説明会」で検
索)から印刷も可。当日直接会場へ
Ｔ同課☎₂45-5₃₀4Ｆ₂45-5₆₂₇

Ｚ千葉市ふるさと応援寄附金

千葉市を応援したいという皆さんの
気持ちを、「千葉市ふるさと応援寄附
金」として広く受け付けています。
寄附金の使い道は、多彩なメニュー
から指定することができます。寄附
を通じて、まちづくりに参加してみ
ませんか。₂₀18年度寄附金額＝約
5,1₃4万円。
使い道の例＝ZOZOマリンスタジ
アムの充実、ひとり親家庭の子ども
のための教育支援
申込方法など詳しくは、お問い合わ
せください。ｈ「千葉市　ふるさと
応援寄附金」で検索
Ｔ資金課☎₂45-5₀₇8Ｆ₂45-55₃5

Ｙ千葉あそび2019夏号を配布

季刊の無料誌「千葉あそび（₂₀19夏
号）」を、₇月1₂日㈮から配布。₇月₂₀日
㈯～9月₃₀日㈪に、海辺や里山などで
体験できるプランを紹介します。
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。ｈ（「千葉あそび」
で検索）でもご覧になれます。
Ｔ観光プロモーション課☎₂45-5₀₆₆
Ｆ₂45-5₃₃4

Ｚ大気汚染状況5月分

Ｎ市内の測定局で測定した5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

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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特に記載のない場合は、◦申し込みは１日から受け付け　◦応募多数の場合は抽選　◦対象は市内在住・在勤・在学の方　◦料金は無料
申込時に記載する必要事項は【15面】参照。

施　設

催し名 日時・対象・定員など
①プラネタリウム新番組「星
空散歩～七夕の星たち～」

7/1㈪から
Ｉ各回先着200人　Ｃ投影日時など詳しくはｈ

②大人が楽しむ科学教室「日
本近海の海底資源」

7/6㈯10：30～12：00
Ｈ高校生以上の方　Ｉ先着50人

③夏の特別展
「入門！きぼーる忍者道場～
科学の力で修行の巻～」

7/13㈯～9/1㈰9：00～17：00
Ｋ大人700円、高校生450円、小・中学生250円

④大人が楽しむ科学教室
「地球からのギフト」

7/14㈰13：30～15：00
Ｈ小学生以上の方　Ｉ先着40人

⑤「かがく探検隊」千葉市科
学館2019サマースクール

7/16㈫～8/30㈮
Ｃ講座内容など詳しくはお問い合わせください。

⑥プラネタリウム新番組「名探
偵コナン　探偵たちの星月夜」

7/21㈰から
Ｉ各回先着200人　Ｃ投影日時など詳しくはｈ

⑦プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ」

7/26㈮・27㈯19：00～19：45　Ｉ各先着200人
Ｋ高校生以上800円、小・中学生300円

⑧押し花で作る万華鏡
7/31㈬、8/1㈭・20㈫13：00～14：00、15：00～16：00
Ｉ各回先着20人　Ｋ1,000円
Ｃ未就学前児保護者同伴

⑨きぼーる星空観察会 8/7㈬・13㈫・18㈰・28㈬19：30～21：00
Ｉ各50人　Ｃ中学生以下は保護者同伴

科学館 ☎308-0511 Ｆ308-0520　7/8㈪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

生涯学習センター
Ｍ①～④当日直接会場へ（開始時間の30分前から受け付け）。⑤～⑫7/16㈫、⑬⑭
7/31㈬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

講座名 日時・対象・定員など
①月曜名画座「BALLAD名
もなき恋のうた」

7/1㈪10：00～12：15、14：00～16：15
Ｉ各先着300人

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

中
央

葛城公民館
☎222-8554
Ｆ222-1453

歴史講座「大名行列
にみる格式～佐倉藩
堀田家を事例に」

7/18㈭13：30～15：00 
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

新宿公民館
☎243-4343
Ｆ243-3972

豊かな人生を送るた
めの終活

7/16㈫・23㈫10：00～12：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

末広公民館
☎264-1842
Ｆ264-3746

ひらめき科学工作教
室

①7/18㈭9：30～11：30、②7/19㈮9：30～
11：30、③13：30～15：30
Ｈ①②小学1～3年生、③小学4～6年生　
Ｉ各先着12人　Ｋ500円
Ｍ7/4㈭から電話で

世界で一つの勾玉と
組みひも作りにチャ
レンジ！

7/22㈪13：30～16：30
Ｈ小学4～6年生　Ｉ先着16人　Ｋ500円
Ｍ7/4㈭から電話で

みんなで楽しくけん
玉教室

7/22～8/5の月曜日9：30～11：30　全3回
Ｈ小学1～6年生　Ｉ先着20人
Ｍ7/5㈮から電話で

科学実験教室～火薬
を使わない線香花火
を作ろう～

7/23㈫①9：30～10：30、②10：45～11：45、
③13：30～14：30、④14：45～16：15
Ｈ①～③小学4年～中学生、④小学4年～
中学生と保護者　Ｉ①～③各先着9人、④
先着3組　Ｋ1人150円
Ｍ7/5㈮から電話で

星久喜公民館
☎266-4392
Ｆ266-4981

今日からすっきりキッ
チン収納術

8/19㈪10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

松ケ丘公民館
☎261-5990
Ｆ263-9280

相続セミナー

7/14㈰セミナー=13：00～15：00、相談= 
15：00～17：00
Ｈ成人　Ｉセミナー=先着30人、相談=
先着5組10人
Ｃ相談は1組20分程度　Ｍ電話で

宮崎公民館
☎263-5934
Ｆ263-4904

アイドル体験教室
8/3㈯・10㈯9：30～14：00　全2回
Ｈ小学4～6年生　Ｉ先着10人
Ｋ500円　Ｍ7/2㈫から電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
Ｆ271-6994

