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　自分の住んでいる地域で犯罪が増えたと感じる県民は約33%に対し、減ったと
感じる県民は約4%にとどまることが県の世論調査で明らかになりました。
　皆さんは犯罪が増えていると思いますか、減っていると思いますか？
　毎日のように凶悪犯罪の報道に触れ、増えていると思う方が多いかもしれませんが、実際には、
千葉市の刑法犯認知件数は2009年が約18,400件、2018年が約8,400件と、この10年で半分以
下に減っています。また、凶悪犯罪は約90件から約50件と、着実に減少しています。
　これは県警を中心に、防犯パトロールなど地域の方々のご努力、防犯カメラ設置等の市の取り組
み等による成果が着実に出ていることを示しており、関係の皆さまのご尽力に感謝申し上げます。
　他にも、この10年間で、少年犯罪は約920件から約160件に、交通事故は約4,300件から約
2,900件と、大幅に減少しています。
　もちろん、犯罪や交通事故に巻き込まれる方を一人でも少なくするため、緊張感を持って、た
ゆみない努力を今後も続けていく必要があります。多くの分野で昔に比べ改善が進んでいますが、
悪化している分野が無いわけではありません。
　しかし、私たちの社会は確実に前進している、そして前進させるのは私たち一人ひとりの努力
にかかっているということを改めてお伝えし、その輪の中に一人でも多くの方に参画していただ
きたいと思い、統計データを紹介しました。
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C o n t e n t s

千葉市役所 ☎043-245-5111（大代表）
〒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　 （令和元年7月1日現在）
人口  980,019人  前月（6月）比 251人増

（男 486,539人　女 493,480人）
世帯数 440,459世帯  面積 271.77㎢
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2 特集 2019年（令和元年）8月号ちば市政だより

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！

　千葉市の真夏の風物詩、第44回千葉の親子三代夏祭りを開催します。家族や友達と楽しめる
催しがいっぱいです。ぜひ、お越しください。

　詳しくは、 親子三代夏祭り　

　日時　前夜祭　8月17日㈯11：00～20：00
　　　　本祭り　　  18日㈰13：00～20：15　いずれも、荒天中止
　会場　中央公園周辺
　　　　＊本祭り当日、会場周辺で交通規制を行いますので、ご注意ください。

中央公園
　ダンスやバンドの演奏
などのステージイベン
ト、夏祭り屋台広場

中央公園ステージ
❶12：30～18：30
　開会セレモニー

（13：00から）
のほか、ダンス、演
奏、太鼓など

ストリートステージ
❷13：00～16：15
　 「踊」＝踊りやダンスパ

フォーマンス
❸13：30～18：10
　「奏」＝歌唱や演奏など

❹13：15～17：50
　「夏」＝カバーバンドの演奏
❺13：40～18：20
　 「和」＝太鼓などの和をイメ

ージしたパフォーマンス

❻13：30～16：00
「闘」=千葉市を拠
点に活動している
プロレス団体によ
るプロレス

みんなの広場
❼13：00～16：00
　バザー
や輪投げ
など

ひまわり総選挙
❽13：00から
　市内保育所な
どの子どもたち
が育てたひまわ
りに投票（投票
券は先着300
人）

武者行列・パレード
❾13：30～14：30
　武者行列、消防音楽隊など。いよ
いよ1年後にせまった東京2020オ
リンピック・パラリンピックのPR隊
も登場します。

千葉氏コーナー
�13：30～19：00
　千葉氏ゆかりの5市
町による名物の販売や
流鏑馬体験など

通町公園
�14：00～18：20
　武者行列の馬と記念
撮影、よさこい鳴子踊
りの公開練習など

よさこい鳴子踊り
�14：30～15：30 
�17：00～18：15
　彩り豊かな衣装をまとい、
ダイナミックに踊ります。

みこし･山車
�15：30～18：00
　みこしと山車が、
豪快･盛大に街を練
り歩きます。

大綱引き
�17：00～18：00
　重さ 1 トン長さ
150mの大綱は大迫
力です。

親子三代千葉おどり
�18：40～20：00
　太鼓のリズムに合わせて、街を踊
り歩きます。千葉神社などで、事前
に踊りの練習もできます。

会場図

会場周辺のバス運行のお知らせ
　18日㈰は交通規制に伴い、会場周辺のバスの運行に変更があ
ります。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。
・ 次のバス停が利用できないため、迂回して運行します。

・C-bus(シーバス)運休

Ｔ千葉市を美しくする会事務局（市民自治推進課内）☎245-5138 Ｆ245-5665
　祭り実施本部 ☎223-1920（18日㈰10：30～20：45）　市役所コールセンター ☎245-4894

バス会社名 利用できないバス停
ちばシティバス 千葉銀行中央支店、広小路
京成バス 千葉銀行中央支店
千葉内陸バス 千葉銀行中央支店、院内町、東税務署前

• 火縄銃演武
　ｔ11：00～11：30　Ｂ郷土博物館
　Ｔ郷土博物館 ☎222-8231 Ｆ225-7106
• 夏のおもしろ科学工作教室
　ｔ13：00～16：00　Ｂきぼーるアトリウム
• 美術館で縁日気分!!　ｔ13：00～16：00　Ｂ市美術館さや堂ホール
　Ｔ市美術館 ☎221-2311 Ｆ221-2316

関
連
イ
ベ
ン
ト

• J：COM「生放送!! みんなで踊ろう! 千葉の親子三代夏祭り」
　8月18日㈰13：00～14：30生放送
•  チバテレ「第44回千葉の親子三代夏祭り」
　8月24日㈯21：00～21：30放送

テ
レ
ビ
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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

　男女が家庭での役割を負担し合うようになれば、その分女性が社会に参画しやすくなります。女性の負担が
軽くなることで、子どもを産みたい、育てたいという思いを実現しやすくなることも期待されています。こう
した背景から今、男性が積極的に子育てすることが求められているのです。

　男性の1日の育児への参加時間は欧米
諸国と比べて短く、育児休暇も取得する
男性はまだまだ少ないのが現状です。

パパスクール
　子どもとの遊び方や、パートナーとの協力に関する講座です。
Ｊ�9月29日㈰・10月27日㈰10：00～12：00、11月17日㈰・12月15日㈰

10：00～11：30　全4回
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｈ�市内在住で就学前の子どもを持つ父親（11月17日は子ども、12月

15日は家族の同伴も可）
Ｉ先着30人　＊9月29日、10月27日は、託児あり（人数制限あり）
Ｍ�8月1日㈭9：00からEメールで、必要事項のほか、子どもの年齢を明記

して、幼保支援課Ｅshien.CFC@city.chiba.lg.jpへ。電話・FAXも可。
　内容など詳しくは、 千葉市　パパスクール　

子育てひろばで、男性保育士と一緒にパパと遊ぼう
　市の男性保育士が、パパと子どもが体を目いっぱい使って、親子で
触れ合うための遊び講座を行います。申込方法など詳しくは、各施設
へお問い合わせください。

イクメンハンドブックの配布
　出産準備から子どもとの遊び方まで、具体的に紹介
する冊子を母子健康手帳と一緒に配布しています。

日程 会場 電話
10月19日㈯ 幕張本郷・子育てリラックス館 276-7481
10月26日㈯ 子育てひろば・うたせ 273-6646
11月10日㈰ 子育て支援館 201-6000
11月16日㈯ 千城台・子育てリラックス館 236-6662

来年1月25日㈯ 高洲・子育てリラックス館 279-3009
来年2月8日㈯ 花見川・子育てリラックス館 215-2346

◦父親の役割について考える良い機会になりました。
◦�ほかの父親たちと子育てに関する悩みを共有できました。

利用者の声

◦�自分ひとりだけでの子育てを経験したことで、子育
ての大変さを実感しました。
◦�会社で仕事をするよりも大変でしたが、生涯忘れら
れない貴重な経験となりました。

利用者の声

みんなどのくらい
育児できているの
かな？

どうして、男性の
子育てが重要視さ
れているの？

お父さん、オムツ替えてますか？
男性が子育てをして楽しいまちへ

市はさまざまな形で、男性の子育てを支援していますうちのパパにも
できるかな？

　近年、女性の就業率が上昇し、仕事と家庭の両立のために男性が育児
に関わる必要性が高まっています。このため、市では男性が子育てをし
て楽しいまちづくりを目指し、男性の育児を支援しています。子どもの
成長を見守り、子育てを楽しむために、パートナーと一緒に育児につい
て考えてみませんか？
Ｔ幼保支援課 ☎245-5105 Ｆ245-5629

男性の１日の育児へ
の参加時間

日　　本　49分
アメリカ　80分
イギリス　60分

（内閣府 男女共同参画白書令和元年度版より）
（厚生労働省 平成30年度

雇用均等基本調査より）

6.16％
男性の育児休暇取得率

　僕はパパたちがもっと育児に時間をかけら
れるようになるといいと思ってるんだ。その
ためには、男性育児に対するまち全体の意識
が変わらなきゃいけないよね。みんなも、子
育てを頑張るパパたちを応援してね。

　子育ては期間限定のお楽しみです。せっかくのか
わいいわが子を育てる機会を、母親だけに任せて、
逃してしまうのはもったいないと思いませんか。子
どもが大きくなるのはあっという間ですよ。後悔し
ないように、今から育児に積極的に関わりましょう。

み
ん
な
へ
の

�

お
願
い

お
わ
り
に

子どもともっと楽しく関わりたい方には…

育休がとりにくい方には…

ほかにもさまざまな支援をしています。
詳しくは、幼保支援課へお問い合わせください。

男性の育児休業取得促進奨励金
　市内の中小企業などに勤務する男性とその企業の事業主に対し、
奨励金を支給します。
　Ｈ次のすべての要件を満たす育児休業取得者
　　◦3歳未満の子どもをもつ市内在住の男性
　　◦市内の中小企業（300人以下）に勤務
　　◦連続する10日以上の育児休業を取得
　　◦職場復帰後1カ月以上勤務　
　　【上記】育児休業取得者の雇用主のうち要件を満たす事業主
　支給額　育児休業取得者＝5万円　事業主＝20万円
　対象要件や申込方法など詳しくは、 千葉市　男性の育児休業　
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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

8/25㈰開催

九都県市合同防災訓練千葉市会場
　千葉市直下地震を想定し、九都県市合同防災訓練を実施します。この訓練は、大地震などの甚大な災害発
生に備え、九都県市の連携強化を図るとともに、市民の防災･減災意識を高めることを目的としています。
　訓練は自由に見学できますので、ぜひ会場にお越しください。この機会に防災について学びましょう。

千葉市主会場
　排水栓を活用した市民による初期消火訓練、消防ヘリコプターによ
る救出･救護訓練など、実践的な訓練を行います。炊き出しの試食や地
震体験ができる起震車のほか、消防車などの展示や子ども用消防服の
試着などができる展示･体験コーナーもあります。
　日　　時　8月25日㈰9：30～11：30
　　　　　　（展示・体験コーナーは9：00～12：00）
　会　　場　市役所
＊�市役所駐車場は使用できないため、公共交通機関をご利用ください。
　市役所周辺にお住まいの方には、大型車両の通行やヘリコプターの
騒音などご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

各区重点訓練会場
　避難者の受け入れ訓練や訓練指導員に
よる生活支援技術の指導など、実践的な
避難所開設･運営訓練を行います。
　避難所の開設･運営は、発災後速やか
に行う必要があり、特に発災後3日間は、
生きるために必要なことを自分たちで行
う必要があります。
　日　　時　8月25日㈰9：00～12：00
　会　　場　�生浜小学校、犢橋中学校、宮野木スポーツセンター、大

宮公民館、土気小学校、幸町第一中学校

避難者の受け入れ訓練

千葉市シェイクアウト訓練～千葉市いっせい防災訓練～
　千葉市シェイクアウト訓練は、だれでも・どこでもできる、地震から
身を守る「安全行動の1-2-3」を約1分間行う訓練です。
　日　　時　9月3日㈫9：30から
　訓練方法　�防災行政無線（広報無線）とちばし安全・安心メール(要

事前登録)で、訓練地震情報を放送・配信しますので、訓
練を行ってください。なお、参加者を把握するため、参
加表明の登録をお願いします。

　詳しくは、 千葉市シェイクアウト訓練　

＊�当日訓練に参加できない場合は、防災週間（8月30日～9月5日）に
各自で行ってください（訓練地震情報の放送・配信はありません）。

参加表明の登録方法
　9月5日㈭17：00まで
に、ホームペ
ージから登録

ちばし安全･安心メールへの登録方法
　entry@chiba-an.jpへ空メールを
送信し、自動で返信される
メールに記載のURL（登録
用ホームページ）から登録

効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議 提供安全行動の1-2-3

Ｔ防災対策課�☎245-5113�Ｆ245-5552

桜木霊園 返還墓地使用者の募集
　再整備が完了した、返還墓地の使用者を募集します。
　区画面積、募集区画数など

　申込資格　次の条件を全て満たす方
　　◦市内に住所を有し、1年以上継続して居住している方
　　◦焼骨（分骨不可）を所持し、祭祀を主宰する方
　　◦�桜木霊園、平和公園（納骨堂を除く）の墓地の使用許可を受け

ていない方
　　◦�焼骨との続柄が、配偶者、二親等内の血族、または千葉市パー

トナーシップ宣誓をしている方
　申 込方法　8月19日㈪～9月9日㈪消印有効。申込みのしおり（19
日から桜木霊園･平和公園管理事務所、生活衛生課、区役所地域振
興課で配布）に添付の申込書を、〒264-0028若葉区桜木1-38-1
桜木霊園管理事務所へ郵送。電子申請も可（8月19日8：30～9月
9日17：00受信分有効）。

　抽 選結果　9月17日㈫13：30～15：30に市役所8階正庁で公開抽
選。結果は10月上旬ごろ全員に通知します。当選した方は、10
月末までに資格審査を行い、利用区画は11月に抽選で決定します
（指定不可）。永代使用料は、12月に送付する納付書でお支払いく
ださい（一括納付。返金不可）。

　詳しくは、 千葉市　桜木霊園使用者募集　

Ｔ桜木霊園管理事務所�☎231-0110�Ｆ231-0124

ペットボトルの排出ルールを
守りましょう !

エスカレーター　みんなで手すり
につかまろうキャンペーン

　ルールどおりに排出されないと、適切な処理･資源化ができない場
合があります。正しい排出にご協力ください。
ペットボトルの正しい排出方法
　◦�キャップやラベル、シールや店舗のテープなどは
全て取り除いてください。

　◦中身を空にして、軽くすすいでください。
　◦�つぶして小さくしてください。ペットボトルのかさが大きいと、
収集車で一度に運搬できない場合があり、効率的な収集運搬がで
きません。

　◦�回収ネットにペットボトル以外のごみを入れないでください。刃
物、スプレー缶などの混入は事故につながります。

Ｔ収集業務課�☎245-5246�Ｆ245-5477

　エスカレーターで利用者同士が接触し、転倒する事故が発生してい
ます。全ての利用者が安心して利用できるよう、安全な乗り方の呼び
かけなどを行います。
　日程　8月31日㈯まで
エスカレーター利用時の注意事項
　◦黄色い線の内側に乗り、手すりにつかまりましょう
　◦歩いたり、走ったりしないようにしましょう
　◦手すりから乗り出さないようにしましょう
Ｔ建築管理課�☎245-5822�Ｆ245-5887

区画面積 区画数 永代使用料
（墓石代、工事費は別途）

管理料
（年額）

2.4～3.9㎡ 20 375,000～609,375円

5,020円4.0～4.7㎡ 69 625,000～734,375円
4.8～5.5㎡ 52 750,000～859,375円
5.6～6.0㎡ 29 875,000～937,500円
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交通事故から身を守るために
　夏休みの時期は、交通量が増加します。また、子どもの行動範囲が広がり、急な飛び出しなどによる思わぬ交通
事故の発生が心配されます。
　事故を起こさないだけでなく、事故に遭わないためにも、一人ひとりが交通ルールを守りましょう。
事故防止のポイント
ドライバーの方は
・思いやりとゆとりを持ち、交通ルールを遵守して運転しましょう。
・�横断歩道の手前では、歩行者がいてもいなくても安全確認を十分に
行い、横断歩道以外でも道路横断者に注意しましょう。
・「ながら運転」は大変危険ですので絶対にやめましょう。
自転車の方は
・�自転車は車両です。歩行者を優先し、道路を通行するときは交通ル
ールを守りましょう。
・大人も子どもも、ヘルメットをかぶりましょう。
・万が一に備え、自転車保険や共済に加入しましょう。
歩行者の方は
・信号無視や無理な横断は絶対にやめましょう。
・�道路を横断するときは、必ず左右の安全確認を行い、急な飛び出し
や斜め横断はやめましょう。
・�明るく目立つ色の服や反射材を着用し、ドライバーに自らの存在を
知らせましょう。

自転車安全利用講習会
　自転車に関するルールやマナーを学ぶ講習会を開催します。この機
会にルールを再確認し、安全で楽しく自転車を利用しましょう。

対　　象　中学生以上の方
受講特典　①～③のいずれか1つを選択
　①�来年度の指定自転車駐車場（駐輪場）の優先利用権（11月上旬
募集予定の定期利用事前受付分）

　　＊特典利用者が各駐輪場の定数の半数を超えた場合は抽選
　②動物公園入園券（1人1枚）
　③三陽メディアフラワーミュージアム入館券（1人1枚）
申�込方法　はがきに必要事項のほか、希望の特典を明記して、
　�〒260-8722千葉市役所地域安全課へ。FAX、Ｅchiikianzen.
CIC@city.chiba.lg.jp、電子申請も可（いずれも、申込締切日�
17：00必着）。結果は、開催日の1週間前にお知らせします。

　講習会の内容など詳しくは、 千葉市　自転車講習会　

交通安全講話
　交通死亡事故の急増に伴い、交通事故防止の意識を高めるため、老
人クラブや町内自治会、企業などに出向き、交通ルールやマナーにつ
いて説明する交通安全講話を行っています。地域安全課までお申し込
みください。
　講話の内容など詳しくは、 千葉市　安全講話　

