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　社会人野球の都市対抗野球で、千葉市代表のJFE東日本硬式野球部が見事日本
一に輝きました。千葉市勢の優勝は44年ぶりとなります。決勝までの5戦は逆転やサヨナラ勝 
利など劇的な試合ばかりで、応援に駆け付けた多くの市民の皆さんと喜びを分かち合いました。
JFE東日本硬式野球部は少年野球教室や指導者を対象とした講習会にて、選手が直接指導するな
ど、千葉市の野球の普及・発展に協力していただいています。
　千葉市は千葉ロッテマリーンズ、ジェフユナイテッド千葉と、プロ野球とJリーグクラブの両 
方が存在する数少ない都市であり、ほかにも天皇杯を3連覇中のプロバスケットボールチームの
千葉ジェッツなど、さまざまなスポーツの試合が開催されるスポーツ都市です。
　スポーツ振興によって市民や子どもたちの健康を増進するほか、スポーツの力が、市民の感動
を呼び、一体感を高める効果も期待されます。
　東京2020オリンピック・パラリンピックまで、あと1年を切りました。
　今号からパラリンピアンやパラアスリートを紹介していきますが、障害を乗り越えてスポーツ
に情熱を注ぐ方々のストーリーに触れると、感動と勇気をもらいます。
　「失われたものを数えるな 残されたものを最大限に生かせ」は、パラリンピックの父ルートヴ
ィッヒ・グットマンの言葉です。東京パラリンピックを契機に、障害のある人もない人もこの言 
葉を活かせる社会づくりに取り組んでいきます。
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ホームページ  http://city.chiba.jp

千葉市データ　 （2019年8月1日現在）
人口  980,195人  前月（7月）比 176人増

（男 486,594人　女 493,601人）
世帯数 440,771世帯  面積 271.77㎢

もしもを
いつもに
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ちば市政だよりは、毎月1日発行です。発行日前日までに各家庭にお届けします！

ちば市政だより

　自分が生きていなければ、たとえ安全な避難経路を知っていても何の意味もありません。
大切な人を助けることもできません。まずは、自分の命を自分で守る準備をしましょう。

　政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会によると、今後30
年以内に千葉市が震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は85パ
ーセントと、都道府県庁所在地のうちで最も高くなっています。
皆さんは、いつ起こるか分からない災害に対して、どのような備
えをしていますか？
Ｔ防災対策課 ☎245-5113 Ｆ245-5552

災害が起きる前に
できること

いのち
を

だいじ
に

家具類の転倒・落下を防ごう！ あなたの家は大丈夫？耐震を確認しておこう！

　阪神・淡路大震災で亡くなった方の約8割
は、建物の倒壊や家具の下敷きなどによる窒
息や圧死が原因でした。
　家具は必ず倒れるものと考え、家具類の固
定や配置の見直しなどの対策を行いましょう。

◦大きな家具・電化製品を金具などで固定する
◦�家具は倒れる向きや場所を考えて配置する（寝室や子どもの部
屋にはできるだけ家具を置かない）
◦食器棚や窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る
◦�可能な限り背の低い家具などを選び、収納する際は重いものを
下にして、家具の重心を低くする

　携帯電話を使用していない高齢
者などを対象として、あらかじめ登

録した固定電話またはFAXに、避難勧告
などの緊急情報を12月から配信する予定
です。詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ防災対策課
　☎245-5113�Ｆ245-5552

電話・FAXで災害時緊急情報を受け取ろう！

家具転倒防止をサポートします
　市では、家具転倒防止のための金具などの取り付けが必要な世
帯に、費用の一部を助成しています。
＊�申請前に転倒防止金具を取り付けた場合には対象になりません。
　対　象　65歳以上の高齢者のみの世帯
　　　　　65歳以上の高齢者および20歳未満の方のみの世帯
　　　　　65歳以上の高齢者および重度障害者のみの世帯
　　　　　重度障害者のみの世帯
　　　　　重度障害者と20歳未満の方のみの世帯
　補助額　出張料＝上限5,000円
　　　　　取付費用＝家具1台あたり上限500円（5台まで）
Ｔ保健福祉センター高齢障害支援課
　　中　央　☎221-2150�Ｆ221-2602
　　花見川　☎275-6425�Ｆ275-6317
　　稲　毛　☎284-6141�Ｆ284-6193
　　若　葉　☎233-8558�Ｆ233-8251
　　　緑　　☎292-8138�Ｆ292-8276
　　美　浜　☎270-3505�Ｆ270-3281

　電子メールを活用した防犯・防災情報の提供を行っています。日頃
から高い防災意識を持ち、災害に対して適切な備えと行動をとりま
しょう。登録方法など詳しくは、 ちばし安全・安心メール　

　Yahoo!防災速報アプリでは、避難勧告などの緊急情報に加えて、
地震・豪雨・津波などの情報を入手することができますので、ぜひご
利用ください。 Yahoo!防災速報　

ちばし安全・安心メールに登録しよう！

Yahoo！防災速報を利用しよう！

人で備える個

　東日本大震災をはじめとする大地震では、1981年5月以前の耐震
基準で建てられた建物に大きな被害が生じました。
　必要に応じ、耐震診断・改修を行いましょう。

木造住宅の耐震診断・耐震改修費用などの一部を補助
　木造住宅の耐震診断や耐震改修などの費用の一部を補助しま
す。利用するには、着手する前に申請が必要です。　
　詳しくは、パンフレット（建築指導課、区役所地域振興課、
市民センター、連絡所で配布）また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。 千葉市　木造住宅　耐震診断　