パソコン講座
「エクセル＆ワード
で年賀状作り」

7/17㈬・18㈭9：00～16：00　全2回
Ｈ文字入力ができる成人　Ｉ先着10人　
Ｋ1,200円
Ｍ7/2㈫から電話で

検見川公民館
☎271-8220
Ｆ271-9319

親子で一緒に遊ぶリ
トミック教室

7/10㈬・23㈫10：00～12：00　全2回
Ｈ1歳6カ月～3歳児と保護者
Ｉ先着15組30人　Ｋ1組100円
Ｍ7/2㈫から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
Ｆ259-6431

藍染め体験講座
「ストールを素敵に
染めましょう」

7/26㈮9：30～12：00 
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ1,000円
Ｍ7/5㈮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

講座名 日時・対象・定員など

②親子アニメ上映会
7/13㈯①10：00～11：00、②14：00～14：40
Ｎ①レオ・レオニ「スイミー」ほか、②昭和の16ミリ
アニメーション　Ｉ各先着65人

③木曜名画座「命のビザ」 7/18㈭ 10：00～11：55、14：00～15：55　
Ｉ各先着300人

④夏休みこども上映会
7/31㈬①10：30～11：35、②14：00～14：50 
Ｎ①ダンボ、②忍たま乱太郎の宇宙大冒険 
Ｉ各先着300人

⑤千葉市ものしり検定 7/29㈪9：30～15：30、7/30㈫9：30～12：00　
Ｈ小学3年～中学3年生　Ｉ各50人

⑥デジタルビデオ編集講座
7/29～8/19の月曜日13：30～16：30　全4回　
Ｈパソコンの基本操作ができる中学生以上の方
Ｉ10人

⑦Win10でデジカメ画像
を楽しもう

8/2～23の金曜日10：00～12：00　全4回
Ｈ文字入力ができる方　Ｉ20人　Ｇデジタルカメラ

⑧micro：bitで楽しいプロ
グラミング入門

8/4㈰10：00～12：00
Ｈ小学4年生以上の方　Ｉ10人

⑨パソコンで万華鏡模様の
下じきをつくろう

8/6㈫9：30～12：00、13：30～16：00
Ｈ小学3～6年生　Ｉ各20人

⑩市民自主企画パソコン講
座「親子でスクラッチ入門」

8/8㈭・9㈮14：00～16：00　全2回
Ｈ小学4年生以上の子どもと保護者
Ｉ10組20人　Ｋ1組600円

⑪ワードでお絵描き入門 8/10～31の土曜日10：00～12：00　全4回
Ｈワード使用経験がある方　Ｉ20人

⑫カンタン！ビデオにチャ
レンジ

8/18㈰10：00～16：30
Ｈ小学4～6年生　Ｉ9人

⑬夏休み残り2週間、科学工
夫工作にチャレンジ！

8/18㈰①9：30～11：30、②12：30～14：00、③14：30～ 
16：00
Ｈ①小学5・6年生、②小学1・2年生、③小学3・4年生
Ｉ各20人

⑭親子でエコ・クッキング 8/20㈫10：30～13：00
Ｈ小学生と保護者　Ｉ12組24人　Ｋ1組500円

Ｍ②④⑧電話で同館へ。①④⑥当日直接会場へ。⑦同館ミュージアムショップで
チケット購入。⑤⑨7/7㈰、7/20㈯必着。ｏに希望日と参加者全員（5人まで）の
ｊを明記して、〒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。ｏにｊを明記して同施設へ

講座・イベント名 日時・対象・定員

交流カフェ 「かふぇきがーる」 7/8㈪・25㈭17：00～19：00　 
Ｈ中学～高校生　Ｉ各先着24人

おやこ工作
「とび出るくんを作ろう！」

7/16㈫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

なかよし工房Aクラス
「ピコピコくんを作ろう！」

7/21㈰14：00～16：00　 
Ｈ小学～高校生　Ｉ先着16人

夏休み宿題教室 7/26㈮・27㈯9：30～11：30、13：00～15：30 
Ｈ小学生　Ｉ各回先着10人

おはなし会「なつの絵本」 7/27㈯14：00～14：30、15：00～15：30 
Ｈ小学生以下の子ども

オープン工房
「うごく水族館を作ろう！」

7/29㈪14：00～16：00
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ先着20人

オープンキッチン
「夏だ！パフェをつくろう！」

7/30㈫10：30～11：30、12：30～13：30 
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ各先着25人

Ｃ就学前児は保護者同伴
Ｍ当日直接会場へ

☎202-1504 Ｆ202-1503　7/2㈫･9㈫休館子ども交流館

催し名 日時・対象・料金
①花と光の芸術
ハーバリウム入門

7/20㈯13：30～15：30
Ｈ16歳以上の方　Ｋ2,000円

②科学工作
「サマーチャレンジA」

7/23㈫･24㈬10：00～12：00　全2回
Ｈ小学1･2年生　Ｋ500円

③科学工作
「サマーチャレンジB」

7/23㈫13：30～15：30、25㈭10：00～12：00　全2回
Ｈ小学3･4年生　Ｋ800円

④科学工作
「サマーチャレンジC」

7/24㈬･25㈭13：30～15：30　全2回
Ｈ小学5･6年生　Ｋ1000円

⑤オリジナルマイバッグをつ
くろう

7/26(金)13：30～15：30
Ｈ小学3～6年生　Ｋ600円

⑥始めよう！ガーデニング～
さし木の実際～

7/27㈯13：30～15：30
Ｈ16歳以上の方　

⑦ねんどとLEDですてきなラ
ンプをつくろう

8/3㈯13：30～15：30
Ｈ小学生　Ｋ500円

Ｉ各先着20人
Ｍ①⑥7/2㈫、⑤⑦7/9㈫から電話で。②～④7/13㈯必着。ｏにｊのほか、学校名、
保護者の氏名（フリガナ）を明記して、〒260-0841中央区白旗1-3-16南部青少年
センターへ