Ｔ地域安全課�☎245-5148�Ｆ245-5637

高齢運転者へ
運転に不安がある場合は、運転免許の自主返納を検討しましょう
　生き生きとした老後の生活を送る上で、車の運転は重要な手段です
が、高齢になるにつれ、身体機能や判断能力は低下します。2018年中
の市内の死亡事故のうち、高齢運転者が原因の事故は約20%でした。
　運転する自信がなくなったなどの理由で、自らの意思で有効期限
の残っている運転免許証を返納する、自主返納制度があります。運
転に不安を感じたときは、県運転免許センターなどにある運転適性
相談窓口にご相談ください。詳しくは、 警察庁　運転適性相談　

運転経歴証明書（有料）
　運転免許証と同様に、本人確
認のできる身分証明書として使
えます。自主返納した日から5
年間申請できます。詳しくは、
申請先の県運転免許センターま
たは県内警察署へお問い合わせ
ください。

自主返納に対する優遇措置
　運転免許証を自主返納した方
は、公共交通機関（バス・タクシ
ー）の乗車運賃割引やレジャー
施設・宿泊施設の料金割引など、
さまざまな優遇措置を受けるこ
とができます。
　詳しくは、千葉県　自主返納　

ジェフと一緒に健康づくり教室 チャレンジシニア教室
　誰にでも簡単にできる運動と脳トレを組み合わせた認知症・介護予
防を図るエクササイズを行います。

　体操、料理教室、アミューズメントカジノなどを楽しみながら介護
予防に取り組みます。

時　　間　10：00～11：00
対　　象　市内在住の65歳以上で健康な方　　
料　　金　400円
申�込方法　8月15日㈭必着。往復はがきに必要事項のほか、希望の会
場を明記して、〒260-0835中央区川崎町1-38ジェフユナイテッ
ド千葉「ジェフと一緒に健康づくり教室」係へ。Ｅschool@
jefunited.co.jpも可。

Ｔジェフユナイテッド千葉�☎305-2718
　高齢福祉課�☎245-5169�Ｆ245-5548

時　　間　午前＝10：00～12：00　午後＝14：00～16：00
対�　　象　市内在住の65歳以上の方（要介護・要支援認定を受けて
いる方を除く）

定　　員　各20人（初めての方優先）
申�込方法　8月15日㈭～30日㈮必着。往復はがきに必要事項のほか、
生年月日、希望する会場を明記して、〒260-8722千葉市役所高
齢福祉課へ。電子申請も可。 チャレンジシニア教室　

Ｔ高齢福祉課�☎245-5169�Ｆ245-5548

会場 日程（全4回） 定員
ハーモニープラザ 11/6～27の水曜日 40人
花見川保健福祉センター 9/3～24の火曜日 30人
稲毛保健福祉センター 10/4～25の金曜日 30人
若葉保健福祉センター 10/3～24の木曜日 30人
緑保健福祉センター 11/1～22の金曜日 30人
美浜保健福祉センター 9/6～27の金曜日 30人

会場 日程（全6回） 時間
蘇我コミュニティセンター 10/8～29、11/12・19の火曜日 午前
畑コミュニティセンター 10/18・25、11/8～29の金曜日 午後
長沼コミュニティセンター 10/4～11/1・15の金曜日 午前
千城台コミュニティセンター 10/23～11/27の水曜日 午後
土気あすみが丘プラザ 10/21・28、11/11～25の月曜

日、11/5㈫ 午後
高洲コミュニティセンター 10/3～24、11/7・14の木曜日 午前

区 会場 日時
いずれも1時間程度 定員 申込

締切日

中央
蘇我コミュニティセンター

10/5㈯14：00 100人 9/20㈮
10/5㈯16：00 100人 9/20㈮

きぼーる 10/29㈫19：15 80人 10/11㈮

花見川
花見川保健福祉センター

9/14㈯9：15 100人 8/30㈮
9/14㈯11：00 100人 8/30㈮

幕張公民館 10/3㈭19：15 90人 9/19㈭
稲毛 小中台公民館 10/24㈭19：15 100人 10/10㈭
若葉 若葉区役所 10/12㈯10：00 80人 9/27㈮
緑 緑保健福祉センター 10/19㈯10：00 100人 10/4㈮
美浜 美浜保健福祉センター 9/7㈯10：00 80人 8/23㈮
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発達障害講座
「発達障害者×はたらく」
　障害者雇用の現状や就労に必要なサポートなどを学び、発達障害の
ある人のこれからの就労を考えます。
　日　　時　8月31日㈯①10：00～12：00、②13：00～15：00
　会　　場　総合保健医療センター
　内　　容　①�松爲信雄さん（東京通信大学教授）による、障害者雇

用の現状や就労に必要な支援ネットワークなどについ
ての講演。

　　　　　　②�千葉障害者職業センター、県立障害者高等技術専門校
による、就労サポート体制や職業訓練の紹介など。

　定　　員　各先着250人
　申込方法　�8月23日㈮までに電話で、市発達障害者支援センター

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

Ｔ市発達障害者支援センター�☎303-6088�Ｆ279-1353

　パーキンソン病の症状や治療方法を解説します。この機会に、パー
キンソン病について理解を深めてみませんか。
　日　　時　9月25日㈬14：00～16：00
　会　　場　総合保健医療センター
　対　　象　パーキンソン病と診断された方と家族など
　定　　員　100人
　申込方法　�8月5日㈪～9月13日㈮に、電子申請で。往復はがき（1

通3人まで）に必要事項のほか、参加希望人数を明記し
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。 千葉市　難病講演会　

Ｔ健康企画課�☎245-5229�Ｆ245-5554

難病講演会

未来の科学者ジュニア講座

8月は食中毒予防強調月間

食中毒にご注意ください !
　気温が高くなるこの時期、細菌などによる食中毒が多数発生します。
家庭でも、次の点に注意しましょう。
細菌･ウイルスを付けない
　手や包丁･まな板などの調理器具に
付着した細菌などを食品に付けないた
めに適切に洗浄し、肉や魚などの調理
前の食品と、生で食べる食品や調理済
みの食品を分けて取り扱いましょう。
特に、魚介類は調理する前に流水で洗
いましょう。
細菌を増やさない
　食品に付着した細菌は、高温多湿な環境で活発に増殖します。早め
に食べるか、保存する場合は、冷蔵庫（10℃以下）や冷凍庫（マイナ
ス15℃以下）に入れましょう。購入した食品は表示の保存方法を確認
し、適切に保存することも大切です。
細菌･ウイルスなどをやっつける
　細菌などは、加熱により減らすことができます。食べる直前に食品
の中心部まで十分に加熱（85～90℃で90秒以上）しましょう。生食
用の販売･提供が禁止されている牛･豚の肝臓（レバー）や豚肉（内臓
を含む）は、細菌や寄生虫などによる食中毒を避けるため、よく焼い
て食べましょう。特に、子どもや高齢者など抵抗力が弱い方は、食肉
やカキなどの生食を控えましょう。
Ｔ保健所食品安全課�☎238-9935�Ｆ238-9936

　電子工作キットを使って、ゼロからアイデアを考える方法や、アイ
デアから実際に動くものを作る方法を学びます。身近な困りごとを解
決する道具を発明しましょう !
　日　　時　9月8日㈰9：30～16：00
　会　　場　市教育センター
　対　　象　小学5･6年生（保護者同伴）
　定　　員　30人
　申込方法　�8月15日㈭必着。応募用紙（生涯学習振興課で配布。ホ

ームページから印刷も可）に必要事項を明記して、〒
260-8730千葉市教育委員会生涯学習振興課へ。電子申
請も可。 千葉市　未来の科学者　ジュニア　

Ｔ生涯学習振興課�☎245-5958�Ｆ245-5992

　今までお使いの子ども医療費助成受給券は7月31日㈬が有効期限
のため、8月1日㈭から有効の新しい受給券を7月下旬に発送していま
す。
　受給券がお手元に届いていない方は、お住まいの区の保健福祉セン
ターこども家庭課へお問い合わせください。

＊市民税所得割が課税されていない方は無料
Ｔ保健福祉センターこども家庭課
　　中央�☎221-2149　花見川�☎275-6421　稲毛�☎284-6137
　　若葉�☎233-8150　　緑　�☎292-8137　美浜�☎270-3150
　こども企画課�☎245-5178�Ｆ245-5547

バーベキューなどでは、
調理前後で器具を使い
分けましょう

編集担当N

届いていますか

子ども医療費助成受給券

助成対象と保護者負担額
助成対象 0歳～小学3年生 小学4年～中学3年生

保護者負担額
通院 1回につき300円 1回につき500円
入院 1日につき300円

医療機関情報など詳しくは、 千葉市　医療機関

夜間や休日に急病で困ったときは…
電話相談　�すぐに受診するべきか、医師や看護師が電話でアドバイスし

ます。
　救急安心電話相談　☎#7009�（IP電話からは☎03-6735-8305）
　　平日・土曜日18：00～23：00、日曜日･祝日･年末年始9：00～23：00
　こども急病電話相談　☎#8000�（IP電話からは☎043-242-9939）
　　19：00～翌日6：00（365日）

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

夜　間 休　日
夜間応急診療（夜急診）
（美浜区磯辺3-31-1海浜病院内）

☎279-3131
【内科・小児科】

月～土曜日（祝日、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
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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、4日㈰9：00～9：15「夏がきた! ! 涼しくおいしく楽しもう♪」

　現在、児童扶養手当を受給中の方や所得制限などで支給が全部停止になっている方は、8月30日㈮までにお住
まいの区の保健福祉センターこども家庭課へ現況届を提出してください。提出がない場合、8月分以降の手当が
受給できません。新たに支給を受ける方は次の受給要件を確認し、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭
課で手続きを行ってください。

　ひとり親家庭（母子・父子家庭）などの方の医療費について、保険診療の範囲内で自己負担額の全額を助成して
います。現在、助成を受けている方には、7月下旬に更新申請書を郵送していますので、必要書類を添付して8月
30日㈮までに提出してください。新たに助成を受ける方は、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で、
医療費助成資格証明書の交付手続きを行ってください。

支給対象　 18歳まで（18歳到達後の最初の3月末日まで）の児童また
は20歳未満で一定の障害を持つ児童を 
◦養育している父または母 
◦父母に代わって養育している方

受給要件　児童が次のいずれかに該当すること
　　　　　◦父母が離婚している
　　　　　◦ 父または母が死亡、重度障害者、生死不明または1年以

上拘禁の状態にある
　　　　　◦父または母から1年以上遺棄されている
　　　　　◦ 父または母が、裁判所からDV（配偶者からの暴力）保

護命令を受けている
　　　　　◦母が未婚である　など
所得制限　 2018年中（10月分までは、2017年中）の所得が、所得

制限限度額未満の場合は、手当の一部または全部を支給し
ます。児童または父母が養育費を受け取っている場合、そ
の額の8割を所得に算入します。

助成対象　いずれも児童が18歳到達後の最初の3月末日まで
　①母子家庭の母と児童
　②父子家庭の父と児童
　③ 両親のいない家庭の児童と、児童を養育している方（配偶者がいない場合のみ）
　④ 配偶者の一方に重度の障害がある場合など前記の①②に準ずる母または父とそ

の児童
助成要件　次の全ての要件に該当すること
　◦市内に住所があること
　◦ 医療費助成資格証明書の交付または更新申請月の

前々年（11・12月の場合は前年）の所得額が、児童
扶養手当の所得制限限度額未満の世帯

　◦ 国民健康保険の被保険者または社会保険の被保険
者および被扶養者

　◦ 心身障害者医療などの医療費助成または生活保護
を受けていないこと

手当月額　 8月に4カ月分、11月に3カ月分を支給し、来年1月からは
奇数月に2カ月分を支給します。

Ｔ保健福祉センターこども家庭課　中央 ☎221-2172　花見川 ☎275-6421　稲毛 ☎284-6137
　　　　　　　　　　　　　　　　若葉 ☎233-8150　　緑　 ☎292-8137　美浜 ☎270-3150
　こども家庭支援課 ☎245-5179 Ｆ245-5631

Ｔ保健福祉センターこども家庭課　中央 ☎221-2172　花見川 ☎275-6421　稲毛 ☎284-6137
　　　　　　　　　　　　　　　　若葉 ☎233-8150　　緑　 ☎292-8137　美浜 ☎270-3150
　こども家庭支援課 ☎245-5179 Ｆ245-5631

扶養人数
支給対象者本人

（孤児などの養育者を除く）
孤児などの養育
者、支給対象者本
人の配偶者・扶養

義務者全部支給 一部支給

0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満

1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満

2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満

3人以上 1人増えるごとに38万円加算

編集担当C

現況届の提出を
忘れないよう、注
意しましょう

受診翌月以降に
申請してください

児童人数 全部支給 一部支給

1人 42,910円 42,900円～10,120円 
（所得により支給額が異なる）

2人 10,140円を上限に加算 
（所得に応じて加算額の調整あり）

3人以上 6,080円を上限に加算 
（所得に応じて加算額の調整あり）

未婚の児童扶養手当受給者に臨時・特別給付金を支給します
　支給には申請が必要です。現況届に同封されている申請書に必要
書類を添付して、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課ま
たはこども家庭支援課に提出してください。
　支�給対象　次の全てに該当する方 

◦基準日において、市内に居住していること 
◦11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母 
◦基準日において、これまでに法律婚をしたことがない方（事
　実婚をしていない方、事実婚の相手方の生死が明らかでない
　方のみ） 
＊基準日＝10月31日㈭

　申請期間　来年1月31日㈮まで
　支��給  額　17,500円
　必要書類や支給時期など詳しくは、現況届に同封されている案内
をご覧いただくか、お問い合わせください。

医療費助成資格証明書の交付・更新申請
　申請書に、母子・父子家庭であることを証明する書類

（戸籍全部事項証明書、遺族基礎年金証書、児童扶養手当
証書）や健康保険証などを添付して申請してください。
そのほか、家庭の状況などにより別途書類が必要な場合
があります。詳しくはお問い合わせいただくか、

医療費の助成を受けるには
　医療費助成申請書・領収書・
医療費助成資格証明書を、お
住まいの区の保健福祉センタ
ーこども家庭課へ提出してく
ださい。

千葉市　ひとり親家庭の医療費助成

現況届の提出は8/30㈮までに!

児童扶養手当

更新手続きは8/30㈮までに!

ひとり親家庭の医療費助成

編集担当T

児童扶養手当の所得制限
対象者 限度額

母・父
192万円+

（扶養人数×
38万円）

養育者・ 
扶養義務者

など

236万円+
（扶養人数×

38万円）



8 Ｘ子育て・教育／Ｙ魅力・観光 2019年（令和元年）8月号

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

　子どもによる子どものためのまちCBT（ChiBa Town）がきぼーる
に出現します。
　商品を作って販売し、「お金」を稼ぎ、そ
の「お金」で買い物をしたり、自分たちの

「市長」を選ぶ選挙も体験できます。CBTを
通して、社会の仕組みを学んでみませんか。
　日　時　8月23日㈮～25日㈰
　　　　　10：00～16：00
　　　　　（25日は15：00まで） 
　会　場　 きぼーるアトリウム・子ども交

流館
　対　象　小学～高校生
　参加費　500円（3日間有効）
Ｔこども企画課 ☎245-5673 Ｆ245-5547

こどものまちCBT 就学援助制度

地産地消 学校給食試食会

　市では、子どもが市立小・中学校に通学していて、経済的にお困りの
保護者に、学用品費や給食費などを援助しています。
　対　　象　次のいずれかに該当する方
　　　　　　・2018年度または2019年度の市民税が非課税
　　　　　　・ 2018年度または2019年度中に生活保護を受給して

いたが、申込時に受給していない
　　　　　　・ 申込時に国民年金保険料免除または国民健康保険料

減免
　　　　　　・申込時に児童扶養手当を受給
　　　　　　・そのほか、経済的に困難な特別の事情がある場合
　　　　　　　＊対象となる所得額の目安
　　　　　　　　例＝4人世帯の場合、世帯総所得236万円以下
　申請方法　 通学先の学校に相談の上、申請書（小・中学校で配布。ホ

ームページから印刷も可）を学校へ提出してください。
　詳しくは、 千葉市　就学援助　

Ｔ小・中学校または学事課 ☎245-5928 Ｆ246-6424

　新米コシヒカリやニンジンなど、市内産農産物を使った学校給食の
試食を行います。栄養たっぷりで、おいしい給食を味わいませんか。

　日常生活や学習活動などの場面で、特別な支援や配慮の必要な子ど
もの保護者を対象に、就学についての説明会を開催します。
　当日、直接会場へお越しください。
　日　　時　9月10日㈫10：00～12：00（受付は9：30から）
　会　　場　養護教育センター
　対　　象　 来年4月に小学校入学予定の子どもの保護者で、子ども

の発達や言葉の遅れ、友だちとの関係がうまく築けない
など、就学に不安がある方

Ｔ養護教育センター ☎277-1199 Ｆ277-1852

　国民的アイドルグループを中心に
衣装制作やスタイリング、ヘアメイ
クを担当する「オサレカンパニー」
のスタイリストを講師に、舞台衣装
を作ります。
　作った衣装は10月20日㈰に行わ
れるライブで実際に使用され、ライブでは舞台スタッフを体験します。
　ものづくりの現場に足を踏み入れて、スタイリストの持つ創造性や
技術を学びませんか。
　日　　時　 講座＝9月15日㈰・16日㈷・22日㈰、10月5日㈯・14日㈷・ 

19日㈯12：00～17：00　全6回
　　　　　　ライブ＝10月20日㈰10：00～17：00
　会　　場　市文化センター
　内　　容　 衣装制作実技講習、ヘアメイク講習、ライブ舞台スタッ

フ従事
　対　　象　中学生、高校生、専門学校生、大学生
　定　　員　60人　　　
　料　　金　6,000円
　申込方法　 8月29日㈭必着。はがきに必要事項のほか、学校名（高