申請期間　9月17日㈫～30日㈪
耐震診断費補助
　市登録の耐震診断士などが行う耐震診断の費用を補助します。
　対　象　�自ら所有し居住する、1981年5月31日以前の耐震

基準によって建てられた、在来軸組工法による2階
建て以下の木造住宅

　戸　数　10戸　　補助額　診断費の3分の2（上限＝4万円）
耐震改修費補助①・二段階耐震改修費補助②
　耐震診断で倒壊する可能性があると判定された住宅の改修に
係る費用を補助します。
　対　象　�①自ら所有し居住する、2000年5月31日以前の耐

震基準によって建てられた、在来軸組工法による2
階建て以下の木造住宅

　　　　　②耐震診断費補助【上記】の対象に同じ
　戸　数　①6戸　②1戸
　補助額　①工事費の5分の4（上限=100万円）
　　　　　②段階ごとに工事費の5分の4（上限=各50万円）
耐震シェルター設置費補助
　部屋型の耐震シェルターを設置する費用を補助します。
　対　象　耐震診断費補助【上記】の対象に同じ
　件　数　1件　　補助額　設置費の2分の1（上限＝20万円）
Ｔ建築指導課�☎245-5836�Ｆ245-5888

2016年4月熊本地震で倒壊した住宅

一般財団法人消防防災科学センター提供

大きな家具も倒れてきます

事前登録受付中
です。ぜひ、ご登
録ください。

編集担当P
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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

　小・中学校の通学路などに面したブロック塀を所有する方などに、
撤去などの費用の一部を補助します。
　詳しくは、 千葉市　危険ブロック塀　

Ｔ市住宅供給公社 ☎245-7527 Ｆ245-7517

　阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災の6割以上が電
気に起因する火災と言われています。
　感震ブレーカーは、設定値以上の揺れを感知したときに、ブレー
カーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。地震によ
る電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です。
　感震ブレーカーは、製品ごとの特徴や注意点を踏まえて、適切に
選びましょう。詳しくは、 千葉市　感震ブレーカー　

Ｔ消防局予防課 ☎202-1613 Ｆ202-1669

危険なブロック塀を改善しよう！

災害時はむやみに移動を開始しない！
◦ 自分の身の安全を確保し、慌てて移動を開始し

ない
◦職場や集客施設などの安全な場所にとどまる
◦ 災害伝言サービスやSNSで、家族の安否などを

確認
◦ 交通機関の情報や道路の被害情報などを入手
安全な徒歩帰宅のために、普段から心掛けを！
◦ 携帯ラジオや地図、携帯電話を充電するバッテ

リーを持ち歩く

　大規模な災害が発生すると、自宅へ帰ることが困難になったり、家族などと連絡がつきにくくなります。
日頃から次のことを意識して、冷静に行動できるようにしましょう。

災害時帰宅支援ステーション災害時に慌てないために

　飲料水や食糧などの備蓄品は、最低3日、でき
れば1週間分を用意するほか、懐中電灯や連絡ツ
ールにもなる携帯電話の予備バッテリー、簡易ト
イレなどについても備蓄しましょう。

　ローリングストックとは、特別な防災用食品だけではなく、日持
ちの良い食品を少し多めに買い置き、日常生活で消費して減った分
を新たに買い足すことで無駄なく備蓄をすることです。

備蓄品はローリングストック（買い足し）しよう！

　市では、地域の防災活動で重要な役割を担う防災リーダーを育成
し、地域防災力の向上を図るため、防災・減災に関する講義や防災マ
ップ作りの実習などを行う防災ライセンス講座を開催しています。
日程や申込方法など詳しくは、【5面】をご覧ください。

防災ライセンス講座で知識をアップ！ 感震ブレーカーを設置しよう！

　日頃から地域のつながりを深め、地域住民同士が助け合える災害に強い地域をつくりま
しょう。

　地域の皆さんが日頃からお互いに協力し合い、「自分たちのまちは
自分たちで守る」ことを目的に、町内自治会などを単位として結成
するのが自主防災組織です。
　大規模な災害が発生した場合に備え、お互いに協力して、防火・防
災訓練や資機材の備蓄などの活動に組織的に取り組むことが、被害
の軽減につながります。

　支援が必要な一人暮らしの高齢者など、災害時に自らを守る行動
をとることが難しい方の名簿を作成し、町内自治会などに提供し、
支援体制の構築を促進しています。詳しくは、各区役所地域振興課
へお問い合わせください。

　なお、特別な事情のある方で、新たに名簿への掲載を希望する方
や、既に名簿に掲載されているものの、名簿の掲載を拒否する方は、
ホームページをご覧いただくか、高齢福祉課 ☎245-5171 Ｆ245-
5548にお問い合わせください。 千葉市　避難　名簿　

　災害時に円滑に避難所の開設・運営を行うために、地域の町内自治
会、自主防災組織、避難所となる施設の管理者、市担当職員などが
一体となって設立するのが避難所運営委員会です。
　普段から避難所の開設・運営に向けたマニュアル作りや訓練を実
施しているほか、災害時には避難者と協力して避難所の開設・運営 
を行います。

自主防災組織に加入しよう！

避難行動要支援者名簿に名前を掲載しよう！

避難所運営委員会に参加しよう！

域をみんなで守る地

Ｔ区役所地域振興課くらし安心室
　　中　央 ☎221-2169 Ｆ221-2179　花見川 ☎275-6224 Ｆ275-6799　稲　毛 ☎284-6107 Ｆ284-6189
　　若　葉 ☎233-8124 Ｆ233-8162　　緑　 ☎292-8107 Ｆ292-8159　美　浜 ☎270-3124 Ｆ270-3191