☎264-8995 Ｆ268-1032　月曜日、祝日休館南部青少年センター
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Ｊ＝日程・時間　Ｂ＝場所　Ｎ＝内容　Ｈ＝対象　Ｉ＝定員　Ｇ＝持ち物　Ｋ＝料金　Ｃ＝備考
Ｍ＝申込方法　Ｔ＝問い合わせ　ｇ＝はがき　ｏ＝往復はがき　ｈ＝ホームページ　ｊ＝必要事項

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

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

こてはし台公民館
☎250-7977
Ｆ250-1992

こてはし台学 
①健康寿命を延ばす 
②歯の健康と予防

①7/21㈰、②8/1㈭10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ各先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
Ｆ286-6469

パソコンで暑中見舞
いを作ろう「ワード
＆エクセル」

7/25㈭・26㈮9：00～16：00　全2回
Ｈ文字入力ができる成人　Ｉ10人
Ｋ1200円　Ｍ7/10㈬必着。ｏにｊを明記
して、〒262-0014花見川区さつきが丘
1-32-4さつきが丘公民館へ

長作公民館
☎258-1919
Ｆ286-6449

パソコン教室
「ワードとエクセル
で年賀状をつくる」

7/30㈫～8/2㈮9：00～12：00　全4回
Ｈ文字入力ができる成人　Ｉ先着10人　
Ｋ1,200円　Ｍ7/2㈫から電話で

花見川公民館
☎257-2756
Ｆ286-0185

竹細工教室
「竹の箸をつくろう」

7/10㈬10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ500円
Ｍ7/2㈫から直接来館（料金持参）

夏休み子ども教室
「スポーツ吹矢」

7/30㈫・31㈬10：00～12：00　全2回
Ｈ小学3～6年生　Ｉ先着20人　Ｋ110円
Ｍ7/2㈫から直接来館（料金持参）

幕張公民館
☎273-7522
Ｆ273-6185

声を楽しむワークシ
ョップ「音読・朗読の
すすめ」

7/21㈰10：00～11：30
Ｈ女性　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

幕張本郷公民館
☎271-6301
Ｆ271-0881

パン作り教室 
超初心者編

7/17㈬10：30～13：30
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ600円
Ｍ電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
Ｆ243-3962

シニアのためのスマ
ートホン講座 
－基礎編・応用編－

7/9㈫・10㈬10：00～12：00　全2回
Ｈ60歳以上の方　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

草野公民館
☎287-3791
Ｆ287-3672

タブレットで脳トレ
体験！

7/22㈪10：00～12：00
Ｈ60歳以上の方　Ｉ先着30人
Ｍ7/2㈫から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
Ｆ247-1931

くろすな夏の音楽会
8/4㈰14：00～16：00
Ｉ先着30人
Ｍ当日直接来館

小中台公民館
☎251-6616
Ｆ256-6179

パソコン講座「エク
セル入門」

8/6㈫～9㈮9：00～12：00　全4回
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ1,200円
Ｍ7/2㈫から電話で

山王公民館
☎421-1121
Ｆ423-0359

郷土史講座 
「室町期の千葉氏の
動向」

8/31㈯13：20～15：00 
Ｈ成人　Ｉ先着30人
Ｍ7/2㈫から電話で

千草台公民館
☎255-3032
Ｆ255-3682

吟詠体験講座
7/7～8/4（7/21を除く）の日曜日13：00～
15：00　全4回　Ｈ成人　Ｉ先着10人
Ｍ7/2㈫から電話で

都賀公民館
☎251-7670
Ｆ284-0627

オートクチュールビ
ーズ刺繍ジュエリー
教室

7/19㈮・26㈮13：30～15：30　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着15人　Ｋ3,000円
Ｍ7/2㈫から直接来館（料金持参）

ベビーリトミック教
室～親子でスキンシ
ップ～

7/11㈭・25㈭10：00～12：00　全2回
Ｈ1歳～1歳8カ月程度の幼児と保護者
Ｉ先着10組20人　Ｃ1歳以上の就学前児
を対象に託児あり（Ｉ先着5人）
Ｍ7/2㈫から電話で

行政書士が教える
「納得の生前対策・認
知症対策」

8/3㈯10：00～12：00 
Ｈ成人　Ｉ先着30人
Ｍ7/2㈫から電話で

轟公民館
☎251-7998
Ｆ285-6301

健康体操講座「ゆる
ゆる緩めて夏に負け
ないからだ作り」

7/17㈬、8/7㈬10：00～12：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
Ｆ286-6442

パパ・ママ救急法講
座

7/13㈯10：00～12：00　Ｈ成人　Ｉ先着20
人　Ｃ就学前児を対象に託児あり（Ｉ20人）
Ｍ7/2㈫から電話で

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
Ｆ265-6948

ガス管をリサイクル
してキーホルダーづ
くり

7/26㈮10：00～11：30
Ｈ小学生　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

めだかの学校～メダ
カを楽しく飼うため
に～

7/27㈯10：00～12：00
Ｈ小学生　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

加曽利公民館
☎232-5182
Ｆ232-6408

特別史跡「加曽利貝
塚入門編」

7/27㈯10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着30人
Ｍ7/2㈫から電話で

桜木公民館
☎234-1171
Ｆ234-1172

夏休みこどもチャレ
ンジ～自然と昆虫に
親しむ～

7/18㈭10：00～11：30　
Ｈ小学生　Ｉ先着20人
Ｍ7/6㈯から電話で

夏休みこどもお話会
・映画会

7/31㈬10：00～11：30
Ｈ小学生　Ｉ先着50人
Ｍ7/6㈯から電話で

夏休みこども教室～
ガス管でキーホルダ
ーを作ろう～

8/1㈭14：00～15：30
Ｈ小学生（1・2年生は保護者同伴） 
Ｉ先着20人　Ｍ7/6㈯から直接来館

更科公民館
☎239-0507
Ｆ239-0569

シニアライフ講座
「高齢者向け施設に
ついて」

7/20㈯10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着30人
Ｍ7/2㈫から電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
Ｆ254-3135