校生以上は学科名も）、あれば参加ができない日を明記し
て、〒260-0013中央区中央2-5-1千葉市文化振興財団

「舞台衣装制作講座」係へ。 Ｅas-chiba@f-cp.jp （件名
に「舞台衣装制作講座」と明記）、FAX・ホームページか
らも可。 市文化振興財団　

Ｔ市文化振興財団 ☎221-2411 Ｆ224-8231

　③～⑤は駐車場がありませんので、公共交
通機関をご利用ください。
　料　　金　①～③320円、④⑤288円
　申込方法　 8月31日㈯までに電子申請で。

必要事項を明記して、往復はが
きを〒260-8730千葉市教育
委員会保健体育課へ郵送・FAX
も可。

　試食メニューなど詳しくは、
　 千葉市　学校給食試食会　

Ｔ保健体育課 ☎245-5942 Ｆ245-5982

　子どもルームや保育所の送迎、終了後の預かりなど、地域で子育て
を手伝う提供会員（有償ボランティア）を募集しています。提供会員
になるための基礎研修会を開催しますので、ぜひご参加ください。
　日　　時　9月9日㈪・13日㈮または10月30日㈬・31日㈭
　　　　　　いずれも9：30～12：50　各全2回
　場　　所　中央区役所（きぼーる11階）
　対　　象　市内在住で、子どもを預かることができる健康な方
　定　　員　各先着30人　＊託児あり（各先着5人）
　申込方法　電話で、ちばしファミリー・サポート・センターへ。
　提供会員の活動内容など詳しくは、 千葉市　ファミサポ　

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

ちばしファミリー・サポート・
センター基礎研修会

特別な支援が必要な子どもの
就学説明会

学生のための舞台衣装制作講座
～みんなでツクル・ライブ～

日　　時 会　　場 定　　員

① 10月24日㈭
10：00～12：00

大宮学校給食センター
（若葉区大宮町1068-2）

各40人

② 10月25日㈮
10：00～12：00

新港学校給食センター
（美浜区新港62）

③ 10月29日㈫
10：00～12：00

こてはし学校給食センター
（花見川区三角町782）

④ 11月6日㈬
11：30～13：00

緑町小学校
（稲毛区緑町2-13-1）

⑤ 11月9日㈯
11：30～13：00

さつきが丘東小学校
（花見川区さつきが丘1-7）

今年もみんなが笑顔で楽しい
まちにしたい！新しいお店も
たくさんあるから初めての人
も来たことのある人も楽しい
よ。みんなで遊びに来てね！

10代目こども市長
三浦音和（とわ）さん
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千葉を
知る

三、千葉の親子三代夏祭りに託す郷土への思い
　夏の風物詩、千葉の親子三代夏祭り。中心市街地を勇ましい甲冑姿
で練り歩く武者行列、威勢よく練り歩くみこしや山車。ヤッサホッサ、
ヤッサホッサ！額に汗の若者たちがくり出す和太鼓に合わせ、ヨイヨ
イヨイヤサ！と二千人規模の市民が踊り歩く千葉おどりは壮観です。
　すべての市民が参加できる祭りをと
いう願いから、千葉市を美しくする会
が主体となり、1975年に「市民がつく
る65万人の親子三代夏祭り」が開催さ
れました。これは翌年の千葉開府850
年を記念して、「第1回千葉の親子三代
夏祭り」へ発展し、今に至ります。
　親子三代に込めた思いは、ふるさとの良き思い出を親から子、子
から孫へと伝えてほしいということ。奇しくも千葉の礎を築いた千
葉氏の親子三代に重なります。1126年に大椎から移り住んだ常重。
源頼朝を支え、傾きかけた家を再興した常胤。鎌倉幕府での活躍を
認められ、全国各地に所領を得た千葉六党と呼ばれる常胤の子とそ
の子孫。
　例年8月16日から22日まで開催され、1127年から途切れること
なく続く千葉氏ゆかりの千葉妙見大祭とともに、千葉のまちは、祭
り一色となって盛り上がります。
　千葉氏が外から移り住んだように、千葉市には全国から移り住ん
だ人々も多く暮らしています。新しいふるさとをこの手でつくる。
この土地の歴史に思いを馳せつつ、夏祭りを楽しんでみませんか？
Ｔ都市アイデンティティ推進課 ☎245-5660 Ｆ245-5476

千葉市域や近隣地域の歴史を学ぶ
　古代から現代までの千葉市域や近隣地域の歴史について、各分野の
専門家が講演を行います。
　日　　時　①9月28日㈯、②10月19日㈯
　　　　　　いずれも、13：30～16：30
　会　　場　生涯学習センター
　内　　容　 ①政権交代と下総―1868年の地域―、京葉工業地帯の

造成と漁業、②縄文土器の制作技法を探る、第一次国府
台合戦とその影響

　定　　員　各日200人
　申込方法　 8月23日㈮必着。往復はがきに必要事項を明記して、〒

260-0856中央区亥鼻1-6-1千葉市立郷土博物館へ。電
子申請も可。 千葉市　市史研究講座　

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

第1回千葉の親子三代夏祭り

未来の図書館を描くシンポジウム
　（仮称）新図書館計画の策定にあたって、市民の皆さんから幅広く
意見を集めるため、有識者などを交えたシンポジウムを開催します。
　日　　時　9月7日㈯9：45～11：45 
　会　　場　生涯学習センター
　内　　容　 茂木健一郎さん（脳科学者）による基調講演、パネルデ

ィスカッションなど
　対　　象　市内在住の方　
　定　　員　270人
　申込方法　 8月24日㈯までにEメールで、必要事項のほか、希望する

方は登壇者への質問事項を明記して、㈱図書館流通セン
ター図書館総合研究所Ｅsoken04@mxh.trc.co.jpへ。
Ｆ0120-101-914も可。

　登壇者など詳しくは、 千葉市図書館　シンポジウム　

Ｔ中央図書館管理課 ☎287-4081 Ｆ287-4074

幕張ビーチ花火フェスタ2019
交通規制にご協力を！
　8月3日㈯19：30～20：30に幕張ビーチ花火フェスタを開催しま
す。これに伴い、当日会場周辺で、交通規制を行います。安全な運営
のため、ご協力をお願いします。
　規制日時　8月3日㈯18：00～22：30
　注意事項　 幕張海浜公園内の一部は終日立入禁止です。
　各観覧席の開場時間など詳しくは、 幕張ビーチ花火フェスタ　

ＴNTT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

海浜幕張駅
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　日　　時　8月31日㈯9：00～17：30
　会　　場　千葉ポートアリーナ
　内　　容　◦�パラスポーツ体験会＊＝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、車
いすバスケットボール、車いすラグビー、ボッチャ

　　　　　　◦�パラスポーツ対抗戦＝シッティングバレーボール、ボ
ッチャ、車いすリレー

　　　　　　◦�NHKスペシャルプログラム（1階での観覧は当日整理
券を配付）＝小学生ゴールボールエキシビションマッ
チ、Foorinと「パプリカ」をおどろう！＊など

　持 ち 物　屋内用の靴
　＊印は、当日参加可
　詳しくは、 パラスポーツフェスタちば2019　

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

パラスポーツフェスタちば2019

　第17回千葉市芸術文化新人賞奨励賞受賞者の佐
藤恵介さんの個展を開催します。
　油彩画で表現する空想と現実が混ざり合った独自
の世界観をお楽しみください。

佐藤恵介個展 ワンダーランド

＊�収穫期間は生育状況で前後する場合があります。入園料·持ち帰り料
金·食べ放題の有無などは農園によって異なります。
Ｔ市園芸協会�☎228-7111�Ｆ228-5779
　月曜日（祝・休日の場合は翌日）休業

観光農園で夏の果物を味わおう！
　夏はブドウやナシ、ブルーベリーが旬で
す。おいしい夏の果物を収穫しに、お出か
けはいかがですか。
　詳しくは、各農園までお問い合わせくだ
さい。

　東京2020オリンピック·パラリンピッ
ク競技大会に向け、パラスポーツ体験会
やチームを組んで行う対抗戦など、パラ
スポーツの魅力を体感できるイベントを
開催します。障害の有無にかかわらず、
誰でも参加できます。 農園名 種類 期間 所在地·問い合わせ

タンジョウ農場 ブルーベリー 8月上旬まで 花見川区大日町1399-2
☎090-9340-5631

猪野ナーセリー ブルーベリー 8月下旬まで 若葉区富田町542
☎080-2263-8666

ドラゴンファーム ブルーベリー 8月下旬まで（予約制）
若葉区小倉町1458-3
☎235-3788

B.ベリーファーム�
泉の丘 ブルーベリー 8月下旬まで 若葉区上泉町648付近

☎090-8454-9579

ほかり果樹園 ブルーベリー 8月下旬まで 緑区平川町2139
☎080-6730-2300

浅野フルーツ園
ブルーベリー 9月上旬まで 若葉区中野町12

☎228-1840ブドウ 8月中旬～10月上旬

フルーツランドとけ
田中ぶどう園 ブドウ 8月中旬～9月下旬 緑区大高町26-27

☎294-2338

高根ぶどう園
ブドウ 8月中旬～9月下旬 若葉区高根町1009付近

☎090-3408-2100ナシ 8月上旬～9月上旬

千葉中央観光農園
ブドウ 8月中旬～10月上旬 若葉区小倉町471

☎231-2554ナシ 8月中旬～9月下旬

フルーツランドとけ
ペアーフォレスト ナシ 9月上旬～9月中旬 緑区大高町33

☎295-1174

　日　時　8月23日㈮～25日㈰
　　　　　10：00～17：00（23日は11：00から）
　会　場　文化センター
Ｔ市文化振興財団�☎221-2411�Ｆ224-8231

　歴代メダリストをゲストに迎え、レスリングの基本的なルールから
より詳しい観戦ポイントなど、多くの魅力を紹介します。レスリングは、
東京2020オリンピック競技大会の際に幕張メッセが会場となります。
　日　　時　8月27日㈫14：00～16：00
　会　　場　美浜文化ホール　

感動！ スポーツレクチャーLIVE

レスリングの魅力·迫力·力強さ

　定　　員　350人
　出　　演　�小林孝至さん（ソウル

1988大会フリースタ
イル48㎏級金メダル）

　　　　　　�永田克彦さん（シドニ
ー2000大会グレコロ
ーマンスタイル69㎏
級銀メダル）

　申込方法　�8月16日㈮必着。往復はがき（1通4人まで）に必要事項
【15面】のほか、参加者全員の氏名（フリガナ）、年齢を
明記して、〒261-0011美浜区真砂5-15-2美浜文化ホー
ル「レスリング」係へ。ホームページからも可。

　　　　　　 美浜文化ホール　レスリング　

Ｔ美浜文化ホール�☎270-5619�Ｆ270-5609

小林孝至さん 永田克彦さん

吉野義昭 提供

コノハズク



11Ｙ魅力·観光2019年（令和元年）8月号 ちば市政だより

動物公園を満喫しよう！ ワンコインコンサート 真夏の朝の夢
　2012年の金環日食をきっかけにプロの演奏家で結成された習志野
天文部が、クラシック音楽を演奏します。
　日　時　�8月10日㈯10：30～11：30　　会　場　�美浜文化ホール
　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）
　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

一条貫太コンサート
　圧倒的な歌唱力で聴く人を魅了する市内出身の歌手、一条貫太さん
による純演歌コンサートを開催します。
　日　時　�10月14日㈷14：00～16：30（13：30開場）
　会　場　�市民会館
　料　金　�S席＝3,000円、A席＝2,000円（高校生以下は1,000円）

＊いずれも全席指定。就学前児の入場不可
　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市民会館�☎224-2431�Ｆ224-2439

レッドブル·エアレースの開催は今回が
最後。パイロットたちの有終の美となる
レースを、ぜひご覧ください。

編集担当W

レッドブル·エアレース 千葉2019

Ｔ観光MICE企画課�☎245-5897�Ｆ245-5669

パブリックビューイング観覧者募集
　究極の三次元モータースポーツイベント
「レッドブル·エアレース�千葉2019」の開
催に伴い、パブリックビューイングを行い
ます。
　日　　時　�9月7日㈯・8日㈰
　　　　　　13：00～18：00（10：00開場）
　会　　場　�ZOZOマリンスタジアム
　　　　　　＊有料観覧席エリアへの入場はできません。
　対　　象　�市内在住で、小学生以上の方（1人につき、就学前児1人同伴可）
　定　　員　�各日3,000人
　申込方法　�8月1日㈭12：00～15日㈭20：00に、チケット

ぴあ特設サイト（https：//pia.jp/v/rbar19pv/）
で申し込み。

＊�申し込みできる枚数は2枚まで。当選者には払込票番号を記載した当選
メールを8月20日㈫15：00に配信します。
　注意事項など詳しくは、 レッドブルエアレース　千葉2019　

開催に伴う通行制限などのお知らせ
　8月19日㈪ごろから、会場の設営が始まります。これに伴い、
幕張海浜公園周辺の通行制限などを行います。安全な大会運営
のため、ご理解・ご協力をお願いします。

＊制限区域や制限期間は一部変更となる可能性があります。最新
の情報は、ホームページをご覧いただくか、キョードー東京☎
0570-550-799（11：00～18：00）へお問い合わせください。

幕張海浜公園

通行制限区域 利用制限
G・Fブロック駐車場は、一部を
除き利用できません。ZOZOマリン

スタジアム

会場周辺図

稲毛海浜公園

花
見
川

P
P

P

工事中（立入禁止区域）

①ドリームナイト·アット·ザ·ズー
　障害のある子どもと家族を動物公園に無料で招待します。
　Ｊ8月21日㈬14：00～17：00（13：30開場）
　Ｈ次のいずれかに該当する18歳以下の方と保護者（家族同伴可）
　　Ⓐ身体障害者手帳·療育手帳·精神障害者保健福祉手帳を所持
　　Ⓑ特別支援学校に通学中
　　Ⓒ特別支援学級に通学しており、Ⓐと同程度の障害がある
②一日飼育体験
　�飼育体験を通して、動物について深く学びましょう。
　Ｊ9月22日㈰9：00～15：00
　Ｈ中学生以上の方　
　Ｉ25人　　Ｋ1人150円（高校生以上は要入園料）
申 込方法　①当日直接会場へ。ストレッチャーを利用する方は、8月
19日㈪までにEメールで、必要事項を明記し、動物公園Ｅdobutsu.
ZOO@city.chiba.lg.jpへ。②8月16日㈮必着。往復はがき（1通2
人まで）に参加者全員の必要事項【15面】のほか、性別、生年月
日、動物アレルギーの有無、当日の来園方法を明記して、〒264-
0037若葉区源町280千葉市動物公園へ。電子申請も可。
　 千葉市動物公園　一日飼育体験　

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



生涯現役応援センター
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ケーブルテレビ広報番組J：COM千葉セントラル「ちば情報Clip」は第1・3水～土曜日9：00～、20：00～放送 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　

輝く未来

　市では、人生100年時代を見据え、シニアの方が能力や経験を活かし、生
涯現役で活躍できるよう支援しています。生涯現役の道へ一歩踏み出してみ
ませんか。
Ｔ高齢福祉課 ☎245-5169 Ｆ245-5548

人生100年時代、どう生きる？

生涯現役で活躍しませんか

人生100年時代って？

みんなどう思っているの？ なんのために働くの？

　今後100歳を迎える人が増えていく
とされる人生100年時代では、誰もが生
涯現役で活躍し続けられる社会をつくる
ことが重要です。

全国の60歳以上の方のうち
・「働きたいと思っている方」は約70%
・中でも「生涯現役を目指している方」は約30%

　働くことの目的は何ですかと聞かれれば、
もちろん目的の一つは収入を得ることです。
でも、それだけでしょうか。収入以外にも達
成感が得られることや新しい仲間と知り合え
ることなどがあるのではないでしょうか。

高齢者の就労希望年齢

65歳くらい
まで

16.6%

働けるうちはいつまでも

仕事をしたいと思わない

その他

16.6%

70歳くらい
まで

7.1%

75歳くらいまで 80歳くらいまで 2.7%

28.9% 10.6% 17.5%

少なくとも65歳くらいまで働きたい 71.9%
（内閣府　平成26年度高齢者の日常生活に関する意識調査より）

輝く未来への案内人P
生涯現役で活躍したいけど何をし
ていいか分からない人に道を示す
ことを生きがいとする。
座右の銘は「一日一善」

　生涯現役応援センターは、シニアの方の社会参加をお手伝いする
総合相談窓口です。まずはご相談ください。
Ｔ生涯現役応援センター ☎256-4510 Ｆ256-4507

利用日時　月～金曜日（祝日、年末年始除く）9：00～17：00
場　　所　稲毛区役所2階
対　　象　市内で社会参加を希望するおおむね60歳以上の方
利用方法　直接、または電話で相談

まだ働きたい

事業やNPOを立ち上げたい

社会貢献したい

いろいろ勉強したい

・働き方の個別相談や就労情報の提供
◦相談者に合う就労支援機関の紹介

・事業計画の検討
・サポート専門機関の紹介

・学習機関やサークル情報の提供
・セミナーの開催（年6回）

こんな相談に対応しています

活躍しているシニアの方にお話を聞きました

経歴に合わせてその人に合った
活躍先を一緒に考えます

　シルバー人材センターでは、一般家庭や民間企業、官公庁などから
シニアの方に向いている仕事を引き受け、一人ひとりの希望や能力に
応じた仕事を会員に提供しています。
Ｔシルバー人材センター ☎265-0070 Ｆ265-0048

　ふるさとハローワークは、市とハローワークが共同で運営する
職業支援拠点です。職業紹介のほか、直接または電話で就労に関
する相談などを行っています。
Ｔ雇用推進課 ☎245-5278 Ｆ245-5669

受付日　月～金曜日（祝日、年末年始除く）
場　所　ふるさとハローワークいなげ＝稲毛区役所2階
　　　　ふるさとハローワークみどり＝緑区役所3階

受付時間　8：30～17：00
電話番号　ふるさとハローワークいなげ ☎284-0800
　　　　　ふるさとハローワークみどり ☎300-1611

受付時間　9：00～17：00
電話番号　ふるさとハローワークいなげ ☎284-6360
　　　　　ふるさとハローワークみどり ☎292-8655

受付日時　月～金曜日（祝日、年末年始除く）9：00～17：00
所  在  地　中央区末広3-17-15
対　　象　市内在住で60歳以上の健康で働く意欲のある方
登録方法　直接、シルバー人材センターへ

こんな仕事を提供しています

職業相談･職業紹介コーナー 　職業紹介や各種支援制度の案内を行います。
緑区出張相談
日時　毎月第1･3水曜日（祝日、年末年始除く）
　　　10：00～15：00
場所　緑保健福祉センター
美浜区出張相談
日時　毎月第3火曜日（祝日、年末年始除く）
　　　10：00～15：00
場所　美浜区役所