◦  徒歩やバスでの帰宅経路と災害時帰宅支援ステ
ーションの場所を確認

◦ 職場などに、歩きやすいスニーカー、懐中電灯、
手袋、飲料水、食料などを用意
家族などと安否確認の方法も複数確認しておこう！
◦ 安否確認の方法は、日頃から家族などで話し合

い決めておく
◦ 災害用伝言サービスの利用方法を確認し、体験

しておく
　詳しくは、 千葉市　安否確認　

Ｔ危機管理課 ☎245-5151 Ｆ245-5597

　災害時に、徒歩で帰宅する
方を支援するため、協定を締
結したコンビニエンスストア
や飲食店などが、水道水、ト
イレ、交通情報などを提供す
ることになっています。

このステッカーが目印
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スポーツ施設（蘇我スポーツ公園などを除く）の抽選受付は利用希望日の前月7日まで。申込方法など詳しくは、 千葉市スポーツ施設　

ちば市政だより

　国民健康保険の加入時に登録した携帯電話番号宛てに、
SMS（ショートメッセージサービス）で納付のご案内など
をお知らせします。
　対　象　国民健康保険料の納付が確認できていない方など
　文　例　�「千葉市役所です。7月期の国民健康保険料の納付が確認で

きないため、督促状を発送しております。」
＊�この案内や折り返しの電話で、ATMの操作指示や口座情報の聞き取
りを行うことは絶対にありません。電話de詐欺にご注意ください。
Ｔ健康保険課�☎245-5164�Ｆ245-5544

　10月から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、下水道使
用料は、12月検針分から新税率で計算します。
　10月または11月検針分の使用料は、経過措置を設けています。

＊�上水道料金に関しては、県企業局や市�
水道局など、お住まいの地区の事業体�
からのお知らせをご確認ください。
Ｔ下水道営業課�☎245-5409�Ｆ245-5614

経過措置
　消費税改定日前（9月30日以前）か
ら引き続き使用している場合は、10月
または11月検針分の使用料は、旧税率
で計算した使用料になります。

　動物の愛護や正しい飼い方についての関心と
理解を深めるため、9月20日㈮～26日㈭の動物
愛護週間に合わせてイベントを開催します。
　日　時　9月22日㈰12：00～16：00
　場　所　�イオンモール幕張新都心グランドモ

ール1階グランドスクエア、豊砂公園
　内　容　�長寿動物の表彰式、ペットの防災対策、飼い方相談、動物

のお医者さん体験、アジリティー（障害物競争）体験会など
Ｔ�動物愛護フェスティバル2019inちばイベント事務局�☎241-3001
動物保護指導センター�☎258-7817�Ｆ258-7818

　交通事故など第三者の行為によるけがの治療などで国民健康保険や
介護保険を使う場合は、届け出が必要です。
　届け出に必要なものなど詳しくは、 千葉市　第三者行為

・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
・介護保険に関すること
Ｔ保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室
　　中央�☎221-2198　花見川�☎275-6401　稲毛�☎284-6242
　　若葉�☎233-8264　　緑　�☎292-9491　美浜�☎270-4073
　介護保険管理課�☎245-5061�Ｆ245-5623

電話de詐欺のだましの手口

この電話、詐欺かな？と思ったらご相談を

日頃からできる電話de詐欺の対策

だましの手口は巧妙化しています

Ｔ地域安全課�☎245-5264�Ｆ245-5637

電話de詐欺相談専用ダイヤル ☎0120-494-506
受付時間　平日8：30～17：15（時間外は最寄りの警察署へ）

ATMの操作で還付金がもらえることはありません！

警察や銀行がキャッシュカードを預かることはありません！

「電話番号が変わった」と言われても、元々の番号に電話
して本人に確認しましょう！

こんな言葉に要注意
「携帯電話を持って
ATMに行って欲しい」

こんな言葉に要注意
「キャッシュカードを
預かる」

こんな言葉に要注意
「風邪をひいて声が変」
「今日中にお金が必要」

□　自宅の電話は基本、留守番電話にする
□　知らない番号からの電話には出ない
□　一人で判断せず、家族や警察に相談する
□　相手からの電話だけで判断せず、必ず本人に確認する
□　�家族で合言葉を決めておく
□　他人に現金やキャッシュカードを渡さない
□　電話で家族構成などの情報を安易に教えない

架空請求詐欺
　存在しない行政機関をかたり、「民事訴訟の最終通告書」など
のはがきを送り、お金をだまし取る手口が多発しています。
融資保証金詐欺
　はがきなどで融資を勧誘し、申し込んできた人に対し、保証
金が必要などの口実で、お金をだまし取ろうとします。
アポ電
　電話をかけ、家族構成や財産などの情報を聞き出そうとしま
す。詐欺でだまし取るだけではなく、強盗におよぶ凶悪な事件
も発生しています。

　市内で、オレオレ詐欺や還付金詐欺などの電話de詐欺が多発して
います。具体的な手口を知り、詐欺被害から身を守りましょう。

2018年 2017年
被害件数 216件 202件
被害額* 2億7,635万円 2億9,049万円

＊キャッシュカードの引出額をのぞく

市内の被害件数と被害額

○○市役所福祉課のGです。
医療費の還付があるので、キャ
ッシュカードと携帯電話を持
ってATMに行ってください。
今日中に手続きしないと支払
いができなくなります！

○○警察のGです。あなたの口
座が詐欺に使われています。捜
査のために職員がキャッシュ
カードを受け取りに行きます。
極秘捜査なので家族にも内緒
にしてください！