シニアのための若返
り教室

7/23㈫10：00～12：00
Ｈ60歳以上の方　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

若
葉

若松公民館
☎231-7991
Ｆ231-0798

夏休みの宿題はバッ
チリ！「坂月川親子
自然教室」

7/20㈯、8/24㈯13：30～15：30　全2回
Ｈ小学1～6年生と保護者
Ｉ先着8組16人
Ｍ7/2㈫から電話で

緑

越智公民館
☎294-6971
Ｆ294-1931

身近な布で作る「フ
ァスナーポケット付
きバッグ」

7/18㈭・25㈭10：00～12：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着15人
Ｍ7/2㈫から電話で

土気公民館
☎294-0049
Ｆ294-4233

千葉県文書館講座
「江戸時代の村と百
姓」

8/7㈬10：00～12：00　
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

美
浜

稲浜公民館
☎247-8555
Ｆ238-4176

プロの教える美味し
いコーヒーの淹れ方
講座

7/18㈭10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ100円
Ｍ7/2㈫から電話で

打瀬公民館
☎296-5100
Ｆ296-5566

夏休み体験教室「勾
玉をつくろう」

7/28㈰10：00～12：00
Ｈ小学4～6年生　Ｉ先着24人　Ｋ300円
Ｍ7/2㈫から直接来館

夏休み体験教室 
「夏休み科学工作教
室」

7/24㈬10：30～12：00
Ｈ小学3～6年生　Ｉ先着24人　Ｋ200円
Ｍ7/2㈫から直接来館

高浜公民館
☎248-7500
Ｆ248-6851

スクエアダンスで楽
しく運動と脳トレ

7/13・20、8/3の土曜日10：00～12：00
全3回　Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ7/2㈫から電話で

お肌いきいき美容教
室「健康な肌と若見
えメイク」

7/18㈭10：00～11：30
Ｈ女性　Ｉ先着20人　Ｋ300円
Ｍ7/2㈫から電話で

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

7/ 1㈪
8㈪

16㈫

松ケ丘公民館
星久喜公民館
松ケ丘公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

花
見
川

10㈬
24㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

1㈪
8㈪

19㈮

都賀公民館
小中台公民館
緑が丘公民館

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

7⊘11㈭
25㈭

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑 3㈬
8㈪

おゆみ野公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 4㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

月曜日（みずほハスの花図書館を除く。祝日の場合は翌日）、祝日
（みずほハスの花図書館を含む分館）、第3木曜日休館

Ｍ①②7/6㈯、⑦7/23㈫必着。ｏにｊを明記して、各館へ。⑧7/2㈫から、⑤7/12
㈮、④7/13㈯、⑥⑨7/15㈷、③7/24㈬までに電話で。①～④⑥⑦⑨電子申請も可。
夏イベント

こども一日図書館員～やってみよう図書館の仕事～
Ｍ①～③⑤7/9㈫、⑥7/10㈬、④7/15㈷必着。ｏにｊを明記して、各館へ。電子
申請も可。

図書館

図書館名・日時・定員など
中央図書館 〒260-0045中央区弁天3-7-7 ☎287-3980 Ｆ287-4074
①親子図書館探検ツア
ー

7/25㈭・26㈮、8/1㈭10：00～12：00 
Ｈ小学生と保護者　Ｉ各日20人

②子ども読書講座 7/27㈯13：30～15：00　Ｈ小学3年生以上の方  Ｉ80人
Ｃ講師＝盛口満さん（沖縄大学学長）

みやこ図書館 〒260-0001中央区都町3-11-3 ☎233-8333 Ｆ234-4187
③テレイドスコープを
作ろう！

8/22㈭14：00～15：00
Ｈ小学生　Ｉ24人

花見川図書館 〒262-0005花見川区こてはし台5-9-7
☎250-2851 Ｆ250-2853

④科学あそびの部屋
「発泡入浴剤作り」

8/8㈭10：00～10：40、11：00～11：40　 
Ｈ小学生　Ｉ各回20人

稲毛図書館 〒263-0043稲毛区小仲台5-1-1 ☎254-1845 Ｆ284-4795
⑤夏休みお楽しみ教室 8/24㈯10：00～11：00   Ｈ小学生　Ｉ先着24人
若葉図書館 〒264-0004若葉区千城台西2-1-1 ☎237-9361 Ｆ237-5163

⑥小学生かんたん工作 7/31㈬、8/7㈬10：00～12：00
Ｈ小学生　Ｉ各日10人

緑図書館 〒266-0031緑区おゆみ野3-15-2 ☎293-5080 Ｆ293-5100

⑦勾玉づくり 8/8㈭10：00～12：00、14：00～16：00　Ｈ小学生（1～3年生
は保護者同伴)　Ｉ各回20人　Ｋ200円

緑図書館
あすみが丘分館 〒267-0066緑区あすみが丘7-2-4 ☎295-0200 Ｆ295-0219

⑧世界に一つだけの風
鈴を作ってみよう

8/15㈭10：00～11：30
Ｈ小学1～3年生　Ｉ先着20人

美浜図書館 〒261-0004美浜区高洲3-12-1 ☎277-3003 Ｆ278-4303
⑨おもしろ算数と絵本
の会

7/31㈬10：00～11：30
Ｈ小学生　Ｉ30人

図書館名・日時・定員など
みやこ図書館 〒260-0001都町3-11-3 ☎233-8333 Ｆ234-4187
①7/25㈭9：30～12：00、13：30～16：00　Ｈ小学3年生　Ｉ各回6人
花見川図書館 〒262-0005こてはし台5-9-7 ☎250-2851 Ｆ250-2853
②7/24㈬・25㈭10：00～11：00、14：00～15：00　Ｈ小学3年生　Ｉ各回4人
稲毛図書館 〒263-0043小仲台5-1-1 ☎254-1845 Ｆ284-4795
③7/31㈬、8/1㈭10：00～12：00　Ｈ小学3年生　Ｉ各日10人　
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特に記載のない場合は、◦申し込みは１日から受け付け　◦応募多数の場合は抽選　◦対象は市内在住・在勤・在学の方　◦料金は無料
申込時に記載する必要事項は【15面】参照。