出張相談

就労に関する相談（生活支援・キャリア相談コーナー）

技能講習会を実施しています

技能が必要な仕事

・大工
・植木剪定

一般作業

・屋内外清掃
・除草

管理の仕事

・駐車場管理
・商品管理

生活支援

・家事援助
・保育補助

植木剪定講習会 調理講習会

　会員の技能向上のため、講習会を実施しています。

生涯現役応援センター･シルバー人材センター合同出張相談
　社会参加や就労についての情報提供や相談を行います。当日直接会場へお越しください。

区 会場 日程 時間

中央 生涯学習センター 8月9日㈮、9月13日㈮、10月11日㈮、11月8日㈮、12月13日㈮、来年1月10日㈮、
2月4日㈫･14日㈮、3月3日㈫･13日㈮ 10：00～12：00

13：00～16：00
美浜 イオンマリンピア店 8月29日㈭、9月5日㈭･24日㈫、10月15日㈫･31日㈭、11月～来年3月（日程はお問

い合わせください）

シルバー人材センター

ふるさとハローワーク

生涯現役応援センター

生涯現役と言っても
一体何をしたらいい
の？

そんなあなたに、生
き生きと輝く未来
への道をご案内♪

人生100年時代到来か。働
きたいし、ボランティアも
してみたい！でもどこに相
談すればいいのやら…

そんなときはまず
生涯現役応援セン
ターにご相談を♪

うーん、そもそも自分
がやりたいことが分か
らないのに相談してい
いのかな

もちろん大丈夫です！
皆さんのお話をじっく
り聞いて、ご希望にあ
った活躍先を探します

技能が必要な仕事も
講習会があるから安
心だネ

いろいろご案内しましたが、生涯
現役の道へ新しい一歩は踏み出せ
そうですか？

全力疾走しなくても…自
分のペースで自分に合っ
た生き方を見つけること
が大切ですよ♪

人生100年時代

新たな挑戦？

一歩踏み出す？

退屈な毎日？

あなたはどうする？

よーし！未来に向かっ
て全力疾走だ！

もちろん！
だって環境が整っていればあ
とは自分次第。なんだかやる
気がみなぎってきた～！

健
康
の
維
持

達
成
感

新
し
い
仲
間

社
会
へ
の
貢
献

1987年 1997年 2007年 2017年
（厚生労働省　簡易生命表より）

男性

女性81.39歳

75.61歳 77.19歳 79.19歳 81.09歳

83.82歳 85.99歳 87.26歳
日本人の平均寿命の推移

生
涯
現
役
　
　

応
援
セ
ン
タ
ー

仕事を始めたきっかけは
　70歳になり、趣味や孫の世話など多忙な毎日
を過ごす中で、これから新しい仕事を始めるの
は難しいかなと感じていました。趣味の集まり
の帰りにたまたま立ち寄った生涯現役応援セン
ターで、相談員の方とよくお話ししたところ、
これまで学んだことを活かしながら新しいこと
にチャレンジしたいという気持ちが強くなりま
した。その場で延長保育の仕事があることを教
えてもらい、思い切って応募しました。

保育の仕事を選んだ理由は
　以前から、社会に恩返ししたい、子どもの役に立
ちたいという気持ちを持っていました。違う仕事で
はありますが、病院勤務をしていたときの患者の方
をよく見てきた経験を保育の仕事に活かすことがで
きると思いました。
どんなときにやりがいを感じますか
　保育所に来る子どもが私の顔を見ると飛んで来て
くれるんです。その笑顔にたくさん元気をもらって
います。子どもはみんな孫のようにかわいいです。

市内の保育所で働く林さん
（週4日、1日3時間程度勤務）

一生燃焼をモットーに生涯新しいこと
にチャレンジしていきたいです

相談員

・相談者に合うボランティア活動の検討
・市内ボランティア情報の提供

ハローワークと言うと
若者向けのイメージが
あるかもしれません
が、シニア向けの仕事
も紹介していますよ

なにをするか
迷っている方は

自分の希望や能力に 
合わせて働きたい方は

求人検索や就労の 
相談をしたい方は



14 Ｙ魅力・観光／Ｚその他 2019年（令和元年）8月号ちば市政だより

地方卸売市場

生マグロ解体実演即売会
　新鮮な生マグロをさばき、その場で販売します。購入には、事前に
配布する整理券が必要です。
　日　　時　8月24日㈯9：30から（8：30から整理券配布）
　場　　所　地方卸売市場水産棟セリ場
毎月第2・4土曜日は地方卸売市場・市民感謝デー
　新鮮な魚など、食料品の買い物や食事が楽しめます。
　日　　時　�8月10日㈯・24日㈯8：00～12：00ごろ（水産棟は10：30

ごろまで）
注意事項　ペットの同伴不可
Ｔ地方卸売市場�☎248-3200�Ｆ248-3202

自然体験教室 ノコギリ鎌で稲刈り
　自然の中で、昔ながらの稲刈り体験を楽しみませんか。
　日　　時　9月7日㈯10：00～12：00　雨天の場合、翌日に順延
　場　　所　大草谷津田いきものの里
　対　　象　小学5年生以上の方　　定　　員　20人
　持 ち 物　長袖、長ズボン、長靴（膝下まで）
　申込方法　�8月27日㈫必着。往復はがきに必要事項【15面】を明記

して、〒260-8722千葉市役所環境保全課へ。Ｅ 

kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp、電子申請も可。
　　　　　　 千葉市　自然体験教室　

Ｔ環境保全課�☎245-5195�Ｆ245-5553

パブリックコメント手続
（仮称）千葉市認可外保育施設の無償化対象範囲に関する基準を定める
条例（案）
　保育の質を確保するため、認可外保育施設の無償化対象範囲を国基
準を満たす施設に限る（猶予期間は1年間）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20日㈯
案 の 公 表 場 所　�幼保運営課、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　8月19日㈪まで
意見の提出方法　郵送または直接持参、FAX、Eメールで。
市の考えの公表　�8月下旬を予定。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　

Ｔ幼保運営課�☎245-5735�Ｆ245-5894
　Ｅunei-josei@city.chiba.lg.jp

明るい選挙啓発ポスター·標語·動
画作品を募集
　明るい選挙をテーマに、選挙啓発のためのポ
スター・標語・動画作品を募集します。入賞者に
は、賞状と記念品を進呈します。
　応募条件　��ポスター＝四つ切りまたは八つ

切りの画用紙を使用。1人1枚
　　　　　　��標語＝短冊またははがきに20字

以内で。1人2点まで
　　　　　　��動画＝解像度1280×720ピクセ

ル以上（16：9を推奨）、1分以内の
動画をwmv、mpg、aviのいずれ
かの形式でCD-RまたはDVD-R
に記録。1人（1グループ）1点

　対　　象　�ポスター・標語＝小学～高校生、動画＝小学生以上の方
　注意事項　�応募作品は返却しません。作品に関する一切の権利は主

催者に帰属します。応募者の氏名（動画のみ）や入賞者
の氏名・作品などは公表します。他の賞に応募している作
品や過去に提出した作品の提出は行えません。

　申込方法　�9月6日㈮必着。ポスターは作品の裏側右下に、標語は作
品の左横に必要事項【15面】のほか、学校名を明記し
て、動画は応募用紙（ホームページから印刷）を添付し
て、〒260-8722千葉市選挙管理委員会へ郵送。

　　　　　　 千葉市　明るい選挙啓発作品　

Ｔ市選挙管理委員会�☎245-5867�Ｆ245-5893

平成30年度入賞作品
高校の部優秀賞

加曽利貝塚博物館

縄文土器づくり講座
　粘土作りから焼き上げまで4日間かけ、縄文時代と同じ手法で本格
的な土器作りに挑戦します。
　当時の生活や文化、技術を体験してみませんか。
　日　　程　�9月7日～21日、10月19日

の土曜日10：00～16：00
（21日は15：00まで19日
は14：00まで）全4回

　対　　象　�中学生以上の方
　定　　員　�16人
　料　　金　�500円
　申込方法　�8月21日㈬までに電子申請で。Ｆ231-4986、Ｅkasori.

jomon@city.chiba.lg.jpも可（必要事項【15面】を明
記）。 加曽利貝塚博物館　土器づくり　

Ｔ加曽利貝塚博物館�☎231-0129�Ｆ231-4986
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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

Ｘ特別支援学級・特別支援学校
児童生徒作品展

Ｊ₇月₃₀日㈫～₈月5日㈪₁₀：₀₀～₂₀：₀₀
（5日は₁6：₀₀まで）
Ｂそごう千葉店地階ギャラリー
Ｔ都賀小学校・渡辺さん☎₂5₁-6₁₉₃
Ｆ₂₈₄-₄₉₇₀

Ｙ夏休みパークラリー

Ｊ₈月₁日㈭～₃₁日㈯
Ｂ昭和の森、泉自然公園
Ｎ₂つの施設を回ってスタンプを集
めた方に缶バッジをプレゼント
Ｉ先着₈₀人
Ｃ缶バッジのプレゼントは昭和の森
協力会事務所で
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ㈱オリエンタルコンサルタンツ☎
₀₇₀-₇₄₇₃-₂5₀₀（平日₁₀：₀₀～₁₈：₀₀）
Ｆ₂₄₁-₉₄₂₁

Ｙ夏休み工場見学会

Ｊ₈月₁日㈭・5日㈪・₇日㈬・₈日㈭・₁₉日
㈪・₂₀日㈫・₂₁日㈬・₂₃日㈮₁₀：₀₀～
₁₂：₀₀、₁₃：₁5～₁5：₁5（₁₉日は₁₀：₀₀
～₁₂：₀₀、₂₁日は₁₃：₁5～₁5：₁5のみ）
ＢJFEスチール㈱東日本製鉄所見学
センター（中央区川崎町₁）
Ｈ小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
Ｉ各回先着₃₀人
Ｍ電話で、同センター☎₂6₂-₂₂₀5
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂6₂-₂₃₄₁

Ｙ都市緑化植物園の催し

①盆栽展示
　Ｊ₈月₄日㈰、₉月₁日㈰・₁5日㈰₁₀：₀₀
　～₁6：₀₀
②水草ガイド
　Ｊ₉月₇日㈯₁₀：₀₀～₁₁：₀₀
　Ｎ水草などのガイド（雨天中止）
③植物の魅力「広がる薬草ワールド
～漢方薬に多用される植物」
　Ｊ前編＝₉月₁₁日㈬。後編＝₁₈日㈬
　いずれも₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
　Ｎ大学教授による薬草の解説
　Ｉ各回₂5人
　Ｋ各回₇₀₀円
④花の写真講座（カメラ経験者向け）
　Ｊ₉月₁6日(祝)・₂₃日(祝)、₁₀月5日
　㈯、₁₁月₁₀日㈰₁₃：₃₀～₁6：₃₀。全
　₄回
　Ｎ花の写真の撮影ポイントを理論
　と実践で学びます。

　Ｈレンズ交換式カメラ（一眼レフ、
　ミラーレス）を使用する方
　Ｉ₂5人
　Ｋ₂,₀₀₀円
Ｃ①②当日直接みどりの相談所前へ
Ｍ③₈月₂5日㈰・④₃₁日㈯必着。ｏ（各
講座₁通₁人）にｊを明記して、〒₂6₀-
₀₈₀₈中央区星久喜町₂₇₈千葉市都市緑
化植物園へ。Ｅryokka-₁@cue-net.
or.jpも可
Ｔ同園☎₂6₄-₉55₉Ｆ₂65-6₀₈₈。月曜
日（祝・休日の場合は翌日）休園

Ｚボランティア・市民活動マッ
チングプログラム

Ｊ₈月₄日㈰₁₀：₃₀～₁₃：₀₀、₁₃：₀₀～
₁5：₃₀
Ｂきぼーるアトリウム
ＮボランティアやNPO活動をした
い方と約₂5の団体とのマッチング
Ｈ高校生以上の方
Ｍ電話で、市民活動支援センター☎
₂₂₇-₃₀₈₁。Ｆ₂₂₇-₃₀₈₂・Ｅ info@
chiba-npo.netも可（ｊを明記）

Ｗこころの健康センターの催し

①講演会「アディクションについて
～スマホ・ゲーム・ネット依存～」
　Ｊ₈月5日㈪₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
②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
③精神障害者家族のつどい
Ｊ₈月₁₉日㈪₁₃：₄₀～₁6：₀₀
Ｎテーマ＝目指すは「家族自身も
リカバリー」

④講演会「悲しみを抱えた成長を支え
る－体験を見つめ言葉にすること－」
　Ｊ₈月₂₁日㈬₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
⑤アルコールミーティング
　Ｊ₈月₂₃日㈮₁₄：₀₀～₁6：₀₀
　Ｎ学習会（テーマ＝イネイブリン
　グを止める）と話し合い
　Ｈお酒の問題で悩んでいる家族と
　本人
⑥うつ病当事者の会
Ｊ₈月₂₇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

⑦うつ病集団認知行動療法
Ｊ₉月5日～₁₁月₂₁日の木曜日
₁₄：₃₀～₁6：₀₀。全₁₂回
Ｈ₂₀～65歳で、うつ病で通院治療
中の方（事前面接あり）
Ｉ6人
Ｍ₇月₁6日㈫までに申込書（こころ
の健康センターで配布、ｈから印

刷も可）を同センターへ直接持参
Ｃ①③～⑥当日直接会場へ
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₀₄-₁5₈₄ 

Ｖ動物保護指導センター 
猫の譲渡会

Ｊ₈月₉日㈮・₂₇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条件など詳しくは、お問い合わせ
ください。猫の譲り渡しは後日。当
日₁₃：₃₀までに直接会場へ
Ｔ動物保護指導センター☎₂5₈-₇₈₁₇
Ｆ₂5₈-₇₈₁₈

Ｙ園生の森公園　 
夏の自然観察会

Ｊ₈月₁₀日㈯₉：₃₀～₁₂：₀₀
Ｎキツネノカミソリなどの植物や昆
虫について解説
Ｃ雨天中止
Ｍ当日₉：₀₀から、園生の森公園の案
内板前（あやめ台いきいきセンター
隣）で受け付け
Ｔ中央・稲毛公園緑地事務所☎₂5₁-
5₁₀₃Ｆ₂5₄-5₈₃₄

Ｙ稲毛記念館の催し

検見川の浜の環境と生き物調べ
　Ｊ₈月₁₀日㈯₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
　Ｂ検見川の浜、ヨットハーバー
　Ｎ浜で見られる生物（プランクト
　ン、貝類、鳥類など）、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
子ども茶道教室
　Ｊ₈月₂₂日㈭₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
　Ｎ心得や「てまえ」の基本講座
　Ｈ小学₄～6年生　Ｉ先着₁5人
　Ｋ5₀₀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 
夏の元気な虫

Ｊ₈月₁₁㈷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
Ｔ緑公園緑地事務所☎₂₉₄-₂₈₈₄Ｆ
₂₉₄-₂₈6₉

Ｙ創造海岸いなげ展 
市中学校美術展

Ｊ₈月₁₄日㈬～₂5日㈰₉：₀₀～₁₇：₁5
（₁₄日は₁₂：₀₀から、₂5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

Ｖ消防職場体験

Ｊ₈月₁₈日㈰①₉：₀₀～₁₂：₀₀、②₁₃：₃₀
～₁6：₀₀
Ｂセーフティーちば
Ｎ消防業務の説明、車両見学、消防
職員との懇談会
Ｈ高校生以上の方（①は女性）
Ｉ①先着₂₀人、②先着₁₁₉人
Ｍ₈月₁5日㈭までに、電子申請で
Ｔ消防局人事課☎₂₀₂-₁6₄₃Ｆ₂₀₂-
₁6₄5

Ｙ大草谷津田いきものの里 
自然観察会

Ｊセミのぬけがら、みっけ! ＝₈月₁₈日
㈰。かっこいいぞ！オニヤンマ＝₉月
₁日㈰。いずれも、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☎₂₄5-5₁₉5Ｆ₂₄5-555₃

Ｘ特別支援教育講演会「気にな
る子どもの理解と支援」

Ｊ₈月₂₂日㈭₁₄：₀₀～₁6：₃₀
Ｂ市教育会館
Ｎテーマ＝支援ツールからICT活用
まで
Ｉ先着5₀人程度
Ｍ₈月₁5日㈭までに電話で、養護教育
センター☎₂₇₇-₀₁₀₁。Ｆ₂₇₇-₁₈5₂も
可（ｊを明記）

Ｘ市少年自然の家 
マンスリーウィークエンド

Ｊ₉月₂₈日㈯₁₃：₀₀～₂₉日㈰₁₄：₀₀。
₁泊₂日
Ｎどろんこ遊び、ぐるぐる棒巻きパ
ン、キャンプファイアーなどのプロ
グラムを家族ごとに選択
Ｈ₃歳児～中学生と家族　Ｉ₃5組
Ｋ高校生以上₄,₉6₀円、中学生₄,₁₄₀
円、小学生₃,₉₄₀円、₃～6歳児₃,5₇₀
円、₃歳未満児5₃₀円
Ｍ₈月₃₁日㈯必着。ｏにｊのほか、参
加人数、年齢、学年を明記して、〒
₂₉₇-₀₂₁₇長生郡長柄町針ヶ谷字中野
₁5₉₁-₄₀千葉市少年自然の家へ。
Ｅshusai-oubo@chiba-shizen.jp
も可
Ｔ同施設☎₀₄₇5-₃5-₁₁₃₁Ｆ₀₄₇5-₃5-
₁₁₃₄

Ｖ社会を明るくする運動 
千葉市民のつどい

Ｊ₈月₃₁日㈯₁₃：₀₀～₁6：₀₀
Ｂ文化センターアートホール
Ｎ講演「どんなときも　アイ・ラブ・ユ
ー」。講師＝平野啓子さん（元NHKキ
ャスター）｡小・中学生の作文発表。加
曽利中学校吹奏楽部・合唱部の演奏
Ｉ先着5₀₀人
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ保護司会連絡協議会☎₀₉₀-₃₁₄₉-
₁5₉₇、地域福祉課Ｆ₂₄5-56₂₀

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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Ｖ消防音楽隊夏休み 
ファミリーコンサート

Ｊ₈月₂₈日㈬₁₁：₀₀～₁₂：₀₀
Ｂ生涯学習センター
Ｎ曲目＝ひまわりの約束、ミッキー
マウスマーチなど
Ｉ先着₃₀₀人
ＭEメールで、ｊを明記して市役所コ
ールセンターＥevent@callcenter- 
chibacity.jp。同センターへ電話☎
₂₄₅-₄₈₉₄、Ｆ₂₄₈-₄₈₉₄も可