父さん！ え？声が変だって？
風邪をひいたんだよ。ゴホゴ
ホ。交通事故を起こしてしまっ
て、今日中に示談金を払わない
と訴えられてしまうんだ！

動物愛護フェスティバル

交通事故に伴う治療などの際は
手続きに注意

国民健康保険料納付の案内を
SMSで送ります

10月から消費税率改定

下水道使用料の経過措置

9/4㈬は振り込め詐欺対策九都県市一斉啓発活動日

電話de詐欺にご注意ください！

編集担当Ｉ

消費税改定後に使用を
始める場合は、新税率で
計算した使用料になり
ます
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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 5Ｖくらし・地域／Ｗ健康・福祉

　「身につける　夜道のお守り　反射材」をスローガンに9月21日㈯
～30日㈪の10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。事故を起
こさないだけでなく、事故に遭わないためにも、この機会に交通安全
について考えてみませんか。
　また、9月30日㈪は交通事故死ゼロを目指す日です。一人ひとりが、
交通ルールを守りましょう。
　運動重点目標
　・子どもと高齢者の安全な通行の確保
　・高齢運転者の交通事故防止
　・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　・�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

秋の全国交通安全運動週間

関連イベント
2019交通安全のつどい
　日　時　9月22日㈰14：00～16：30
　会　場　生涯学習センター
　内　容　�交通安全教室、県警音楽隊によるコンサート、交通安全

運動感謝状の贈呈、交通安全図画・ポスター入賞者の表
彰など

　定　員　当日先着250人
交通安全フェア☆ちば
　日　時　9月26日㈭13：00～16：00
　会　場　生涯学習センター
　内　容　�交通安全教室、反射糸を使用したファッションショーや

展示、交通安全ふれあい音楽会
　定　員　当日先着300人

　地域の防災活動で重要な役割を担
う防災リーダーを育成するため、防
災に関する講義や実際に町内の探索
を行う防災マップ作りなどの実習を
行います。防災意識の向上のため、
ぜひご参加ください。
　日　　程　�①10月29日㈫・30日㈬、②11月7日㈭・8日㈮、③11月

23日㈷・24日㈰、④11月27日㈬・28日㈭、⑤11月30日
㈯、12月1日㈰　各全2回

　時　　間　�9：00～16：00（①は9：30～16：30）
　会　　場　�①市男女共同参画センター、②④市役所8階正庁、③⑤

中央コミュニティセンター8階
　定　　員　�各40人（①1歳6カ月以上の就学前児を対象に託児あり

Ｉ先着8人）
　　　　　　多数の場合は初めての方を優先
　申請方法　�9月27日㈮必着。はがきに必要事項（日程は第2希望ま

で）のほか、自主防災組織または町内自治会名（所属し
ている方）、①で託児希望の方は子どもの名前と年齢を明
記して、〒260-8722千葉市役所防災対策課へ。FAX、
Ｅbosaitaisaku.GE@city.chiba.lg.jp、電子申請も可。

　また、昨年度までの防災ライセンス講座の修了者を対象に、自主防
災組織などに指導・助言を行う指導者的人材を育成するための防災ラ
イセンススキルアップ講座を12月上旬に開催します。講座では、避難
所運営などに関する事例紹介など、より実践的な講義や演習を行いま
す。
　詳しくは、 千葉市　防災ライセンス講座　

Ｔ防災対策課�☎245-5113�Ｆ245-5552

9月24日㈫～30日㈪は結核予防週間

結核は早期発見が大切です
　結核は過去の病気ではありません。今も
なお多くの方が感染しており、昨年度、市内
で127人が新たに結核と診断されました。
　早期に発見し治療を開始すれば、周囲へ
の感染を防ぐことができ、入院をせずに治
すこともできます。
　正しい知識を身につけ、予防や早期発見に役立てましょう。
結核とは
　たんに結核菌がいる患者のせきやくしゃみにより、空気中に飛び散
った菌を吸い込み、菌が肺に入ると感染し、炎症を起こす病気です。
こんな症状がでたら病院へ
　初期症状は、風邪と似ています。次の症状がでたら、早めに医療機
関を受診しましょう。
　・せきやたんが2週間以上続く　・倦怠（けんたい）感が長く続く
　・食欲がない　・発熱が長引く　・急に体重が減る
結核を予防するには
　健康的な生活を心がけ、免疫力を高めておくことが大切です。日頃
から次のことに気を付けましょう。
　・睡眠を十分にとる　・適度に運動する　・タバコを吸わない
　・好き嫌いをせず、バランスのとれた食事をする
早期発見のために定期健康診断を受診しましょう
　年に1回は会社などの健康診断を受診して、胸部エックス線検査を
受けましょう。65歳以上の方は、結核検診を兼ねた市の肺がん検診が
無料で受診できます（受診券シールは5月中旬に郵送済み）。また、乳
幼児は感染すると重症化する恐れがありますので、4か月児健診に合
わせて行っているBCG予防接種を受けましょう。
Ｔ感染症対策課�☎238-9974�Ｆ238-9932

10月1日㈫から制度が始まります

年金生活者支援給付金
　年金生活者支援給付金は、年金以外の収入を含めても所得が低い方
の生活支援のため、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。
　給付金を受け取るためには、認定請求手続きを行う必要があります。
　対　　象　次のいずれかに該当する方
　　　　　　・�65歳以上の老齢基礎年金受給者で、年金収入額とその