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
Ｍ当日直接会場へ
催しなど

催し・講座・展示名など 日時・定員・料金
花とリボンのときめきビューティフルタイム 7/2㈫～7㈰
押し花展「花・満開」 7/9㈫～15㈷
子どもアドベンチャーゲーム 7/13㈯～9/1㈰　Ｋ100円
植物企画「つる植物展」 7/13㈯～9/8㈰
写真展「明峰富士に魅せられて」 7/17㈬～21㈰
写真展「花と風景」 7/23㈫～28㈰

夏休み体験教室「工作バイキング」 7/24㈬～27㈯、8/21㈬～24㈯11：00
～15：00　Ｉ各先着20人　Ｋ300円

植物企画「食虫植物展」 7/30㈫～8/4㈰
フラワーカレッジ参加者募集
Ｈ②④小学生と保護者、③小学生（3年生以下は保護者同伴）、⑤小学3～6年生（3
年生は保護者同伴）
Ｍ7/10日㈬消印有効。ｏ（1通1人1講座）にｊを明記して、〒261-0003美浜区高浜
7-2-4三陽メディアフラワーミュージアムへ。Ｅhanabi-event@worldparkjp.
comも可。

花工房の利用者募集
Ｎ収容人数40人。体験教室や講習会などに利用できます。
Ｋ9：30～12：00＝1,380円、13：00～16：30＝1,850円、9：30～16：30＝3,230円
Ｍｈ(「千葉市施設予約システム」で検索)から

教室名 日時･定員･料金
①食虫植物観察教室 7/31㈬10：00～12：00　Ｉ20人　Ｋ500円

②陶芸講座　葉っぱの形のお皿を作ろう 8/2㈮10：00～12：00　
Ｉ18組36人　Ｋ1組2,000円

③木の実のデコレーションボックス 8/6㈫10：00～12：00　
Ｉ20人　Ｋ1,200円

④夏の花をスケッチしてみよう 8/8㈭10：00～12：00
Ｉ15組30人　Ｋ1組100円

⑤ステンドグラスで作るアイキャッチ 8/20㈫10：00～12：00　
Ｉ15人　Ｋ1,500円

図書館名・日時・定員など
若葉図書館 〒264-0004若葉区千城台西2-1-1 ☎237-9361 Ｆ237-5163
④7/24㈬10：00～12：00、14：00～16：00　Ｈ小学3年生　Ｉ各回4人
緑図書館 〒266-0031緑区おゆみ野3-15-2 ☎293-5080 Ｆ293-5100
⑤7/24㈬10：00～12：00、14：00～16：00　Ｈ小学3年生　Ｉ各回10人
美浜図書館 〒261-0004美浜区高洲3-12-1 ☎277-3003 Ｆ278-4303
⑥7/24㈬･25㈭9：30～12：00、13：30～16：00　Ｈ小学3年生　Ｉ各回4人
夏の親子おはなし会
当日直接会場へ。時間・対象・定員など詳しくは、お問い合わせください。

図書館名 日程 電話番号 図書館名 日程 電話番号
中央図書館 7/20㈯ 287-3980 若葉図書館 7/26㈮ 237-9361
みやこ図書館 8/ 6㈫ 233-8333 西都賀分館 7/24㈬ 254-8681
白旗分館 8/21㈬ 264-8566 泉分館 7/27㈯ 228-2982
花見川図書館 7/19㈮ 250-2851 緑図書館 7/19㈮ 293-5080
花見川団地分館 7/20㈯ 250-5111 あすみが丘分館 7/24㈬ 295-0200
みずほハスの花図書館 7/20㈯ 275-6330 打瀬分館 7/25㈭ 272-4646
稲毛図書館 7/12㈮ 254-1845

ふるさと農園 ☎257-9981 Ｆ258-1024 月曜日（祝日の場合翌日）休園

Ｈ①②④⑤⑥小学生と保護者
Ｍ7/8㈪必着。ｏ（1講座1人･1組1通）にｊを明記して、〒262-0011花見川区三角
町656-3千葉市ふるさと農園へ。同園ｈからも可

講座・教室名 日時・定員・料金
①竹細工作りにチャレンジ 7/20㈯9：30～12：00　Ｉ12組24人　Ｋ1組500円
②親子でうどん作りにチャレンジ 7/21㈰9：30～14：00　Ｉ12組24人　Ｋ1組1,500円
③料理教室「太巻き祭りずし

（桃の花）」 7/26㈮9：30～13：00　Ｉ24人　Ｋ1,500円

④竹笛作りにチャレンジ 7/27㈯9：30～12：00　Ｉ12組24人　Ｋ1組500円
⑤親子でパン作りにチャレンジ 7/28㈰9：30～14：00　Ｉ12組24人　Ｋ1組1,500円

⑥子ども昆虫講座 8/3㈯14：00～15：30　Ｉ20組40人
Ｋ1組500円（カブト虫1匹付き）

男女共同参画センター
Ｍ①②⑤⑦事前に料金持参の上、同センターへ。③④⑥⑧Eメールで、ｊのほか、
③⑧で託児希望の場合は子どもの氏名（フリガナ）・年齢を明記して、同センター
Ｅsankaku@f-cp.jp。電話も可。