Ｚシニア従業員のお仕事説明会

ＪＢ₈月₂₃日㈮₁₀：₀₀～₁₁：₃₀＝都賀
コミュニティセンター、₁₄：₀₀～₁₅：₃₀
＝蘇我コミュニティセンター
Ｎ㈱セブン-イレブン・ジャパンと共
同で、レジ接客など多様な働き方を
紹介
Ｈ₆₀歳以上の方
Ｉ各先着₂₀人
Ｍ電話で、セブン-イレブンスタッフ
応募受付センター☎₀₅₇₀-₀₃₁-₇₁₁

（平日₁₀：₀₀～₁₉：₀₀）
Ｔ同社☎前記、㈱セブン-イレブンジ
ャパン千葉地区事務所Ｆ₂₇₄-₆₅₂₉

Ｙドルチェ邦楽合奏団定期公演

Ｊ₉月₈日㈰₁₄：₀₀～₁₆：₀₀
Ｂ文化センターアートホール
Ｔドルチェ邦楽合奏団・出沼（でぬ
ま）さん☎₄₈₄-₈₇₈₈（FAX兼用）

Ｘ歯みがき＆でんたるカップ
ミニサッカー大会

Ｊ₁₁月₁₇日㈰₈：₄₅～₁₇：₃₀
Ｂ千葉ポートアリーナ
Ｈ市内在住の₅人以上で構成された
チーム（スポーツ傷害保険に加入し
ていること）。就学前児（₅・₆歳児）
～小学₆年生は各学年単位（就学前児
は保護者同伴、小学生は引率者同
伴）。子どもが出場する₃₀歳以上の父
・母親　
Ｉ₉₆チーム
Ｋ₁チーム₄,₀₀₀円
Ｍ₉月₂日㈪必着。ｇにｊのほか、チ
ーム名、参加クラス・人数、歯とサッ
カーについて子どもが考えた標語 

（₁チーム₃作まで、₃₀字以内）を明記
して、〒₂₆₁-₀₀₀₁美浜区幸町₁-₃-₉千
葉市歯科医師会へ
Ｔ同会☎₂₄₂-₂₀₂₆Ｆ₂₄₈-₂₉₇₀

Ｗイオン モールウオーキング
～まずは始めの一歩から～

Ｊ来年₃月₃₁日㈫まで
Ｂイオンマリンピア店
Ｎ筋肉量や推定骨量などの測定も
Ｔイオンマリンピア店☎₂₇₇-₆₁₁₁ま
たは健康支援課☎₂₃₈-₉₉₆₈Ｆ₂₃₈-
₉₉₄₆

教室・講座

Ｙ南部青少年センターの講座

①英語で遊ぼう
Ｊ₈月₂₁日㈬・₂₂日㈭₁₀：₀₀～₁₁：₀₀。
全₂回
Ｈ小学₁・₂年生　Ｉ先着₂₀人

②親子でおいしいパエリアづくり
Ｊ₈月₂₄日㈯₁₀：₀₀～₁₃：₀₀
Ｈ小学生と保護者（₁組につき子ど
も₂人、大人₁人まで）
Ｉ先着₁₀組
Ｋ₁人₅₀₀円

③秋のヨーガ入門
Ｊ₉月₇日～₂₁日の土曜日₁₃：₃₀～
₁₅：₀₀。全₃回
Ｈ₁₆歳以上の方
Ｉ先着₂₀人
Ｍ電話（②③は₈月₆日㈫から）で、
南部青少年センター☎₂₆₄-₈₉₉₅
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₆₈-₁₀₃₂。月
曜日（祝・休日の場合は翌日も）、祝・
休日休館

Ｚふるさと農園の教室

①料理教室（太巻き祭りずし）
Ｊ₈～₁₀月の第₄金曜日₉：₃₀～₁₃：₀₀。
全₃回
Ｋ₄,₅₀₀円

②祭事教室「宮廷の月見、農村の月
見」
　Ｊ₉月₇日㈯₉：₃₀～₁₂：₀₀
　Ｎ平安時代の月見の風習などを紹
　介。緑茶と団子の配布も
　Ｋ₅₀₀円
③料理教室「市内農産物で家庭料理
作り」
　Ｊ₉月₁₃日㈮₉：₃₀～₁₄：₀₀
　Ｋ₁,₅₀₀円
Ｉ各₂₄人
Ｍ₈月₇日㈬必着。ｏ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

Ｖマンションセミナー

Ｊ₈月₂₄日㈯①講演＝₁₃：₃₀～₁₅：₃₀、
②相談会＝₁₅：₃₀～₁₆：₃₀
Ｂ生涯学習センター
Ｎ講演テーマ＝マンションの管理組
合運営と二つの老い
Ｈマンション管理組合役員、区分所
有者
Ｉ①先着₇₀人、②先着₂組
Ｍ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

Ｗ稲毛ヨットハーバーの教室

①海にでようヨット体験会
Ｊ₈月₂₅日㈰₉：₃₀～₁₂：₀₀、₁₃：₀₀～
₁₅：₃₀
Ｈ小学生以上の方（小学生は保護
者同伴）
Ｉ各回先着₁₀人
Ｋ₁,₅₀₀円

②SUP（スタンドアップパドル）教室
ＪⒶ₈月₃₁日㈯、Ⓑ₉月₁₄日㈯₉：₃₀
～₁₁：₃₀、₁₃：₀₀～₁₅：₀₀
Ｈ小学生以上の方（小学生は保護
者同伴）
Ｉ各回先着₁₀人
Ｋ₃,₀₀₀円

③ヨット入門コース
Ｊ₉月₁日㈰₉：₃₀～₁₅：₃₀
Ｈ₁₆歳以上の方　Ｉ先着₁₀人
Ｋ₅,₀₀₀円

④海洋教室
　Ｊ₉月₁₆日㈷₁₀：₀₀～₁₃：₀₀
　Ｈ小学生以上の方（小学生は保護
　者同伴）

　Ｉ先着₅₀人
　Ｋ₁,₅₀₀円
Ｃ①～③荒天中止。④荒天の場合、
₉月₂₃日㈷に延期　
Ｍ①②Ⓐ₈月₇日㈬・②Ⓑ③④₂₁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

Ｙみどりの楽講「親子で挑戦!
マジック教室」

Ｊ₈月₂₅日㈰₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
Ｂ千葉公園蓮華亭
Ｈ小学生以上の子どもと保護者
Ｉ先着₁₀組₂₀人
Ｋ₁組₆₀₀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、中央・稲毛公園緑地
事務所Ｆ₂₅₄-₅₈₃₄

Ｚ再就職準備セミナー&企業
交流会

Ｊ₈月₂₇日㈫₉：₃₀～₁₁：₄₅
Ｂ生涯学習センター
Ｎセミナー＝シニアのためのキャリ
アプランニングなど
Ｈ₅₀歳以上の方
Ｉ先着₂₅人
ＭFAXで、ｊを明記して、就労支援事
務局Ｆ₂₂₁-₅₅₁₈。Ｅjob-chiba@
os.tempstaff.jpも可
Ｔ同事務局☎₂₂₁-₅₅₁₇Ｆ前記

Ｗボランティア入門講座「い 
ざというときのご近所力」

Ｊ₈月₂₈日㈬₁₄：₀₀～₁₆：₀₀
Ｂ花見川保健福祉センター
Ｎ講義・ミニゲームなどで、地域の支
え合い活動について学びます。
Ｉ先着₃₀人
Ｍ電話で、花見川区ボランティアセ
ンター☎₂₇₅-₆₄₃₈
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₉₉-₁₂₇₄

Ｗ健康づくりスポーツ教室

Ｊ①バーオソル（バレエ式エクササ
イズ）＝₉月₃日～₁₀月₁₅日（₉月₁₀日
を除く）の火曜日、②GYM&RUN

（脚力・ヒップアップフィットネス）
＝₉月₂₅日～₁₀月₃₀日の水曜日、③ビ
ューティピラティス（未経験者～初
心者）＝₉月₂₇日～₁₁月₁₅日（₁₀月 
₁₁日、₁₁月₁日を除く）の金曜日。い
ずれも、₁₉：₃₀～₂₀：₃₀。各全₆回
Ｂ①③千葉ポートアリーナ、②幕張
コミュニティセンター
Ｈ₁₈歳以上の方
Ｉ各₂₅人
Ｋ₁,₅₀₀円
Ｍ₈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

Ｙ千葉ポートアリーナの教室

①親子リトミック教室
　Ｊ₉月₁₇日～₁₁月₂₆日（₁₀月₂₂日を
　除く）の火曜日₁₀：₃₀～₁₁：₃₀。全
　₁₀回
　Ｋ₈,₅₀₀円
②女性限定シェイプアップ教室
　Ｊ₉月₁₈日～₁₁月₂₇日（₁₀月₉日を
　除く）の水曜日₁₀：₀₀～₁₁：₃₀。全
　₁₀回
　Ｋ₅,₂₀₀円、託児付き₁₁,₅₀₀円
③ミドルインパクトエアロビクス教
室

　Ｊ₉月₁₉日～₁₁月₂₈日（₁₀月₁₀日を
　除く）の木曜日₁₃：₃₀～₁₄：₃₀。 
　全₁₀回
　Ｋ₄,₄₀₀円
④健康体操教室
　Ｊ₉月₁₉日～₁₁月₂₈日（₁₀月₁₀日・
　₁₇日を除く）の木曜日₁₃：₄₅～₁₅：₁₅。
　全₉回
　Ｋ₃,₉₀₀円
⑤女性限定初心者対象ヨガ＆ピラテ
ィス教室
　Ｊ₉月₂₀日～₁₂月₂₀日(₁₀月₁₁日、
　₁₁月₁日・₂₂日、₁₂月₆日を除く)の
　金曜日₁₀：₁₅～₁₁：₄₅。全₁₀回
　Ｋ₅,₄₀₀円、託児付き₁₁,₇₀₀円
⑥女性限定経験者対象ヨガ＆ピラテ
ィス教室
Ｊ₉月₂₀日～来年₃月₂₀日(₁₀月₁₁日、
₁₁月₁日・₂₂日、₁₂月₆日・₂₇日、₁月
₃日・₁₀日を除く)の金曜日₁₃：₀₀～
₁₄：₃₀。全₂₀回
Ｋ₁₁,₂₀₀円

⑦キッズヒップホップダンス教室
　Ｊ₉月₂₁日～₁₂月₁₄日（₁₀月₁₂日、
　₁₁月₂日、₁₂月₇日を除く）の土曜
　日₁₀：₀₀～₁₁：₀₀。全₁₀回
　Ｋ₂,₈₀₀円
⑧パワーヨガ教室
　Ｊ₉月₂₄日～₁₁月₂₆日の火曜日₁₃：₃₀
　～₁₄：₃₀。全₁₀回
　Ｋ₄,₆₀₀円
⑨卓球教室
　Ｊ₁₀月₁日～₁₂月₁₇日（₁₂月₃日・₁₀日
　を除く）の火曜日₁₀：₀₀～₁₂：₀₀。
　全₁₀回
　Ｋ₆,₀₀₀円
Ｈ①₁・₂歳児と保護者、②～⑥⑧⑨₁₈
歳以上の方（②⑤⑥女性のみ）、⑦小
学生
Ｉ①₁₅組、②③⑤～⑧各₂₅人、④⑨
各₅₀人
Ｃ②⑤₁歳以上の就学前児を対象に
託児あり（Ｉ各₁₀人）
Ｍ₈月₁₆日㈮必着。ｏ（₁人₁教室）に
ｊ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健康体操教室「健康寿命を延
ばしましょう」

Ｊ₉月₁₃日㈮₁₃：₃₀～₁₅：₃₀
Ｂ障害者福祉センター
Ｎ整形外科医による講義と、自宅で
できる体操の紹介
Ｉ₃₀人
Ｍ₈月₃₁日㈯までに電話で、障害者福
祉センター☎₂₀₉-₈₇₇₉。Ｅkizuna@
mbj.nifty.comも可（ｊを明記）
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

Ｗ小学生スポーツ教室

①げんきっずスポーツクラブ
Ｊ₉月₁₇日～₁₁月₂₆日（₉月₂₄日を
除く）の火曜日₁₆：₁₅～₁₇：₄₅。全
₁₀回
Ｂ千葉ポートアリーナ
Ｎテニスやバスケットボールなど
数種類のスポーツを体験
Ｈ小学生
Ｉ₃₆人
Ｋ₇,₅₀₀円

②小学生陸上競技クリニック
Ｊ₉月₂₈日～₁₀月₁₉日の土曜日Ⓐ 
₁₅：₀₀～₁₅：₅₀、Ⓑ₁₆：₀₀～₁₆：₅₀。
各全₄回
Ｂ青葉の森スポーツプラザ
ＨⒶ小学₁～₃年生、Ⓑ小学₄～₆年生
Ｉ各₄₀人
Ｋ₂,₀₀₀円

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

秋のヨーガ入門
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Ｍ①₈月₁₅日㈭、②₈月₂₆日㈪～₉月₁₀日
㈫必着。ｏ（₁人₁通）にｊを明記し
て、〒₂₆₀-₀₀₂₅中央区問屋町₁-₂₀千
葉市スポーツ協会へ。Ｅsanka@
chibacity.spo-sin.or.jpも可
Ｔ同協会☎₂₃₈-₂₃₈₀Ｆ₂₀₃-₈₉₃₆

Ｖ救命講習会

①WEB講習会
　ＪＢ₉月₃日㈫₁₄：₀₀～₁₅：₃₀＝救助
　救急センター。₉月₁₉日㈭₁₈：₃₀～
　₂₀：₀₀＝セーフティーちば
　Ｉ各先着₁₀人
②普通救命講習会
ＪＢ ₉ 月 ₅ 日・₁₂ 日・₂₆ 日の木曜日
₉：₀₀ ～ ₁₂：₀₀、₉ 月 ₁₉ 日㈭ ₁₃：₃₀
～ ₁₆：₃₀＝セーフティーちば。₉ 月
₈ 日㈰・₁₀ 日㈫・₂₄ 日㈫ ₁₃：₃₀ ～
₁₆：₃₀ ＝救助救急センター。₉ 月
₁₃ 日㈮ ₉：₀₀ ～ ₁₂：₀₀ ＝若葉消防
署。₉ 月 ₂₇ 日 ㈮ ₁₃：₃₀ ～ ₁₆：₃₀
＝緑消防署
Ｉ各先着₁₀人

③上級救命講習会
Ｊ₉月₂₁日㈯₉：₀₀～₁₇：₀₀
Ｂセーフティーちば
Ｉ先着₂₀人
Ｋ₁,₀₀₀円

④上級救命再講習会
Ｊ₉月₁日㈰₁₃：₃₀～₁₆：₃₀、₁₈日㈬
₉：₀₀～₁₂：₀₀
Ｂセーフティーちば
Ｈ上級救命講習を修了された方
Ｉ各先着₁₀人

⑤パパ＆ママ救命教室
Ｊ₉月₂₈日㈯₉：₃₀～₁₀：₁₅、₁₀：₃₀～
₁₁：₁₅
Ｂ黒砂公民館
Ｉ各先着₁₀組
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語学サロン

①中国語サロン（初級）
Ｊ₉月₄日～₁₀月₉日の水曜日₁₀：₀₀
～₁₂：₀₀。全₆回
Ｈ中国語であいさつや自己紹介が
できる方（申し込み後、対面また
は電話によるレベル確認有り）

②はじめてのスペイン語
Ｊ₉月₁₄日～₁₀月₂₆日（₁₀月₁₉日を
除く）の土曜日₁₃：₃₀～₁₅：₃₀。全₆回
Ｂ国際交流プラザ
Ｉ各₁₆人
Ｋ₆,₀₀₀円
Ｍ₈月₇日㈬必着。Ｅメールでｊを 
明記して、国際交流協会①Ｅ₁₉sc 
@ccia-chiba.or.jp、②Ｅ₁₉s@ 
ccia-chiba.or.jp。封書で、返信用
切手₈₂円を同封して、〒₂₆₀-₀₀₂₆中
央区千葉港₂-₁千葉市国際交流協会
へ郵送も可
Ｔ同協会☎₂₄₅-₅₇₅₀Ｆ₂₄₅-₅₇₅₁。日
曜日、祝・休日休業

Ｙ芸術文化塾

①ヨーロッパの現代史　第二次世界
大戦とヨーロッパⅡ
　Ｊ₉月₄日～₁₀月₉日の水曜日₁₀：₀₀
　～₁₂：₀₀。全₆回
②今日から明治維新を捉えなおす

「大事件」からみる明治維新
　Ｊ₉月₅日～₁₀月₁₀日の木曜日
　₁₄：₀₀～₁₆：₀₀。全₆回
③春雨物語を読む～天津処女～
　Ｊ₉月₆日～₁₀月₁₁日の金曜日
　₁₀：₀₀～₁₂：₀₀。全₆回
④アメリカ合衆国を知る（経済と移
民を検証）

　Ｊ₉月₁₁日～₁₀月₁₆日の水曜日
　₁₄：₀₀～₁₆：₀₀。全₆回
⑤名場面で読みとおす源氏物語五十
四帖　夕霧～竹河
　Ｊ₉月₁₃日～₁₀月₄日・₂₅日の金曜
　日₁₄：₀₀～₁₆：₀₀。全₅回
⑥大宰府の万葉集　令和の元号をめ
ぐって
Ｊ₁₀月₁₈日～₁₁月₂₂日の金曜日
₁₀：₀₀～₁₂：₀₀。全₆回

⑦芸術に親しむ～レクチャー＆コン
サート～
Ｊ₁₀月₂₃日～₁₁月₂₇日（₁₃日を除
く）の水曜日₁₄：₀₀～₁₆：₀₀。全₅回
Ｎテーマ（日程順）＝ヨハン・シュ
トラウス₂世、津軽三味線、アル
パ、ドゥドゥク、和音

⑧平家物語の人物を読む～名将の光
と影・源義経Ⅷ～
Ｊ₁₁月₁日～₂₉日（₂₂日を除く）の
金曜日₁₄：₀₀～₁₆：₀₀。全₄回
Ｂ文化センター
Ｉ①～⑥⑧各先着₁₄₀人、⑦先着₁₀₀人
Ｋ①～④⑥₉,₆₀₀円、⑤⑦₈,₀₀₀円、⑧
₆,₄₀₀円
Ｍ文化センター、市民会館、市男女
共同参画センターでチケットを購入
Ｔ芸術文化塾（市文化振興財団内）
☎₂₂₁-₂₄₁₁Ｆ₂₂₄-₈₂₃₁