他の所得額の合計が879,300円以下で、世帯員全員の
市民税が非課税

　　　　　　・�障害基礎年金・遺族基礎年金受給者で、前年の所得額が
4,621,000円以下（扶養親族等の数に応じて増額）

　請求方法　・�2019年4月1日時点で年金を受給中または3月31日
までに請求手続きをした方

　　　　　　　�　認定請求が必要な方には、日本年金機構から請求手
続きの案内が順次届きますので、請求書を記入し、日
本年金機構に提出してください。

　　　　　　・2019年4月1日以降に年金請求手続きをした方
　　　　　　　�　新たに認定請求手続きを行う必要はありません。
　　　　　　・これから年金請求手続きを行う方
　　　　　　　�　年金の請求手続きと併せて、年金事務所または区役

所市民総合窓口課で手続きしてください。
　詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ給付金専用ダイヤル�☎0570-05-4092
　千葉年金事務所（中央・若葉・緑区）☎242-6320
　幕張年金事務所（花見川・稲毛・美浜区）☎212-8621
　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�Ｆ270-3193Ｔ地域安全課�☎245-5148�Ｆ245-5637

地域の防災力を高めよう

防災ライセンス講座
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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

　「安心して働くために」をテーマに、事例を
交えながら、企業における合理的配慮への取り
組みを紹介します。この機会に、ぜひご参加く
ださい。
　日　　時　�9月27日㈮13：30～15：30
　　　　　　（13：00開場）
　会　　場　�ハーモニープラザ
　定　　員　�先着80人　
　申込方法　�9月12日㈭までにFAXで、必要事項のほか、団体名（所

属している方）、参加者数（2人まで）を明記して、千葉
市身体障害者連合会へ。

Ｔ市身体障害者連合会�☎209-3281�Ｆ209-3282

パラテコンドーを体験しよう！
　全日本テコンドー協会から講師を迎え、基本的
なルールの紹介や体験を行います。
　パラテコンドーは、東京2020パラリンピック
競技大会の際に幕張メッセが会場となります。
　障害の有無にかかわらず、だれでも参加できま
す。
　日　　時　10月20日㈰10：00～12：00
　会　　場　�療育センターふれあいの家
　定　　員　先着30人
　申込方法　前日までに電話で、療育センターふれあいの家へ。
Ｔ療育センターふれあいの家�☎216-5130�Ｆ277-0291

学校の様子を見学してみませんか
　校内を自由に移動して授業の様子を見学できる学校体感デーを開催
します。有吉小学校では、市内農産物を使った給食試食会も行います。

　申込方法　�9月20日㈮必着。はがきに必要事項のほか、給食試食会
に参加予定で食物アレルギーがある方は対象食物を明記
して、〒260-8730千葉市教育委員会企画課へ。FAX、
Ｅkikaku.EDG@city.chiba.lg.jpも可。

　詳しくは、 千葉市　学校体感デー　

Ｔ教育企画課�☎245-5908�Ｆ245-5988

　初めて自転車に乗る子どもが、30分で自転車に乗れるようになる教
室を開催します。実際に自転車に乗ったり、交通ルールについて学ん
だり、親子で自転車に触れるきっかけとしませんか。
　日　　時　�①9月29日㈰、②10月5日㈯　
　　　　　　いずれも、9：30～17：00（40分毎）各日9回
　会　　場　�①みつわ台公民館、②おゆみ野公民館
　定　　員　�各回6人程度
　対　　象　�自転車に乗れない3～6歳の子どもと保護者
　申込方法　�9月18日㈬までに、ホームページの応募フォームから申

し込み。 千葉市　はじめて自転車の～れた　

Ｔ自転車政策課�☎245-5607�Ｆ245-5591

親子自転車教室

はじめて自転車の～れた♪

多重債務に関する相談
◦多重債務者特別相談（予約制。電話相談不可）�☎207-3000
　Ｊ第2・4木曜日13：00～16：00
商品・サービスの契約トラブルなどに関する相談
◦消費生活相談�☎207-3000
　Ｊ平日、土曜日9：00～16：30（土曜日は電話相談のみ）
学校生活に関する相談
◦教育相談ダイヤル24（24時間·365日）�☎0120-101-830
◦教育センター�☎255-3702　Ｊ平日9：00～17：00
◦千葉市LINE相談
　�Ｊ来年3月21日㈯（長期休業中を除く）までの火・土曜日17：00～
21：00
　Ｈ中学·高校生

あなたの声かけが大切な命を守ります！
　9月10日㈫～16日㈷は自殺予防週間です。
　市内の自殺者数は、過去10年間で最多となった2010年から減少傾向にあ
りますが、2017年は146人といまだに多くの方が自ら命を絶っています。
　市では、自殺者を1人でも減らすため、自殺予防キャンペーンとして自殺
予防啓発などを行い、一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、誰
も自殺に追い込まれることがない社会の実現を目指しています。
　自殺を防ぐには、悩みを抱えている方の変化に気づき、声を掛けることが
大切です。心の健康や日常生活などで悩んでいる方、周りに悩んでいる人が
いる方は、次の相談窓口へ気軽にご相談ください。
こころの健康に関する相談
◦千葉いのちの電話（24時間·365日）☎227-3900
◦千葉市こころの電話�☎204-1583
　Ｊ平日10：00～12：00、13：00～17：00
◦こころと命の相談室（対面相談。予約制）�☎216-3618
　＊予約は平日9：30～16：30
　�Ｊ月・金曜日（祝・休日を除く）18：00～21：00、
　�毎月1回日曜日10：00～13：00のほか、9月10日㈫�
～12日㈭10：00～13：00は臨時開設
　Ｂ中央区新町18-12第8ビル501号室
からだの健康に関する相談
◦保健福祉センター健康課
　　中央�☎221-2582　花見川�☎275-6296　稲毛�☎284-6494
　　若葉�☎233-8714　　緑　�☎292-2630　美浜�☎270-2221
労働条件に関する相談
◦労働相談室�☎300-8282
　Ｊ平日9：00～16：00、土・日曜日9：00～15：00
　Ｂ蘇我コミュニティセンター
Ｔ精神保健福祉課�☎238-9980�Ｆ238-9991