☎209-8771 Ｆ209-8776　月曜日・祝日休館

いきいきプラザ・センター
Ｈ①～⑨⑪～⑲市内在住の方（①②⑥⑦⑨～⑪⑭～⑯⑲60歳以上、③～⑤小学生
以上（保護者も可）、⑧⑬小学生と保護者、⑫50歳以上、⑰小・中学生、⑱小・中
学生、60歳以上）
Ｍ①～⑨⑪～⑯⑲7/1㈪9：30、⑰⑱7/13㈯から、催しの前日までに電話・FAXで、
各プラザ・センターへ。⑩当日直接会場へ

催し名 日時・定員など
中央いきいきプラザ ☎209-9000 Ｆ209-9006
①筋肉・関節が硬くなることを予防し
よう 7/8㈪13：30～14：30　Ｉ先着40人

②歴史講演会「観応の擾乱」 7/27㈯13：30～15：30　Ｉ先着70人

③バルーンアートを楽しもう 7/28㈰10：00～11：30
Ｉ先着15人　Ｋ100円　

④クラフトバンドでアニマルかご作り 7/30㈫9：30～11：30
Ｉ先着15人　Ｋ500円　

⑤UVレジンでアクセサリー作り 8/1㈭9：30～11：30　Ｉ先着16人
Ｋ500円　Ｃ小学3年生以下は保護者同伴

蘇我いきいきセンター ☎264-6966 Ｆ264-6967
⑥夏の歌声集会 7/14㈰13：30～15：00　Ｉ先着50人　
⑦相続の基本と遺言状の書き方 7/29㈪10：00～12：00　Ｉ先着30人
花見川いきいきプラザ ☎216-0080 Ｆ216-0083

⑧夏休み親子陶芸教室 7/25㈭､ 8/21㈬10：00～12：00　全2回
Ｉ先着12組　Ｋ1組800円

稲毛いきいきプラザ ☎242-8005 Ｆ242-8175
⑨男性合唱団による懐かしの愛唱歌 7/27㈯13：30～15：00　Ｉ先着80人

⑩健康フェスティバル 7/28㈰10：00～11：30、13：30～15：00
Ｎ骨密度、血管年齢、健康相談など

⑪転倒予防について 7/29㈪13：30～14：30　Ｉ先着30人
若葉いきいきプラザ ☎228-5010 Ｆ228-8956
⑫50歳からの人生設計～わかりやすい
後見制度と家族信託～

7/21㈰10：00～12：00
Ｉ先着30人

⑬夏休みこども陶芸教室 7/21㈰、8/4㈰13：30～15：30　全2回
Ｉ先着30人　Ｋ200円

都賀いきいきセンター ☎232-4771 Ｆ232-4773
⑭生活習慣病と免疫力アップの食事に
ついて 7/31㈬10：00～11：30　Ｉ先着40人

緑いきいきプラザ ☎300-1313 Ｆ300-1511
⑮夏の落語会 7/15㈷13：30～15：00　Ｉ先着50人
美浜いきいきプラザ ☎270-1800 Ｆ270-1811

⑯骨密度測定会 8/3㈯10：00～15：00
Ｉ先着200人（30分毎に25人)

⑰夏休み「陶芸教室」 8/6㈫・20㈫10：00～12：00　全2回
Ｉ先着28人　Ｋ300円

⑱バンダナの藍染め 8/7㈬10：00～12：00　Ｉ各先着10人　
Ｋ213円

真砂いきいきセンター ☎278-9641 Ｆ278-9642

⑲血管年齢測定会 7/29㈪9：30～11：30､ 13：00～15：00
Ｎ血管年齢、健康相談　Ｉ各先着40人

千葉競輪場 公営事業事務所
☎251-7111 Ｆ255-9909

レース日程（場外）

催し・講座名 日時・場所・対象・定員
①親子deスイーツ粘土にチャレ
ンジ！

7/20㈯10：30～12：00　Ｈ小学1～3年生と保護者
Ｉ先着24組　Ｋ1組1,000円

②加賀美名誉館長特別講座「生
きる力を読み解く！とことん徒
然草」

7/24、8/28、9/25、10/23、11/27の水曜日
14：00～16：00　全5回
Ｉ先着45人　Ｋ2,500円

③開館20周年記念フォーラムプ
レ講座「働き方とジェンダー」

①7/27㈯13：30～15：30、②8/31㈯14：30～16：30
Ｎ①アンペイドワークの「見える化」、②ニッポ
ンの働くリアル　全2回　Ｉ各先着20人

催し・講座名 日時・場所・対象・定員

④小学生のための心を育てるア
ンガーマネジメント講座

7/31㈬①13：30～14：20、②14：50～15：50
Ｂ南部青少年センター　Ｈ①小学1・2年生、②小
学3～6年生　Ｉ各先着20人

⑤カジメン活躍講座「パパとい
っしょにハワイアン料理」

8/18㈰10：00～12：30　Ｈ小学1～3年生と父親
Ｉ先着12組24人　Ｋ1組1,500円

⑥しごと応援ゼミⅣ 「知りた
い！働く私の味方になる法律」

8/21㈬18：30～20：30
Ｂ文化センター　Ｉ先着20人

⑦開館20周年記念事業「親子de
クラシックコンサート」

8/24㈯11：00～12：00 　Ｉ先着160人
Ｋ1,000円（0歳児無料）

⑧女性のための健康講座「自分
で決める！からだのことも、ラ
イフプランも」

8/24、9/7･21の土曜日10：00～12：00　全3回 
Ｈ女性
Ｉ各先着20人　

②③⑧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）

レース名 日程
静岡（FⅡ） 7/ 1㈪　　　
玉野（FⅠ）西日本カッ
プ 1㈪～ 3㈬

宇都宮（FⅠ） 1㈪～ 3㈬
小松島（GⅢ） 4㈭～ 7㈰
武雄（FⅡ）モーニング 5㈮～ 7㈰
富山（FⅠ） 5㈮～ 7㈰
奈良（FⅠ） 9㈫・10㈬
弥彦（FⅡ） 9㈫～11㈭
防府（FⅠ） 10㈬～12㈮
千葉（FⅠ）ジャパンカ
ップin川崎 13㈯～15㈷