Ｗ社会福祉セミナー 
「争族にしない相続」

Ｊ₉月₅日㈭₉：₅₅～₁₂：₀₀
Ｂ市社会福祉研修センター
Ｉ先着₃₀人
Ｍ電話で、市社会福祉研修センター
☎₂₀₉-₈₈₄₁。Ｆ₃₁₂-₂₉₄₃・Ｅkensyuu-c 
@chiba-shakyo.jpも可(ｊを明記)

Ｗ療育センターふれあいの家
手話講習会（初級）

Ｊ₉月₅日～₁₁月₂₁日の木曜日₁₃：₃₀～
₁₅：₃₀または₉月₇日～₁₁月₃₀日（₁₁月
₂₃日を除く）の土曜日₉：₄₅～₁₁：₄₅。
各全₁₂回
Ｈ₁₈歳以上で、手話初心者
Ｉ各₄₀人（初めての方を優先）
Ｋ₆₀₀円
Ｍ₈月₁₅日㈭必着。ｏにｊのほか、療
育センターふれあいの家の講習会参
加歴を明記して、〒₂₆₁-₀₀₀₃美浜区
高浜₃-₃-₁はまのわ内療育センター
ふれあいの家へ。Ｅfureai₁₉₈₁@
bz₀₄.plala.or.jpも可
Ｔ同施設☎₂₁₆-₅₁₃₀Ｆ₂₇₇-₀₂₉₁。月
曜日（祝日の場合は翌日も）、祝・休
日休館

Ｙ接遇ボランティア養成講座

Ｊ₉月₁₂日㈭₁₃：₀₀～₁₅：₀₀
Ｂ文化センター
Ｎ聴覚障害者を、ホール客席に誘導
する時の注意点を学びます。
Ｉ先着₂₀人
Ｍ電話で、市文化振興財団☎₂₂₁-
₂₄₁₁。Ｆ₂₂₄-₈₂₃₁・Ｅas-chiba@
f-cp.jpも可（ｊを明記）

Ｗ硬式テニス講習会

Ｊ₉月₇日～₁₀月₅日（₉月₂₁日を除く）
の土曜日₁₀：₀₀～₁₂：₀₀。全₄回
Ｂ高浜庭球場
Ｈ高校生以上の未経験者・初級者
Ｉ先着₁₃₀人
Ｇ硬式ラケット、テニスシューズ
Ｋ₂,₅₀₀円
Ｃ雨天中止
Ｍ₈月₁₅日㈭必着。ｏにｊのほか性別
を明記して、〒₂₆₄-₈₇₉₉若葉郵便局
留千葉市テニス協会・安藤宛へ
Ｔ同協会・安藤さん☎₀₇₀-₆₆₃₃-₀₉₅₀

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

Ｗシルバー初心者テニス教室

Ｊ₉～₁₁月第₂・₄木曜日₉：₀₀～₁₁：₀₀。
全₆回
Ｂ青葉の森スポーツプラザ
Ｈ₆₀歳以上の方
Ｉ₆₀人
Ｇ硬式ラケット、テニスシューズ
Ｋ₁回₅₀₀円
Ｍ₈月₃₀日㈮必着。ｏにｊを明記し
て、〒₂₆₃-₀₀₀₅稲毛区長沼町₁₈₃-₁₁
金森方・千葉市テニス協会ベテラン
委員会へ
Ｔ同委員会・金森さん☎₂₅₀-₉₂₄₁

（FAX兼用）

Ｘ青少年の日フェスタの講座

Ｊ₉月₂₁日㈯①スクラッチでゲーム
を作ろう＝₁₀：₀₀～₁₂：₀₀、②ニャン
ドゥティ（パラグアイのレース）作
り＝₁₀：₀₀・₁₁：₃₀・₁₃：₀₀・₁₄：₃₀。③お
弁当作り教室＝₁₀：₃₀～₁₃：₃₀。④万
華鏡を作ろう＝₁₃：₀₀～₁₅：₀₀
Ｂ生涯学習センター
Ｈ①小学₄年生以上の方、③小学₄年
～中学生、④小学生
Ｉ①₂₀人、②各回₁₀人、③₂₄人、④
₃₀人
Ｍ₈月₁₆日㈮必着。ｏにｊのほか、③
はアレルギーの有無を明記して、〒
₂₆₀-₈₇₂₂千葉市役所健全育成課へ。
電子申請も可
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₉₇₃Ｆ₂₄₅-₅₉₉₅

Ｙ美術講座「ミュシャと日本、
日本とオルリクを知る」

Ｊ₉月₂₁日㈯₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
Ｂ稲毛図書館
Ｉ₃₀人
Ｍ₈月₁₇日㈯必着。ｏにｊを明記し
て、〒₂₆₃-₀₀₄₃稲毛区小仲台₅-₁-₁千
葉市立稲毛図書館へ。同館へ電話☎
₂₅₄-₁₈₄₅、Ｆ₂₈₄-₄₇₉₅、電子申請も可
Ｔ同課☎・Ｆ前記。月曜日（祝・休日
の場合は翌日）、第₃木曜日休館

Ｚジュニアスポーツ指導者 
講習会

Ｊ₉月₂₉日㈰、₁₀月₂₇日㈰₉：₄₅～₁₅：₄₅。
全₂回
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎテーマ＝小・中学生に対するトレ
ーニング・メンタルトレーニングの
指導法と実技
Ｈ₁₈歳以上の方
Ｉ₅₀人
Ｋ₅₀₀円
Ｍ₈月₂₀日㈫～₉月₁₀日㈫必着。ｏに
ｊのほか、小・中学生を対象にスポー
ツ指導をしている場合は競技名・対
象の子どもの学年を明記して、〒
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

Ｘひとり親家庭のための介護
職員初任者研修講習会

Ｊ₁₀月₂₆日～来年₂月₂₂日（₁₂月 
₂₈日、来年₁月₄日を除く）の土曜日、
原則₉：₃₀～₁₆：₅₀。全₁₆回
Ｂほっとスペース稲毛ペコリーノ

（稲毛区小仲台₂-₁₂-₂）
Ｈひとり親家庭の親で、介護職への
就職を検討している方
Ｉ₁₆人（選考により決定）
Ｋ₅,₄₀₀円
Ｃ就労支援あり。欠席時の振り替え・
補講有り（回数制限あり）。就学前児

を対象に託児あり（Ｉ₄人）
Ｍ₉月₂₀日㈮必着。ｇにｊのほか、受
講理由、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、
〒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

Ｙフクダ電子アリーナわくわ
く健康づくり教室

Ｊ木曜日①②₁₀：₀₀～₁₁：₃₀、③₁₀：₃₀
～₁₁：₃₀、④₁₁：₄₅～₁₂：₄₅
Ｎ①ジョギングウォーキング、②太
極拳、③脳トレ＆シナプソロジー、
④ストレッチポール
Ｋ①②₁回₁,₀₀₀円、③④₁回₇₀₀円
Ｃ①②は、当月の実施回数分をまと
めて支払い。詳しくは、お問い合わ
せください。
Ｔフクダ電子アリーナ☎₂₀₈-₅₅₇₇Ｆ
₂₀₈-₅₅₇₁

相　談

Ｖ外国人のための労働相談・法
律相談

Ｊ①₈月₁日㈭・②₁₇日㈯₁₃：₀₀～₁₆：₀₀
Ｂ国際交流プラザ
Ｎ①社会保険労務士による労働相
談、②弁護士による法律相談
Ｉ各先着₄人
Ｃ通訳希望者は要事前相談
Ｍ電話で、国際交流協会☎₂₄₅-₅₇₅₀
Ｔ同協会☎前記Ｆ₂₄₅-₅₇₅₁。日曜日、
祝・休日休業

Ｖ消費生活センターの多重債
務者特別相談

Ｊ₈月₈日㈭・₂₂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。家族同伴も可。電話相談不
可
Ｍ電話で、消費生活センター☎₂₀₇-
₃₀₀₀
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₀₇-₃₁₁₁

Ｖ住宅に関する相談

①分譲マンション相談・アドバイザ
ー派遣
Ｊ₈月₈日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。₁₅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。
Ｆ₂₄₅-₅₆₉₁も可（ｊを明記）

②住宅増改築相談
Ｊ₈月₉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
Ｔ①住宅政策課☎₂₄₅-₅₈₀₉Ｆ₂₄₅-
₅₇₉₅、②市増改築相談員協議会☎
₂₈₅-₃₀₀₃Ｆ₂₉₀-₀₀₅₀

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
Ｊ₈月₁₄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

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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Ｍ電話で、広報広聴課☎₂₄₅-₅₆₀₉
特設法律相談
Ｊ8月₂₄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
Ｍ8月₁₅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建築相談

Ｊ8月₁8日㈰₁₀：₀₀～₁₅：₀₀
Ｂ生涯学習センター
Ｎ建築士による住宅の設計、建築、
耐震診断など
Ｃ当日直接会場へ。電話相談不可
Ｔ県建築士事務所協会千葉支部☎
₂₉₁-₆8₅₅（FAX兼用）

Ｗエイズなど性感染症の検査
と相談

検査
Ｊ8月₁₃日㈫・₂₇日㈫₁₄：₀₀～₁₅：₀₀
Ｍ電話で、感染症対策課☎₂₃8-
₉₉₇₄ 

面接・電話相談
Ｊ火曜日₁₀：₀₀～₁₂：₀₀、₁₃：₀₀～
₁₆：₀₀と8月₂₁日㈬₁₄：₀₀～₁₆：₀₀
Ｎ専門カウンセラーによる相談
Ｃ要事前予約

Ｂ保健所
Ｃ匿名で受けられます。
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₃8-₉₉₃₂

Ｗこころの健康センターの相談

Ｊ①高齢者相談＝8月₁₅日㈭₁₄：₀₀～
₁₆：₀₀
②アルコール・薬物依存相談＝8月₂₃日
㈮₁₃：₃₀～₁₅：₃₀、₉月₁₁日㈬₁₄：₀₀～
₁₆：₀₀
③ギャンブル等依存相談＝8月₂8日
㈬₁₂：₃₀～₁₆：₃₀
④思春期相談＝₉月₂日㈪₁₀：₀₀～ 
₁₂：₀₀、₉月₁₂日㈭₁₅：₀₀～₁₇：₀₀
⑤一般相談＝₉月₄日㈬₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
Ｎ①②④⑤専門医による相談、③司
法書士による相談
Ｈ本人または家族
Ｍ電話で、こころの健康センター☎
₂₀₄-₁₅8₂
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₀₄-₁₅8₄

Ｗ不妊専門相談

Ｊ8月₂₁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

Ｊ8月₂8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弁護士による養育費相談

Ｊ中央区＝8月₂₀日㈫。花見川区＝ 
8月₂₁日㈬。稲毛区＝8月₂₂日㈭。若
葉区＝8月₂₃日㈮。緑区＝8月₂₆日㈪。
美浜区＝8月₂₇日㈫。いずれも、₁₃：₃₀
～₁₆：₃₀

Ｂ保健福祉センター
Ｎ離婚に伴う養育費など
Ｈ市内在住のひとり親家庭の方、離
婚を考えている方（子どもがいる方
に限る）
Ｉ各区₃人
Ｃ₁人₅₀分程度
Ｍ8月₉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

Ｘ青少年の悩みごと相談

Ｊ平日₉：₀₀～₁₇：₀₀
Ｎ非行問題、いじめ、不登校、進路
相談など青少年の悩みごと
相談先＝青少年サポートセンター

（中央コミュニティセンター内）☎
₃8₂-₇8₃₀Ｆ₃8₂-₇8₃₁、東分室（千城
台市民センター内）☎₂₃₇-₅₄₁₁、西
分室（市教育会館内）☎₂₇₇-₀₀₀₇、
南分室（鎌取コミュニティセンター
等複合施設内）☎₂₉₃-₅8₁₁、北分室

（花見川市民センター等複合施設内）
☎₂₅₉-₁₁₀₀

募　集

ＺWEBアンケートであなたの
意見を市政に!

8月₁日㈭～₁₀日㈯、ｈでWEBアンケ
ートを行っています。
テーマ＝「東京₂₀₂₀オリンピック・パ
ラリンピック競技大会」「身近な水環
境」「交通ルール」
抽選で、動物公園の施設利用券など
を進呈。詳しくは、ｈ「千葉市　
WEBアンケート」で検索
Ｃちばシティポイント対象事業
Ｔ広報広聴課☎₂₄₅-₅₆₀₉Ｆ₂₄₅-₅₇₉₆

Ｚわくわく農園栽培指導付き
の市民農園

Ｊ₉月₁日㈰～来年₃月₃₁日㈫
Ｂふるさと農園
Ｎ農具・資材、種苗は農園で用意。大
根、白菜、ブロッコリーなど8品目以
上を指導付きで栽培
Ｉ₂₀区画（₁区画₂₅平方メートル）
Ｋ₃₀,₇₂₀円（区画使用料など）
Ｍ8月₂₅日㈰消印有効。ｇ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
Ｔ同園☎₂₅₇-₉₉8₁Ｆ₂₅8-₁₀₂₄。月曜
日（祝・休日の場合は翌日）休園

Ｚランチ・ミーティングの 
参加者

Ｊ①₉月₂日㈪、②₁₀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
Ｉ各₁団体（₅～₉人）
Ｇ昼食
Ｍ①8月₅日㈪・②₂₃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

Ｙ検見川ビーチフェスタ 
けみはまバザール出店者

Ｊ₉月₂₂日㈰₁₀：₀₀～₁₆：₀₀
Ｂ稲毛海浜公園

Ｎ一般家庭用品、手作り品の出品・展
示など。子ども店主枠あり
Ｈ出店責任者は申込時に₂₀歳以上の
方（個人・団体いずれも可）。子ども
店主は中学生以下の子ども
Ｉ₄₀区画程度
Ｋ₁区画（₃メートル×₂メートル）
₂,₀₀₀円
Ｃ募集要項・申込書配布場所＝海辺
活性化推進課、美浜区役所地域振興
課、美浜公園緑地事務所、稲毛ヨッ
トハーバーなど。ｈ（「けみはまバザ
ール」で検索）から印刷も可。₁個人
・団体につき₂区画まで。車での出店
不可。結果は8月₂₆日㈪までに通知
Ｍ8月₁₉日㈪必着。申込書を、海辺活
性化推進課内検見川ビーチフェスタ
実行委員会Ｅumibe.UR@city .
chiba.lg.jpへ。Ｆ₂₄₅-₅₆₉₅、〒₂₆₀-
8₇₂₂千葉市役所海辺活性化推進課内
検見川ビーチフェスタ実行委員会へ
郵送も可
Ｔ同委員会☎₂₄₅-₅₃₀₉Ｆ前記

Ｗ市障害者作品展の作品

募集作品＝書道、絵画、写真、彫刻、
和裁、洋裁、編物、刺しゅう、手工
芸、陶芸
応募資格＝市内在住で身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳のいずれかを持ち、作品制作を
職業としない方
展示期間＝₁₀月₂日㈬～₄日㈮。展示
場所＝文化センター。申込期限＝8月
₂₉日㈭
作品の規格、申込方法など詳しくは、
お問い合わせください。
Ｔ市身体障害者連合会☎₂₀₉-₃₂8₁Ｆ
₂₀₉-₃₂8₂

Ｙ千葉市文化センター 
観客参加型の企画

Ｊ面談によるプレゼンテーション＝
₉月₇日㈯。企画実施日＝来年₂月₁₅日
㈯、₃月₁₄日㈯
Ｎ音楽、演劇、舞踊、伝統芸能など
の舞台芸術を主題とした観客参加型
企画を募集します。
Ｈ市内を活動拠点とする個人または
団体　
Ｉ₂企画
Ｃ実施に係る必要経費の一部補助あり
Ｍ8月₂₉日㈭必着。Ｅメールで、企画
書（市文化振興財団ｈ（「千葉市文化
振興財団　イベント企画募集」で検
索）からダウンロード）を、Ｅ 

as-chiba@f-cp.jpへ。Ｆ₂₂₄-8₂₃₁、
〒₂₆₀-₀₀₁₃中央区中央₂-₅-₁千葉市文
化振興財団へ郵送も可
Ｔ同財団☎₂₂₁-₂₄₁₁Ｆ前記

Ｙ市民創作ミュージカル2020
出演者

Ｊオーディション＝₁₀月₂₇日㈰₁₀：₀₀
～₁₆：₀₀。稽古＝₁₁月₂日㈯～来年₆月
₂₇日㈯のうち₃₀回（原則土・日曜日、
祝日）、₁₀：₀₀～₁₆：₀₀。公演＝来年 
₆月₂8日㈰時間未定
Ｂ文化センター
Ｎ千葉を題材とした原作千年天女

（高平九作）を基にした市民創作ミュ
ージカル
Ｈ小学₃年生以上の方
Ｉ₁₀₀人（書類選考とオーディション
で決定）
Ｋ₃₀,₀₀₀円（講師料など）。親子・姉
妹・兄弟で参加の場合、₁人₂₄,₀₀₀円
Ｍ₉月₁₇日㈫必着。申込用紙（市民会
館・文化センター・市男女共同参画セ
ンターで配布。市文化振興財団ｈ

（「千葉市文化振興財団　ミュージカ
ル₂₀₂₀」で検索）から印刷も可）を、

〒₂₆₀-₀₀₁₃中央区中央₂-₅-₁千葉市文化
振興財団「千葉市民創作ミュージカ
ル₂₀₂₀出演者応募」係へ。Ｅas-chiba 
@f-cp.jpも可
Ｔ同財団☎₂₂₁-₂₄₁₁Ｆ₂₂₄-8₂₃₁

Ｙ千葉マリンマラソンの参加者

Ｊ₁₂月₁日㈰
ＢZOZOマリンスタジアム、幕張メ
ッセ周辺
Ｎ種目＝ファミリー、視覚障害者（各
₂キロメートル）、₁₀キロメートル、
ハーフマラソン
Ｃいずれも、先着順で受け付け。
詳しくは、募集案内（スポーツ振興
課、市スポーツ施設、区役所地域振
興課、コミュニティセンターで配布）
または、ｈ（「千葉マリンマラソン」
で検索）をご覧いただくか、お問い
合わせください。
Ｍ₉月₃₀日㈪までにｈから
Ｔ千葉マリンマラソン事務局☎₀₄₇-
₄₂₀-₀₅₇₇またはスポーツ振興課☎
₂₄₅-₅₉₆₆Ｆ₂₄₅-₅₉₉₄