こころの体温計
　パソコンやスマートフォンを使って自分の心の健康状態をチェッ
クできます。詳しくは、 千葉市　こころの体温計　

　その他の相談窓口など詳しくは、 自死対策相談窓口　

146人

220人

100

150

200

250
（人）

220

1

（年）
2008 171615141312111009

市内の自殺者数の推移

 厚生労働省 2017年人口動態統計より

学校名 日時 定員 料金
幕張中学校 10月26日㈯8：30～10：50

各20人
有吉小学校 11月9日㈯10：10～13：45 288円

共生社会を目指して

障害者差別解消講演会
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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、1日㈰9：00～9：15

ちば市政だより

ちばスポレク祭
　今年も、子どもから大人までスポーツを楽しめる、スポーツ・レクリエ
ーション祭を開催します。ぜひ、ご参加ください。

申�込方法　【下表】。往復はがき・FAX・Eメールでの申し込みは、10月
10日㈭必着。必要事項のほか、種目、種別、参加者全員の氏名・年
齢・性別、所属チーム名(加入している場合)を明記して、各申込先へ。
なお、小・中学生は保護者が申し込み、当日、引率が必要です。

＊印の種目は雨天中止
Ｔスポーツ振興課 ☎245-5968 Ｆ245-5994

種目 日時・会場 種別・内容・対象など 定員 料金（1人） 申込方法・問い合わせ

ソフト
バレーボール

11/2㈯8：30～15：30
宮野木スポーツセンター体
育館

Ｎ女子の部、混合の部
各20組

（1チーム4～6
人）

200円
Ｍ往復はがきで、〒262-0046花見川区花
見川5-7-302眞治（しんじ）さんへ。
Ｔ眞治さん☎090-1402-5318

ダンス
①11/2㈯10：00～15：00
②11/3㈷10：30～15：30
蘇我コミュニティセンター

①フォークダンス
②社交ダンス

先着
各150人

①500円
②300円

Ｍ当日直接会場へ。
Ｔ①谷川さん☎265-5134
②福井さん☎263-8348（18：00～22：00）

フェンシング 11/2㈯17：00～19：00
緑町小学校体育館

Ｎフルーレ
Ｇ上履き・軍手・長袖運動着上下 5人 300円 ＭEメールで、浜野さんＥPEG03363@

nifty.ne.jpへ。

ビーチバレー＊ 11/3㈷9：00～12：00
検見川の浜

Ｎパスの練習、試合
Ｇ綿の靴下 40人 － ＭEメールで、長友さんＥbeachvolley_

chiba@yahoo.co.jpへ。当日参加も可。

ターゲット
バードゴルフ＊

11/9㈯8：45～14：00（③
は12：00まで）子和清水公
園（花見川区犢橋町39-1）

①男女別一般の部、②男女別シニアの
部、③体験　Ｈ①③中学生以上の方、
②70歳以上の方

①②60人
③若干名

①②
500円

Ｍ往復はがきで、〒263-0013花見川区犢
橋町61-24松ヶ枝さんへ。
Ｔ松ヶ枝さん☎259-0417

ウオーキング
11/9㈯9：00千葉公園集
合、①12：00みなと公園（中
央区千葉港6）、②14：00千
葉公園解散

①徒歩約8キロメートルのコース
②徒歩約12キロメートルのコース なし 100円 Ｍ当日直接会場へ。

Ｔ安保（あぼう）さん☎070-5027-4361

卓球
（40ミリボー
ル）

11/9㈯9：00～17：00
千葉公園体育館

①男子シングルス、②女子シングルス、
③男子ダブルス、④女子ダブルス
Ｈ小学生以上の方（①②初心者の方）

①②各50人
③④各50組
100人

300円
Ｍ往復はがき（1人1種目）で、〒263-0016
稲毛区天台3-3-2-505小林さんへ。
Ｔ小林さん☎090-2913-1559

グラウンド
ゴルフ＊

11/9㈯9：30～13：00
フクダ電子スクエア Ｈ小学生以上の方（1人でも参加可） 32組192人 200円

Ｍ往復はがきで、〒260-0834中央区今井
1-12-13國吉さんへ。
Ｔ國吉さん☎090-1466-6702

バドミントン 11/9㈯9：50～16：00
花島公園体育館

親子ダブルス（Ｈ小学3～6年生と保護
者）、男子ダブルス・女子ダブルス・混合
ダブルス（Ｈ中学2・3年生、高校生、大
学生以外の方）

各16組32人 500円
Ｍ往復はがきで、〒262-0045花見川区作
新台8-12-4-301藤井さんへ。
Ｔ藤井さん☎257-3908（平日18：00～
20：00）