小松島（FⅠ） 13㈯～15㈷

レース名 日程
サマーナイトフェスティ
バル別府（GⅡ） 7/13㈯～15㈷

名古屋（FⅠ） 16㈫～18㈭
和歌山（FⅠ） 17㈬～19㈮
宇都宮（FⅠ） 20㈯～22㈪
大垣（GⅢ） 20㈯～23㈫
小田原（FⅡ） 21㈰～23㈫
奈良（FⅠ） 25㈭・26㈮
川崎（FⅠ）ナイター 25㈭～27㈯
弥彦（GⅢ） 25㈭～28㈰
静岡（FⅡ） 27㈯～29㈪
高松（FⅠ） 28㈰～30㈫
立川（FⅠ） 29㈪～31㈬
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（仮称）千葉市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
　生産緑地法の一部改正を踏まえ、市街化区域内の緑地機能の保全や、
良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地地区の面積要件を300平
方メートルに引き下げる条例（案）を作成しました。
　ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせください。
案　の　公　表　7月1日㈪
案 の 公 表 場 所　�都市計画課、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　7月1日㈪～8月1日㈭
意見の提出方法　郵送または直接持参、FAX、Eメールで。
市の考えの公表　�8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。
Ｔ都市計画課�☎245-5349�Ｆ245-5627
　Ｅkeikaku.URU@city.chiba.lg.jp

パブリックコメント手続

WEBアンケート

附属機関の委員を募集
　廃棄物の減量および適正処理を推進するため設置している、廃棄物
減量等推進審議会の委員を募集します。
　任　　期　10月1日から2年間
　開催予定　年1～4回程度
　応募資格　市内在住で18歳以上の方
　　　　　　＊�市の議員・職員または他の附属機関の公募委員の方は

申し込めません。
　募集人数　男女各1人　　報　　酬　規定により支給
　小論文テーマ　�ごみを減らすために私がしていること、したいこと（800

字以内）
　応募方法　�8月2日㈮消印有効。A4判用紙に必要事項のほか、性別、

職業を明記し、小論文を添付して、〒260-8722千葉市
役所廃棄物対策課へ郵送または直接持参。FAX、Eメー
ルも可。

　選考方法　書類および面接により選考。結果は全員に通知。
Ｔ廃棄物対策課�☎245-5236�Ｆ245-5624
　Ｅhaikibutsutaisaku.ENR@city.chiba.lg.jp

　スナメリやナマズ、コアジサシの生態についての講演を行います。
　日　時　�7月27日㈯13：00～15：00（12：30受付）
　会　場　�県立中央博物館　　定　員　�当日先着60人
Ｔ環境保全課�☎245-5195�Ｆ245-5553　

自然保護講習会

水辺の動物って面白い！  

千葉空襲写真パネル展
　空襲の被害状況のほか、戦前・戦後の市民生活、戦災復興の様子、広島・長
崎の被爆などに関する写真パネルを展示します。

日程 会場
7月��1日㈪～　��11日㈭ きぼーる
　����2日㈫～　��10日㈬（土、日曜日を除く） 区役所（中央区を除く）
　��13日㈯～　��23日㈫（22日㈪を除く） 生涯学習センター
　��24日㈬～8月��1日㈭ ワンズモール
8月��2日㈮～　��12日 中央コミュニティセンター
　��13日㈫～　��19日㈪ そごう千葉店地階
　��20日㈫～　��29日㈭ フレスポ稲毛
平和啓発パンフレット配布
　戦時中から戦後の復興への歩み、千葉空襲の状況、戦跡などを掲載した平
和啓発パンフレット「考えよう平和の大切さ」を配布します。
　配布場所　パネル展会場【上表】、市役所1階案内
平和アニメ上映・戦災体験講話会
　アニメ映画「ガラスのうさぎ」の上映と千葉空襲の戦災体験者によるお話
の会を開催します。
　日　　時　�7月20日㈯9：45～12：15（開場9：30）
　会　　場　�生涯学習センター　　定　　員　�先着70人
　申込方法　�7月19日㈮17：00までに電話で、市民総務課へ。FAX、Eメー

ルも可（必要事項のほか、参加人数を明記）。

考えよう平和の大切さ
　千葉市は、1945年6月と7月の2度にわたる大空襲により、大きな被害を受
けました。
　しかし、戦後の困窮の中から市民の英知とたゆまぬ努力により、復興への道
を歩み始め、現在の千葉市の礎を築きました。
　戦争の悲惨さと復興への努力の記憶は、決してなくしてはならないものであ
り、永く後世に語り継いでいかなければなりません。
　この機会に、平和の大切さについて改めて考えてみませんか。

気球連隊第一格納庫

市上空を飛ぶ B29の編隊
千葉市空襲を記録する会　提供

戦時中の千葉市
　1908年に交通兵旅団と鉄道連
隊第二大隊が椿森に移転して以
来、陸軍歩兵学校や気球連隊など
多くの陸軍施設が、現在の中央区
や稲毛区に集積し、その総面積は
約462ヘクタールに及びました。
　跡地は現在、学校や公園、公共
施設などに利用されています。
千葉空襲
　1945年6月10日と7月7日に、
アメリカ軍による大きな空襲を受
けました。
　6月10日の空襲では、日立航空
機千葉工場（現在の中央区川崎町）
などが被害を受け、死傷者391
人、被災戸数415戸、被災面積は
26ヘクタールに及びました。
　7月7日の空襲では、中心市街地の大部分が焼き尽くされ、被
害は、死傷者1,204人、被災戸数8,489戸、被災面積205ヘク
タールに及びました。
　2度の空襲で、中心市街地の約7割が焼け野原になりました。
Ｔ市民総務課�☎245-5153�Ｆ245-5155�Ｅsomu.CIC@city.chiba.lg.jp