お知らせ

Ｙ千葉ロッテマリーンズ 
8月試合日程・市民招待

8月にZOZOマリンスタジアムで行
われる千葉ロッテマリーンズの試合
日程をお知らせします。

日程 開始時間 対戦チーム
8/₁㈭ ₁8：₁₅ オリックス
 ₆㈫ ₁8：₁₅ 福岡ソフトバンク
 ₇㈬ ₁8：₁₅ 福岡ソフトバンク
  8㈭ ₁8：₁₅ 福岡ソフトバンク

　₁₀㈯ ₁₇：₀₀ 埼玉西武
　₁₁㈷ ₁₇：₀₀ 埼玉西武
　₁₂ ₁₇：₀₀ 埼玉西武
　₂₀㈫ ₁8：₁₅ 楽天
　₂₁㈬ ₁8：₁₅ 楽天
　₂₃㈮ ₁8：₁₅ 福岡ソフトバンク
　₂₄㈯ ₁₇：₀₀ 福岡ソフトバンク
　₂₅㈰ ₁₇：₀₀ 福岡ソフトバンク
　₃₀㈮ ₁8：₃₀ オリックス
　₃₁㈯ ₁₇：₀₀ オリックス

フレンドシップシティ協定市民招待
千葉ロッテマリーンズがZOZOマ
リンスタジアムで行われるホームゲ
ームに招待します。
Ｊ₉月₂日㈪・₁₁日㈬₁8：₁₅対オリッ
クス戦、₁₉日㈭₁8：₁₅対楽天戦
Ｉ各₁₀₀組₂₀₀人（内野席）
Ｃ当選発表は8月₂₃日㈮にEメー
ルで通知します。
Ｍ8月₂日㈮₁₀：₀₀～₁₆日㈮₂₂：₀₀。
千葉ロッテマリーン
ズｈ応募フォーム

（「千葉市市民招待特
設サイト」http：//
w w w . c n p l a y g u i d e . c o m /
marines/chiba/）から申し込み

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

（市民招待に関すること）、観光
MICE企画課Ｆ₂₄₅-₅₆₆₉

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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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

8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
8/10㈯ 18：00 愛媛FC
   24㈯ 18：00 ヴァンフォーレ甲府

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。
Ｊ9月14日㈯対水戸ホーリーホッ
ク、22日㈰対徳島ヴォルティス。
いずれも時間未定
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　
Ｍ8月15日㈭必着。ｇに保護者の氏
名（フリガナ）・住所・電話番号、子
どもの氏名（フリガナ）・学年、試
合名を明記して、〒260 -8722 
千葉市役所観光MICE企画課「フ
クダシートプレゼント」係へ。
Ｅhometown@city.chiba.lg.jp
も可
Ｔ同課☎245-5897Ｆ245-5669

Ｗ平和公園　お盆の利用者サ
ービス

Ｊ8月10日㈯～16日㈮10：00～17：00
Ｎ花・線香の販売＝旧サイクリング
センター（管理事務所前）、飲食物の
販売＝園内ロータリー前芝生広場
Ｔ平和公園パートナーズ☎228-2057
Ｆ228-4266

Ｖ千葉神社妙見大祭に伴う交
通規制

Ｊ8月16日㈮12：30～19：00、22日㈭
14：00～19：00
Ｎ神社周辺の道路で、みこし・音頭行
進時に大幅な交通規制が実施されま
す。通過後は順次規制解除となりま
す。詳しくはお問い合わせください。
Ｔ千葉神社☎224-2211または地域安
全課☎245-5148Ｆ245-5637

Ｗ献血にご協力を

Ｊ中央区＝8月20日㈫10：00～13：00、
14：15～16：00。花見川区＝8月22日㈭
10：00～12：00。稲毛区＝8月22日㈭
14：00～16：00。若葉区＝8月28日㈬
13：30～16：00。緑区＝8月28日㈬9：15
～11：15。美浜区＝8月29日㈭13：30～
16：00
Ｂ区役所。稲毛区は保健福祉センター
Ｔ赤十字血液センター☎241-8332Ｆ
241-8813

ＶJアラートによる 
情報伝達試験

Ｊ8月28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

Ｘ公園の遊具で安全に遊ぶた
めにご注意を

子どもが公園の遊具で遊ぶときに
は、予期せぬけがなどを未然に防ぐ
ため、下記の点に注意してご利用く

ださい。
◦ 遊具に引っかかると危険であるた

め、パーカーなどフードやひもの
ある服装は避け、カバンや水筒な
どは外すこと

◦ 遊具を利用するときは順番を守
り、周りの人にぶつからないよう
に注意すること

◦ 使用禁止の張り紙がある遊具や、
入れないように柵で囲われている
遊具、年齢にふさわしくないと感
じた遊具では遊ばないこと

遊具の安全利用のポイントなど詳し
くは、ｈ「仲良く遊ぼう安全に」で検索
Ｔ公園管理課☎245-5779Ｆ245-5886

Ｚ土地の売買や開発の前に農
用地区域の確認を

農業振興を図るために、農用地区域
（今後相当長期にわたり、農業上の利
用を確保すべき土地で、原則として
開発行為ができない地域）を指定し
ています。農用地区域は、土地の地
目が農地（田・畑など）以外の山林や
雑種地などでも指定されている場合
があります。開発、売買などを予定
している方は事前にお問い合わせく
ださい。
また、市農業振興地域整備計画の全
体見直しを実施しています。農用地
区域を確定させるため、農用地区域
除外などの申し出の受け付けを停止
しています。受け付けの再開は、来
年10月ごろの予定です。
Ｔ農地活用推進課☎245-5759Ｆ245-
5895

Ｗいつでも薬局でロコモ度 
テスト!

ロコモティブシンドローム（骨や関
節、筋肉などの運動器の衰えにより
移動能力の低下した状態）対策とし
て、7月から薬局でロコモ度テストと
薬剤師による指導が受けられます。
Ｔ市薬剤師会☎242-8193Ｆ244-9360

Ｚ美浜文化ホールのメインホ
ールが利用休止

改修工事のため、美浜文化ホールの
メインホールの利用を9月2日㈪から
来年2月28日㈮まで休止します。メイ
ンホール以外の諸室は利用可
Ｔ文化振興課☎245-5262Ｆ245-5592

Ｘ児童虐待を防ごう! ! あなた
の声で助かるいのち

子育て中は、悩みを抱え込み、気が
付かないうちに虐待を行ってしまう
ことがあります。虐待から子どもを
守るためには、地域に住む方の気付
きや声掛けが大切です。虐待かなと
思ったら、ご相談ください。相談や
連絡をした方の秘密は守られます。
ｈ（「千葉市　児童虐待」で検索）
からも受け付け可
Ｔ児童相談所☎277-8880Ｆ278-
4371、保健福祉センターこども家庭
課・中央☎221-2151、花見川☎275-
6445、稲毛☎284-6139、若葉☎233-
8152、緑☎292-8139、美浜☎270-3153

Ｚ大気汚染状況6月分

Ｎ市内の測定局で測定した6月の微
小粒子状物質（PM2.5）の暫定指針
値超過日（70.1μg/㎥以上）、二酸化
窒素（NO₂）の環境目標値超過日
(41ppb以上)はともに0日でした。最
新情報など詳しくは、ｈ「千葉　大
気　時報」で検索
テレホンサービス☎238-7491・2
Ｔ環境情報センター☎238-9956Ｆ
238-4755

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

施　設

講座・催し名  日時・対象・定員など
交流カフェ

「かふぇきがーる」
8/1㈭･29㈭17：00～19：00 
Ｈ中･高校生　Ｉ各先着24人

なつまつり（えんにち・盆ダンス・
フードコーナーなど）

8/4㈰10：30～16：00　 
Ｈ高校生以下の方

オープンキッチン「夏だ！もう
一回パフェをつくろう！」

8/6㈫10：30～11：30、12：30～13：30 
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ各先着25人

なかよし工房Aクラス「カラフ
ルプラネタリウムを作ろう！」

8/12 14：00～16：00 
Ｈ小学～高校生　Ｉ先着16人

おやこ工作 
「空気でっぽうを作ろう！」

8/19㈪14：30～16：30
Ｈ小学生以下の子どもと保護者　Ｉ先着20組

おはなし会「戦争・平和の紙芝居
～おばけの絵本」

8/20㈫14：00～14：30、15：00～15：30　 
Ｈ小学生以下の子ども

オープン工房
「玉落としゲームを作ろう！」

8/27㈫14：00～16：00　 
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ先着20人

Ｍ当日直接会場へ
Ｃ就学前児は保護者同伴

☎202-1504 Ｆ202-1503子ども交流館

催し名 日時・対象・定員など

①プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ」

8/30㈮・31㈯19：00～19：45
Ｉ各先着200人
Ｋ高校生以上800円、小・中学生300円

②大人が楽しむ科学教室
「地球からのギフト」

9/1㈰13：30～15：00
Ｎ鉱物（ルビー、サファイア）について紹介
Ｈ小学生以上の方　Ｉ先着40人　Ｋ要入館料

③プラネタリウム特別投影
「星空コンサート～スターダ
ストジャズ～」

9/7㈯19：00～20：00
Ｉ先着180人
Ｋ大人1000円、高校生600円、小・中学生300円

④大人が楽しむ科学教室
「防災シリーズ」

Ⓐ9/8㈰10：30～12：00、13：30～15：00、Ⓑ22㈰13：30
～15：00　Ｈ高校生以上の方
ＩⒶ各先着50人、Ⓑ先着70人　Ｋ要入館料

⑤きぼーる星空観察会 9/13㈮･27㈮18：30～20：00
Ｉ各50人　Ｃ中学生以下は保護者同伴

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

Ｍ①③同館ミュージアムショップでチケット購入。②④電話で。⑤8/20㈫必着。ｏ
（1通5人まで）に参加者全員のｊを明記して、〒260-0013中央区中央4-5-1千葉市科学
館へ

生涯学習センター
Ｍ①～⑦当日直接会場へ（①～⑥は開始時間の30分前から受け付け）。⑧～⑯8/14
㈬、⑰～⑳8/30㈮必着。ｏ（1人1通1講座）にｊのほか、⑮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、〒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「父と暮せば」8/5㈪10：00～11：40、14：00～15：40

Ｉ各先着300人

②親子アニメ上映会
8/10㈯①「なかよしおばけ」ほか＝10：00～11：00、②
16ミリ映写機によるアニメーション＝14：00～14：40
Ｉ各先着65人

③木曜名画座
「美しい夏キリシマ」

8/22㈭ 10：00～12：00、14：00～16：00　 
Ｉ各先着300人

④夏休みこども上映会「大
決戦！超ウルトラ8兄弟」

8/25㈰10：00～11：40 
Ｉ先着300人

⑤たのしいこくご☆チャレ
ンジ

8/23㈮・24㈯9：30～12：00  
Ｈ小学生

⑥千葉市のふれあい子ども
かるた大会予選会

8/23㈮・24㈯13：00～15：00
Ｈ小学生

⑦夏祭り 8/25㈰10：00～16：00
Ｎボッチャ体験や段ボール迷路、射的、型抜きなど

⑧市民自主企画パソコン講
座「親子でスクラッチ入門」

8/27㈫・28㈬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

⑨ワード入門
8/30～9/20の金曜日10：00～12：00　全4回
Ｈ文字入力ができるワード初心者
Ｉ20人　Ｋ1,296円

⑩シニアライフを充実させ
る大人の科学講座

「科学マジックを楽しもう」

9/2～16の月曜日10：30～12：00　全3回
Ｈ50歳以上の方
Ｉ20人

⑪木育おもちゃのひろば 9/3㈫10：30～12：00
Ｈ2・3歳児と保護者　Ｉ15組30人

⑫基礎から学ぶパワーポイ
ント講座

9/5～19の木曜日14：00～16：00　全3回
Ｈ文字入力ができる方　Ｉ20人　Ｋ4,200円

⑬エクセルで写真入りカレ
ンダー

9/5～26の木曜日10：00～12：00　全4回
Ｈマウス操作や文字入力ができる方　Ｉ20人 
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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

講座名 日時・対象・定員など

⑭micro：bitでロボットプ
ログラミング入門

9/7㈯・8㈰10：00～15：00　全2回
Ｈ小学4年生以上のパソコン経験者
Ｉ10人 

⑮働きたいを応援する講座
エクセル版

9/9㈪～11㈬10：00～12：30　全3回　
Ｈ文字入力ができる方　Ｉ20人　Ｋ3,500円
Ｃ3歳以上の就学前児を対象に託児あり（Ｉ5人）

⑯市民自主企画 
「はじめての水墨画」

9/14、10/5～19の土曜日10：00～12：00　全4回
Ｉ20人

⑰子ども理科実験教室
9/22、10/20、11/24の日曜日10：00～11：30（10/20は
12：00まで）　全3回
Ｈ小学2･3年生　Ｉ24人

⑱ちば埋文講座 9/20㈮･27㈮10：30～12：00　全2回　Ｉ50人
⑲市民と専門職で協働する
プログラム

「語ろうエンドオブライフ」

9/23㈷、10/14㈷13：00～16：30　全2回
Ｉ40人

⑳いきいきシニア健康講座 
「正しく知ろう泌尿器のトラ
ブル」「教えて！食べるしく
みと誤嚥予防」

9/18㈬･25㈬13：30～15：00　全2回
Ｈ50歳以上の方
Ｉ30人

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

稲
毛

都賀公民館
☎251-7670
Ｆ284-0627

パソコン講座
「Word＆Excelで作
る年賀状」

9/3㈫～6㈮9：00～12：00　全4回
Ｈ文字入力ができる方　Ｉ先着10人
Ｋ1,200円
Ｍ8/2㈮から直接来館（料金持参）

轟公民館
☎251-7998
Ｆ285-6301

とどろき夏の落語会
8/24㈯13：30～16：00
Ｈ小学生以上の方　Ｉ先着60人
Ｍ8/3㈯から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
Ｆ286-6442

パソコン講座
「ワード入門」

9/10㈫～13㈮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　Ｍ8/2㈮から電話で

若
葉

加曽利公民館
☎232-5182
Ｆ232-6408

スマートフォン講座
「ライン入門」

8/21㈬10：00～12：00 
Ｈ60歳以上の方　Ｉ先着16人
Ｍ8/2㈮から電話で

更科公民館
☎239-0507
Ｆ239-0569

マジック体験教室
8/24㈯13：00～15：00
Ｈ小学生以上の方　Ｉ先着20人
Ｋ500円　Ｍ直接来館（料金持参）

白井公民館
☎228-0503
Ｆ228-6168

健康ヨーガ体操教室
8/28㈬13：30～15：30
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ電話で

千城台公民館
☎237-1400
Ｆ237-1401

やすらぎコンサート
「クラシックギター
演奏会」

8/25㈰14：00～15：30
Ｉ先着60人
Ｍ8/2㈮から電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
Ｆ254-3135

みつわ台寄席
～千葉大落語研究会～

8/18㈰13：30～15：00
Ｉ先着40人
Ｍ8/2㈮から電話で

若松公民館
☎231-7991
Ｆ231-0798

新学期だ、心身を整
えよう！

「スポチャン教室」

8/22㈭13：30～15：00 
Ｈ特別支援学級・学校の小・中学生
Ｉ各先着3人　Ｍ電話で

緑

越智公民館
☎294-6971
Ｆ294-1931

初めての陶芸教室
8/22・29、9/12～10/3の木曜日10：00～12：00 
全6回　Ｈ成人　Ｉ先着10人
Ｋ1,000円　Ｍ8/2㈮から電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
Ｆ293-1521

成年後見制度
8/13㈫10：00～11：30
Ｈ成人　Ｉ先着30人
Ｍ電話で

椎名公民館
☎292-0210
Ｆ292-4631

藍染体験教室
8/28～9/11の水曜日10：00～12：00　全3
回　Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ2,000円
Ｍ8/2㈮から直接来館(料金持参)

土気公民館
☎294-0049
Ｆ294-4233

文学講座
「川端康成と千葉県」

9/17㈫10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着30人 
Ｍ8/2㈮から電話で

誉田公民館
☎291-1512
Ｆ292-7487

歴史講座
～誉田の歴史ばなし～

9/7㈯・15㈰13：30～15：30　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着20人 
Ｍ8/2㈮から電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
Ｆ278-9959

幼児家庭教育学級
「2～5歳児親子体操
教室」

9/7㈯・14㈯10：00～12：00　全2回
Ｈ2～5歳児と保護者　Ｉ先着15組30人
Ｍ8/24㈯から電話で

稲浜公民館
☎247-8555
Ｆ238-4176

ベビーとお母さんの
体操教室

9/4～18の水曜日10：00～12：00　全3回
Ｈ3カ月～1歳未満児と母親
Ｉ先着15組30人
Ｍ8/2㈮から電話で

打瀬公民館
☎296-5100
Ｆ296-5566

夏休み体験教室
「おこづかいと貯金
箱づくり」

8/30㈮10：00～12：00 
Ｈ小学1～3年生　Ｉ先着30人 
Ｍ8/2㈮から電話で

高浜公民館
☎248-7500
Ｆ248-6851

俳句を楽しむ
「初心者の方もご一
緒に」

8/10㈯10：00～12：00 
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ8/2㈮から電話で

幕張西公民館
☎272-2733
Ｆ271-8944

やさしい水彩画教室
8/27㈫・28㈬10：00～11：30　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ300円
Ｍ8/2㈮から直接来館（料金持参）

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

ボッチャ体験
「パラリンピック競
技を体験しよう」

8/25㈰10：00～12：00 
Ｈ中学生以上の方　Ｉ先着20人
Ｍ8/2㈮から電話で

新宿公民館
☎243-4343
Ｆ243-3972

健康寿命を延ばすた
めのヒケツ

9/14㈯10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人 
Ｍ8/2㈮から電話で

末広公民館
☎264-1842
Ｆ264-3746

みんなで踊ろう
「五輪音頭-2020-」

8/29㈭・30㈮①13：00～14：30、②15：00～
16：30　各全2回　Ｉ各先着30人
Ｍ8/2㈮から電話で

椿森公民館
☎254-0085
Ｆ254-1285

食卓を彩る料理
～さっぱりヘルシー～

9/9㈪9：30～13：00 
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ500円
Ｍ8/2㈮から電話で