ボウリング
11/9㈯10：00～12：30
VEGAアサヒボウリングセ
ンター（中央区新宿2-1-5）

ダブルス
Ｈ小学5年生以上の方

先着25組
50人 1,500円

Ｍ10月10日㈭までに直接、VEGAアサヒボ
ウリングセンターへ。
Ｔ白坂さん☎090-9015-2263

スポーツ
ウエルネス吹
矢

11/9㈯10：00～16：00
高洲スポーツセンター体育
館

Ｎ個人＝的との距離6ｍ、8ｍ
　団体＝5人1チーム
Ｈ中学生以上の方

各100人 500円
Ｍ往復はがきで、〒264-0002若葉区千城
台東3-5-15千葉市スポーツウエルネス吹矢
協会谷野さんへ。
Ｔ谷野さん☎237-7276

テニス＊
①②11/9㈯･③10㈰
8：30～15：30
稲毛海浜公園庭球場

①親子ダブルス（Ｈ小学生と保護者）
②女子ダブルス
③混合ダブルス

①20組40人
②48組96人
③64組128人

各500円
Ｍ往復はがきで、〒262-0006花見川区横
戸台41-17山本さんへ。
Ｔ山本さん☎259-1456（18：00～21：00）

一輪車＊
11/10㈰8：30～14：00
青葉の森スポーツプラザ
陸上競技場

個人＝スプリント（100m）、スラロー
ム（30m）、中距離走（400m・800m）、
親子レース（50m）
団体＝リレー（100m×4人）

なし 100円

Ｍ往復はがきで、〒264-0017若葉区加曽
利町1032-81小川さんへ。Ｆ233-0865も
可。
Ｔ小川さん☎232-1435（平日10：00～
16：30）

軟式野球＊ 11/17㈰8：00～17：00
稲毛海浜公園野球場

Ｈ40歳以上の方で構成するチーム（女
性も可） 6チーム 1チーム

5,000円
ＭFAXで、山根さんＦ298-9605。
Ｅsanae@a2.rimnet.ne.jpも可。
Ｔ山根さん☎298-9605

ペタンク＊ 11/17㈰8：30～16：30
幸町第一中学校

Ｈ小学4年生以上の方
（1人でも参加可。小学生は保護者と同
組）

30組60人 100円
Ｍ往復はがきで、〒262-0005花見川区こ
てはし台6-7-10鈴木さんへ。
Ｔ萩生田（はぎゅうだ）さん
☎424-1872（18：00～21：00）

インディアカ
11/17㈰9：15～16：30
高洲スポーツセンター体育
館

一般（1チーム4人以上）
小学生（1チーム4人以上）
体験（1人でも参加可）

80人 300円
ＭFAXで、小手川さんＦ247-5818。Ｅnao 
1105-indiaca@memoad.jpも可。当日参
加も可。
Ｔ小手川さん☎090-4014-9556

クッブ 11/23㈷9：00～15：00
千葉ポートパーク Ｈ小学生以上の方（1人でも参加可） 40人 － ＭEメールで、木下さんＥchibashicamping 

@gmail.comへ。

体操 11/23㈷9：00～16：50
千葉ポートアリーナ

①発表=体操競技、新体操、ダンス、エ
アリアル、モンスターボックス
②体験＝体操、体操器具とのふれあい、
床運動演技台での各種競争

なし
①300円

（20歳未満
の方無料）

Ｍ当日直接会場へ。
Ｔ小野さん☎090-4065-7523

スポーツ
チャンバラ

11/24㈰13：30～15：00
花島公園スポーツ施設体育
館

Ｎ基本の打ち方、避け方の講習と試合 なし
200円

（就学前児
無料）

Ｍ電話で、平山さん☎090-7222-2740 
（9時～21時）。当日参加も可。
Ｔ平山さん☎前記
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体を動かしてリフレッシュしませんか
①入門スポーツ教室　後期（10～12月開催）
　スポーツの基礎知識や基本動作を身に付ける初心者向けの教室です。

②中級スポーツ教室　後期（11月～来年1月開催）
　基本技術を習得している方向けに、さらなる技術向上を目的とした教室です。

対　　象　市内在住・在勤・在学で健康な方
申込方法　�①9月14日㈯、②9月15日㈰～30日㈪必着。往復はがき（1人1教室）に必要事項のほか、

会場名、ボッチャを希望の方は障害者手帳の有無を明記して、〒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。

注　　意　◦対象が15歳以上の教室では、中学・高校生は受講できません。
　　　　　◦返金はできません。
　　　　　◦用具は各自で用意してください（小学生を除く）。
　　　　　◦親子体操以外、子どもを連れての受講はできません。
　　　　　◦現在治療中の方は、医師と相談の上、お申し込みください。
　　　　　◦障害者手帳をお持ちの方は、ボッチャの料金を免除します。
　　　　　◦ボッチャは、車いすを使用している方も参加できます（投球が可能な方に限る）。
　　　　　◦都合により日程・内容の変更を行う場合があります。
Ｔスポーツ協会�☎238-2380�Ｆ203-8936

区 会場 教室名 日程 時間 回数 対象 定員 
(人)

料金 
(円)

中　央

千葉公園スポーツ施設
実年卓球 10/9～12/11の水曜日 13：30～15：30 10 60歳以上 25 1,800
キッズショートテニス 10/15～11/12（10/22を除く）の火曜日 17：30～19：00 4 小学生 30 900

フクダ電子ヒルスコート 実年テニス 10/11～11/29の金曜日 11：00～13：00 8 60歳以上 30 1,600
武道館 合気道＆護身術 10/16～12/4の水曜日 10：00～12：00 8 15歳以上 30 2,100

中央コミュニティセンター

実年健康体操 10/16～12/4の水曜日 10：00～11：30 8 60歳以上 40 1,000
実年スイミング 10/18～12/6の金曜日 10：00～12：00 8 60歳以上 30 2,000