平和都市宣言記念像 編集担当W

市は、1989年に平
和都市を宣言し、
2009年には平和
首長会議に加入す
るなど、平和のた
めの取り組みを行
っています。

　7月1日㈪～10日㈬、ホームページ上でWEBアンケートを行ってい
ます。今月のテーマは、「駐輪場の利用」「自転車走行環境の整備」「森
林環境譲与税の活用」です。
　ちばシティポイントの対象となるほか、抽選で、動物公園の施設利
用券などをプレゼントします。
　アンケート参加方法など詳しくは、 千葉市　WEBアンケート

Ｔ広報広聴課�☎245-5609�Ｆ245-5796
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千葉を
知る

二、時を超え、情熱が咲かせた奇跡の花

日直  ショウガラゴ動 物 公 園 日 誌
　ぼく、ショウガラゴって言うんだ！ 名前
だけ聞くと、どんな動物かわからないかな
ぁ？よくリスとまちがえられちゃうけど、
ぼくはサルの仲間なんだ！ 動きがとって
もすばやくて、強い後ろ足のおかげで、自
分の体の10倍以上の高さをジャンプする
こともできるんだよ
　チャームポイントは、大きな目と耳かな♥

目は大きいだけじゃなくてキラキラしているように
見えるでしょ？これはね、暗闇の中でもよく見える
ように、光を反射する鏡のようなものが目の中にあ
るからなんだぁ！ 耳は、音だけでエサとなる虫がい
る場所がわかるくらいよく聞こえるんだよ！ あれ
れ、なんだかじまんばっかりになっちゃった（汗)

　実はね、ぼくがごきげんなのは、最近うれしいことがあったからな
んだぁ～！ ぼくはミルワームっていう、こん虫の幼虫が大好物なんだ
けど、3倍くらい大きいジャンボミルワームを飼育員さんがくれたん
だ～！ なんでかわからないけど、これからも良い子でいたら、またも
らえるかなぁ？

Ｔ動物公園 ☎252-1111 Ｆ255-7116

ショウガラゴがZOO-1グランプリの覇者に！

　6月中旬～7月上旬、早朝にだけ花開くオオガハスをひと目見よう
と、早朝から千葉公園は多くの市民で賑わっています。今や市の花
として知られ、ハス池に咲き並ぶ美しい光景は名物ですが、市民の
努力がなければ存在しなかった奇跡の花なのです。
　きっかけは、戦争で物資が乏しい時代、東京大学検見川厚生農場
（花見川区朝日ケ丘町）の地下に眠る泥炭を燃料として採掘している
際に、縄文時代の丸木舟などが発掘されたこと。出土品の中にハス
の果

か

托
たく

を見かけた植物学者の大賀一郎博士は、「ここを掘れば古代の
ハスの実が出るはずだ」と声を上げました。

　長年、古代ハスを追い求めてきた博士の
情熱は人々の心を打ちました。1951年3
月、地元の小・中学生など多くの人の協力
を得て発掘調査が始まりましたが、広大な
敷地から小さなハスの実を見つけるのは
至難の業。成果もなく1カ月が過ぎ、明日

が最終日という、誰もがあきらめかけていたそ
の日の夕刻。深い層の泥をふるいにかけていた
中学生が、ハスの実を発見したのです。
　約2千年もの間、眠っていた幻の生命。博士の
情熱と、協力を惜しまなかったみんなの努力が
実を結びました。翌年、ハスは見事に花開き、博
士の名を冠してオオガハスと命名されました。
Ｔ都市アイデンティティ推進課☎245-5660Ｆ245-5476

開いたハスと大賀博士

　次世代のスター候補を発掘するため、来
園者がイチオシ動物に投票するZOO-1グ
ランプリを開催しました。
　1位に輝いた、ラブリーアイことショウ
ガラゴには、特別なエサがプレゼントされ
ました！
　　　　1位　ラブリーアイ（ショウガラゴ）　　　　   693票
　　　　2位　ダムショクニン（アメリカビーバー）　  476票
　　　　3位　オッサンボクサー（オオカンガルー）　  461票

Tokyo ２０２０
関連情報

ZOO-1
トップ3

Ｔオリンピック・パラリンピック振興課
　☎245-5295 Ｆ245-5299

� NPO法人アワーズ美
び

助
すけ

っ人
と

クラブ
　私たちは、外国人観光客にプレゼ
ントするため、日本の伝統文化であ
る折り紙でコマを作る活動を行って
います。日本の遊びや、ものづくり
の精神を知ってもらうためにはコマ
がいいのでは、と思い立ちました。昨
年の夏に海浜幕張で行われたソフト
ボールの世界大会で実際にプレゼントしたところ、色使いや細工
がきれいだと喜んでもらえて、こちらもとてもうれしく思いまし
た。東京2020大会までに、3万個用意しようと張り切っています。

　いよいよ来夏にせまった東京2020オリンピック・パラリンピ
ック。市内でもレスリングなど７競技が行われます。
　今回は、大会を機に千葉市を訪れる外国人へのおもてなしを行
う市民グループの活動をご紹介します。

　市では、東京2020大会に向け、大会を盛り上げる活動、おも
てなし、市の魅力発信などのアイデアを募集しています。
　詳しくは、 千のおもてなしプロジェクト　

Ｔチーム千葉ボランティアネットワーク（㈱オニオン新聞社内）
　☎050-5811-1558（平日12:00～18:00）

折り紙で日本の心を伝える
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