宮崎公民館
☎263-5934
Ｆ263-4904

終活セミナー＆個別
相談

9/6㈮・7㈯セミナー＝13：00～14：30、相談
＝15：00～17：00
Ｈ成人　Ｉセミナー＝各先着20人、相談
＝各先着4組　Ｃ相談は、1組30分程度
Ｍ8/2㈮から電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
Ｆ271-6994

アートフラワー講習 
私色のりんどう

8/22㈭10：00～12：30 
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ500円
Ｍ8/2㈮から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
Ｆ259-6431

つまみ細工教室
「コットンのコサー
ジュ作り」

9/19㈭13：00～16：00
Ｈ成人　Ｉ先着8人　Ｋ1,200円
Ｍ8/29㈭から電話で

花園公民館
☎273-8842
Ｆ271-0370

花園チャレンジ大学
「塩分を控えた料理
で健康管理」

9/5㈭10：00～13：00
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ500円
Ｍ8/2㈮から電話で

花見川公民館
☎257-2756
Ｆ286-0185

体験講座
「スポーツ吹矢」

8/24㈯・31㈯10：00～12：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ110円
Ｍ8/2㈮から直接来館（料金持参)

街図をつくる～御成
街道を中心に（花島
入口から長沼十字路
まで)～

9/7・28、10/19、11/23、12/21の土曜日 
10：00～12：00　全5回
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ500円 
Ｍ8/2㈮から電話で（犢橋・こてはし台・ 
花見川公民館で受け付け）

幕張公民館
☎273-7522
Ｆ273-6185

ボッチャ体験会
8/21㈬14：00～16：00 
Ｈ小学生以上の方　Ｉ先着20人
Ｍ8/2㈮から電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
Ｆ243-3962

歯っぴー健口教室
8/23㈮・30㈮10：00～12：00　全2回
Ｈ65歳以上の方　 Ｉ先着20人
Ｍ8/2㈮から電話で

草野公民館
☎287-3791
Ｆ287-3672

ワードでチラシを作
ろう

9/3㈫～6㈮13：30～16：30　全4回
Ｈ文字入力ができる方　Ｉ先着10人
Ｋ1,200円　
Ｍ8/2㈮から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
Ｆ247-1931

パソコン講座
「ワード入門」

8/27㈫～30㈮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
Ｍ8/2㈮から電話で

小中台公民館
☎251-6616
Ｆ256-6179

男の料理教室
「皮から作る手作り
ギョーザ」

8/31㈯13：00～15：00
Ｈ成人男性　Ｉ先着16人　Ｋ700円
Ｍ8/2㈮から電話で

山王公民館
☎421-1121
Ｆ423-0359

小学生古代体験教室
「勾玉作り」

10/5㈯10：00～11：45　Ｈ小学3～6年生
Ｉ先着20人　Ｋ200円
Ｍ8/2㈮から電話で

千草台公民館
☎255-3032
Ｆ255-3682

もう一度小中学生に
なろう①算数②国語 
ディベート③道徳　
人生の選択

①8/24㈯9：30～11：30、②27㈫13：30～ 
15：00、③31㈯9：30～11：30　
Ｈ成人　Ｉ各先着15人
Ｍ8/2㈮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 日程 会場 問い合わせ
花
見
川

8⊘28㈬ 幕張公民館 幕張公民館
☎273-7522

稲
毛

5㈪
12
23㈮

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

8⊘ 8㈭
22㈭

若松公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

三陽メディアフラワーミュージアム
☎277-8776 Ｆ277-8674　月曜日（祝・休日の場合は翌日）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・展示名など 日時・定員・料金
ワークショップ「貝のクラフト」 8/3㈯･4㈰　Ｋ100円～300円
コンサート「ハワイアンコンサート」 8/4㈰13：00～15：30
絵画展「波の音」 8/6㈫～18㈰
織物展「花とSAORI」 8/20㈫～9/1㈰

ワークショップ「工作バイキング」 8/21㈬～24㈯11：00～15：00
Ｉ各先着20人　Ｋ300円
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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。

フラワーカレッジ参加者募集
Ｍ8/10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

市民展示室2階の利用者募集
Ｊ10/1㈫～12/28㈯の火～日曜日の原則6日間
Ｎ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市内在住の方、市民グループ　
Ｉ各期間1組
Ｍ8/10日㈯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

教室名 日時･定員･料金
ステンドグラス「ぶどう
のパネルと正月かざり」

9/10、10/8、11/12の火曜日13：30～15：30　全3回
Ｉ20人　Ｋ6000円

花ハーブのハンドケアオ
イル作り

9/11㈬10：30～12：30
Ｉ20人　Ｋ2,000円

プリザーブドフラワーと
木の実のオータムリース

9/19㈭13：30～15：30　
Ｉ30人　Ｋ2,800円

蝶とタンポポのハーバリ
ウム講座

9/27㈮13：30～15：30
Ｉ24人　Ｋ2,200円

☎209-8771 Ｆ209-8776　月曜日・祝日休館男女共同参画センター
ＭEメールで、ｊのほか、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

講座名 日時・対象・定員・内容
①働く女性のためのキャリアプラ
ン講座「自分らしく働きたい」

8/7㈬13：30～16：00
Ｈ女性　Ｉ先着20人　

②コンディショニングアップ講座
「アナタらしい毎日を！マインド
フルネス×ペップトーク」

9/4㈬・11㈬18：30～20：30
Ｉ先着20人
Ｎ自分と向き合い仕事効率を高める方法を学ぶ

＊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）

いきいきプラザ・センター
Ｈ市内在住の方(①小・中学生、②～⑥⑧⑨⑪⑫60歳以上の方、⑦小学生以上の方、
⑩小学生と保護者および60歳以上の方、⑬小・中学生および60歳以上の方)
Ｍ8/1㈭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

講座名 日時・定員・内容など
中央いきいきプラザ ☎209-9000 Ｆ209-9006
①日本の伝統文化「茶道」に挑戦 !! 8/8㈭9：30～11：30　Ｉ先着10人　Ｋ200円
②あなたの脳をまもるための～脳の
病気の予防と治療のお話～

8/9㈮13：30～15：00
Ｉ先着50人

千葉競輪場 公営事業事務所
☎251-7111 Ｆ255-9909

レース日程（場外）
レース名 日程

西武園（GⅢ） 8/1㈭～ 4㈰
高知（FⅠ） 2㈮～ 4㈰
小倉（FⅠ）ナイター 3㈯～ 5㈪
弥彦（FⅠ） 5㈪～ 7㈬
岐阜（FⅠ） 5㈪～ 7㈬
静岡（FⅠ） 6㈫～ 8㈭
和歌山（FⅠ） 8㈭ ・ 9㈮
川崎（GⅢ）ナイター 9㈮～12
熊本（FⅠ）ジャパンカ
ップ in 久留米 10㈯～12

レース名 日程
オールスター名古屋

（GⅠ） 8/14㈬～18㈰

松戸（FⅠ）ナイター 15㈭～18㈰
千葉（FⅡ）in 川崎 16㈮～18㈰
弥彦（FⅠ）関東カップ 19㈪～21㈬
高松（FⅠ） 19㈪～21㈬
小田原（GⅢ） 24㈯～27㈫
岐阜（FⅠ） 26㈪～28㈬
伊東温泉（FⅠ） 28㈬～30㈮
富山（GⅢ） 29㈭～9/1㈰

Ⓐ生きがい活動支援通所（10月～来年3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（9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（10～12月または来年1～3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。10・1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歳以上の方で、身体機能の低下がみられる

方（9月1日現在）
Ｍ8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、8月16日㈮Ⓐ9：30・Ⓑ10：30から各プラザ・センター
で公開抽選。結果は8月21日㈬に発送。重複申込無効。いずれも初めて
の方（Ⓑ1月開始のコースは7～9月の同訓練を受けていない方）優先。

区 場所･申込先 問い合わせ Ⓐ Ⓑ
曜日 定員 曜日 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 26人

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 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 26人

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 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 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 25人

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 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 25人

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 10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 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 26人

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 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 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 25人

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 18人

来館の際は公共交通機関をご利用ください。＊印には、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

62
［返信］ 申

込
者
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

62
［往信］ 申

込
先
い
き
い
き

プ
ラ
ザ
・
セ
ン
タ
ー
の

住
所
・
施
設
名
を
記
入

　　返信（裏）
（何も記入しないで
ください）

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

③スマートフォンってどんなもの？ 8/6㈫14：30～16：30　Ｉ先着15人　 
Ｈスマートフォンに初めて触れる方

さつきが丘いきいきセンター ☎250-4651 Ｆ250-4652
④講演会

「ヤクルトふれあい健康教室」
8/25㈰10：00～11：30
Ｉ先着30人　Ｇ飲み物

稲毛いきいきプラザ ☎242-8005 Ｆ242-8175
⑤講演会「フォークソングで介護予防」8/24㈯13：30～15：00　Ｉ先着100人
都賀いきいきセンター ☎232-4771 Ｆ232-4773
⑥我が家の防災対策 8/30㈮10：00～12：00  Ｉ先着40人
緑いきいきプラザ ☎300-1313 Ｆ300-1511
⑦世代間交流

「夏休み陶芸教室」
8/5㈪･19㈪10：00～12：00　全2回
Ｉ先着20人　Ｋ500円

⑧「懐メロ紅白歌合戦」 8/18㈰9：30～15：30　Ｉ先着男女各30人
⑨講演会

「省エネ・節電！上手な電気の使い方」
8/28㈬10：00～11：30
Ｉ先着30人

越智いきいきセンター ☎205-1290 Ｆ205-1291

⑩世代間交流
「バルーンアート」

8/19㈪10：00～11：30 
Ｉ小学生と保護者先着3組6人、60歳以上
の方先着6人　Ｋ100円(当日持参)

土気いきいきセンター ☎205-1000 Ｆ2205-1001
⑪高齢者講演会

「音楽で心と身体のリフレッシュ」
8/21㈬10：00～12：00 
Ｉ先着30人　Ｇ飲み物、タオル

真砂いきいきセンター ☎278-9641 Ｆ278-9642

⑫脳年齢測定会 8/29㈭9：30～11：30、13：00～15：00
Ｉ各先着20人　Ｇ飲み物、スリッパ

⑬世代間交流
「藍染体験JAPANBLUE」

8/31㈯9：30～11：30　Ｉ小・中学生先着10
人、60歳以上の方先着10人　Ｋ213円
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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

Ｊ８月8日㈭13：30～14：20、15：00～15：50
Ｂ千葉市科学館10階探究実験室
Ｎ◦�地球温暖化に関連したクイズを交えた�
トークショー

　◦�エコバッグに絵を描いて
　　オリジナルエコバッグの作成
Ｈ小学～中学生（小学４年生以下は保護者同伴）
Ｉ各回当日先着10組（開始30分前から整理券配布）
Ｔ環境保全課�☎245-5199�Ｆ245-5553

Ｊ8月18日㈰10：00～15：00
Ｂ泉自然公園
Ｎ�モデルロケットの作成・打ち上げ体験
Ｉ20人　
Ｋ1,500円
Ｍ�8月13日㈫までに電話で、㈱オリエ
　ンタルコンサルタンツへ。Eメール
　も可（必要事項を明記）。
Ｔ�㈱オリエンタルコンサルタンツ
　☎070-7473-2500（平日10：00～18：00）
　Ｆ241-9421�Ｅizumi.�event@oriconsul.com

Ｊ8月20日㈫10：00～11：30
Ｂ南部青少年センター
Ｈ小学生（1・2年生は保護者同伴）
Ｉ先着20人
Ｍ�電話で、南部青少年センターへ。
Ｔ�南部青少年センター�☎264-8995�Ｆ268-1032�
月曜日、8月11日㈰休館

◦タイトル
　�インパクトのあるタイトルと内容が伝わるサブタイト
ルを考えよう。

◦動機、目的
　なぜ興味を持ったのか、きっかけなどを書こう。
◦作成の手順
　�各工程を写真やイラストでわかりやすくまとめよう。
◦感想、反省
　�作ってみて苦労した点や、もっといいやり方があった
んじゃないかなど自分なりの考えを書いてみよう。

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。

作品（未完成でも可）をお持ちください。
Ｊ�8月18日㈰10：00～11：45
　　　　　　13：00～14：45
Ｂ生涯学習センター
Ｈ小学生　Ｉ各回当日先着15人
Ｔ�生涯学習センター�☎207-5820
　Ｆ207-5822　第4月曜日休館

Ｊ8月20日㈫～22日㈭
　13：00～15：00　
　全3回
Ｂ郷土博物館　
Ｈ小学4～6年生　
Ｉ15人　
Ｋ1,200円
Ｍ�8月9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・休日の場合は翌日）休館

編集担当Ｚが勧める
自由研究の進め方

編集担当Ｚ

１ 参加するイベントを決めよう
２ 作品を作ってみよう
３ 提出物をまとめよう

こんなことを書いてみよう

きれいにまとめると
印象がアップするよ

モデルロケット講座
壮大な宇宙にあこがれる君はコレ

オリジナルエコバッグで減らそうCO2

　疑問に思ったことや、やってみたいと思ったことをきっかけに、
参加するイベントを決めよう

　作成した工作物に加え、
作り方、感想などをレポー
ト用紙や模造紙にまとめて
一緒に提出すると、説得力
のある自由研究になるよ。

理科自由研究個別相談会
～夏休み残り2週間、理科自由研究を
楽しくまとめよう～

まとめ方に迷った君はコレ

　夏休みの自由研究はもう決めましたか？市では、自由研究の
テーマにピッタリなイベントをいろいろ開催しています。
　今年の夏は、イベントに参加して楽しみながら自由研究をし
てみませんか?

鎧づくり体験講座
伝統重視の君はコレ

夏休み科学講座「ガス管で万華鏡づくり
」

幻想的な世界を作りたい君はコレ

いかがでしたか？夏休みは、自分の興味を
掘り下げる良い機会です。積極的にチャレ
ンジしてみましょう。

地球環境に関心がある君はコレ

郷土博物館　鎧づくり体験講座

無計画に進めると行き詰ってし
まうよ。手順を確認しておこう
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市・県民税第2期の納期限は9月2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！

ちば市政だより

日直  ケープペンギン動 物 公 園 日 誌
　夏にペンギンが外で生活していてだい
じょうぶなのかって？オレたちはアフリ
カ大陸で暮らすペンギンだから、これく
らいはへっちゃらだ。最近の焼けつくよ
うな暑さはさすがにこたえるが、そうい
う日はシャワーで水浴びをする。これが
また格別なんだぜ。
　雪や氷がないところで生活してたか
ら、ほかのペンギンたちと比べて歩くと
きはすごくしんちょうだ。みんな転ばな
いようにしっかり地面に足を付けて歩くようにしている。人間たちに
は、オレたちが集団でぺたぺたと歩く姿がウケてるって聞いたな。
　水中では、陸上でのぺたぺた歩きとは打って変わって、スイスイと
はばたきながら泳ぐんだぜ。自由自在に動き回る、まさに水を得たペ
ンギンだ。すいそうは横から見えるようになってるから、陸と水中の

ギャップを見てほしいぜ。でも年に一
度、泳ぐことができない時期がある。そ
れは春から夏にかけての、羽が生え変わ
る時期だ。完全に生え変わるまで羽はボ
サボサ、全身モコモコで、ちょっとやぼ
ったくてはずかしいから、見かけてもそ
っとしておいてくれよな。

Ｔ動物公園 ☎252-1111 Ｆ255-7116

学芸員が選ぶ

今月の  イッピン

　昭和時代の戦前から戦後にかけて活躍した芸術家の北大路魯山人
は、書や陶芸、絵画や料理などいろいろなジャンルで才能を発揮しま
した。彼が本格的に陶芸に取り組むようになった理由は、自分で作っ
た料理を盛り付ける必要からだったと伝えられています。
　木の葉をかたどった皿は備前

（岡山）の土で作られており、か
なり大きく、厚手です。職人た
ちによって葉の形にされた土の
板に、魯山人が葉脈を一気に彫
りつけ、器に適するようさらに
形を整えることでこの皿を作り
上げました。
　皿の全体がごく自然に反り上がっているように見えるところに、作
り手である彼の感性をうかがうことができます。窯の火によって土の

色は部分によって異なった色合い
を見せており、これもこの皿の見
どころとなっています。彼が愛し
た名古屋の名料亭、八勝館が所蔵
する逸品のひとつです。

 Ｔ市美術館 ☎221-2311 Ｆ221-2316

北大路魯山人《備前木ノ葉鉢》 1953年（昭和28年）ころ
八勝館蔵

藁科学芸員

「没後60年　北大路魯
山人展」にて展示中
（～8月25日㈰）。ご覧
ください！

　知ればきっと目が離せなくなる、そんな各競技の注目ポイントを紹介します。世界の頂点を目指す彼らの
プレーを、ぜひ会場で観戦しましょう！

パラリンピック4競技の　ここ　に注目！

Tokyo ２０２０ 関連情報
　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、レスリングなどの7競技が幕張メ
ッセで行われます。
　今回は、市内で開催されるパラリンピック4競技の見どころを紹介します。
Ｔオリンピック・パラリンピック振興課 ☎245-5739 Ｆ245-5299

　視覚以外の全ての感覚を研
ぎ澄まし、鈴入りのボールの
コースや相手選手の気配を探
る。緩急をつけたり、出どこ
ろを読ませない投球で得点を
狙う。

ゴールボール
（視覚障害者）

来年8/26～9/4開催

シッティング
バレーボール

　肩からでん部（おしり）に
かけての一部を床につけたま
ま、選手全員が攻撃と守備に
参加。チーム一丸となり、ク
イックやフェイントなど多彩
なプレーを繰り広げる。

（下肢障害者）

来年8/28～9/6開催

車いす
フェンシング
　固定された車いすの
上で逃げ場のない至近
距離の中、相手の一瞬
の隙をつくスピードと
正確な剣さばきのテク
ニックで勝敗を競う。

（下肢障害者）

来年8/26～30開催

　自分の障害に応じ、戦術や
ガードも含めた体の使い方で
華麗な足技を繰り出す。高得
点を狙える大技が決まれば、
体格差を超えた決着も。

テコンドー
（上肢障害者）

来年9/3～5開催技

チームワーク スピード

感覚力
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