親子体操 10/26～11/16の土曜日 9：30～10：30 4 3歳以上の就学
前児と保護者

20�
（10組）1,400

千葉ポートアリーナ
かんたんエアロ＆ストレッチ 10/23～11/13の水曜日 13：30～15：00 4 15歳以上 20 1,300

コンディショニングストレ
ッチ 10/24～11/14の木曜日 10：00～11：30 4 15歳以上 20 1,300

ハーモニープラザ ボッチャ 10/25～11/8の金曜日 13：30～15：00 3 15歳以上 20 500

花見川 花島公園スポーツ施設
卓球 10/10～12/12の木曜日 13：30～15：30 10 15歳以上 25 2,400
テニス 10/17～12/5の木曜日 11：00～13：00 8 15歳以上 30 2,200

稲　毛 宮野木スポーツセンター 実年健康体操 10/25～12/13の金曜日 13：30～15：00 8 60歳以上 40 1,000

若　葉

みつわ台第2公園スポーツ�
施設

バドミントン 10/7～12/23（10/14、11/4を除く）の
月曜日 10：00～12：00 10 15歳以上 35 2,600

実年卓球 10/25～11/26の火・金曜日 13：30～15：30 10 60歳以上 25 1,800

北谷津温水プール
スイミング（レディース） 10/8～12/3（10/22を除く）の火曜日 13：00～15：00 8 15歳以上 30 2,600
キッズスイミング 11/2～12/7（11/23を除く）の土曜日 13：00～14：30 5 小学生 30 600

千城台コミュニティセンター 太極拳 10/15～11/12（10/22を除く）の火曜
日 13：15～14：45 4 15歳以上 30 500

緑
有吉公園スポーツ施設 テニス 10/9～11/27の水曜日 11：00～13：00 8 15歳以上 30 2,200

古市場公園スポーツ施設 バドミントン 10/11～12/20（10/18を除く）の金曜
日 10：00～12：00 10 15歳以上 35 2,600

美　浜

稲毛海浜公園スポーツ施設 テニス 10/8～12/3（10/22を除く）の火曜日 11：00～13：00 8 15歳以上 30 2,200
磯辺スポーツセンター バドミントン 10/8～12/17（10/22を除く）の火曜日 10：00～12：00 10 15歳以上 35 2,600
高洲スポーツセンター 実年健康体操 10/10～11/28の木曜日 13：30～15：00 8 60歳以上 40 1,000

稲毛ヨットハーバー
ランニング 10/26～11/16の土曜日 10：00～11：30 4 中学生以上 20 1,000
キッズランニング 10/26～11/16の土曜日 10：00～11：30 4 小学生 20 500

高洲コミュニティセンター 気功法 10/23～11/13の水曜日 9：15～10：45 4 15歳以上 25 500
真砂コミュニティセンター ヨガ 11/7～11/28の木曜日 9：15～10：45 4 15歳以上 25 500

区 会場 教室名 日程 時間 回数 対象 定員 
(人)

料金 
(円)

中　央
千葉公園スポーツ施設 中級バドミントン 11/5～1/14（12/31を除く）の火曜日 13：30～15：30 10 18歳以上 20 3,800
フクダ電子ヒルスコート 中級ソフトテニス 11/7～1/16（1/2を除く）の木曜日 13：00～15：00 10 18歳以上 20 3,500

花見川 花島公園スポーツ施設 中級テニス 11/6～1/15（1/1を除く）の水曜日 13：00～15：00 10 18歳以上 20 3,500
稲　毛 宮野木スポーツセンター 中級卓球 11/7～1/16（1/2を除く）の木曜日 13：00～15：00 10 18歳以上 20 3,800

美　浜
稲毛海浜公園スポーツ施設 中級テニス 11/8～1/17（1/3を除く）の金曜日 13：00～15：00 10 18歳以上 20 3,500
高洲スポーツセンター 中級卓球 11/8～1/17（1/3を除く）の金曜日 10：00～12：00 10 18歳以上 20 3,800
磯辺スポーツセンター 中級バドミントン 11/9～1/18（11/23を除く）の土曜日 10：00～12：00 10 18歳以上 20 3,800
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ジャパンパラゴールボール競技大会
　ゴールボールは、視覚障害者の競技
で、アイシェード（目隠し）をつけ、
鈴の入ったボールをお互いに転がし合
い、相手ゴールに入れて得点を奪う対
戦型チーム競技です。
　今大会は、東京2020パラリンピッ
ク競技大会と同じ会場で、女子日本代
表がブラジル、アメリカ、中国代表と
対戦します。入場無料ですので、ぜひ会場で応援しましょう。
　日　時　�9月28日㈯9：30～18：00、29日㈰9：00～17：00
　会　場　�幕張メッセ
Ｔ日本障がい者スポーツ協会
　☎03-5939-7021�Ｆ03-5641-1213

パラスポーツ大会応援イベント
「Go！Together！～みんな一緒に共生する未来～」
　ジャパンパラゴールボール競技大会を盛り上げるための応援イベ
ントを開催します。パラスポーツ体験などを行いますので、ぜひ家
族や友人とお越しください。
　日　時　�9月28日㈯10：00～16：30、29日㈰9：00～15：00
　会　場　�幕張メッセ、JR海浜幕張駅前南口広場、JR千葉駅ほか
　内容など詳しくは、 千葉市　パラスポーツ大会応援イベント　

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

鎌倉騎馬武者体験in動物公園	
　千葉常胤が活躍した鎌倉時代の武士が使った大鎧の複製を着用し、
乗馬体験を行います。
　千葉市の礎を築いた常胤の気分を味わってみませんか。
　日　　時　�10月12日㈯13：00～16：00　
　　　　　　雨天中止
　会　　場　�動物公園
　対　　象　��身長125センチメートル以上で、体

重80キログラム以下の、小学生以上
の方（小学生は保護者同伴）

　定　　員　�30人
　料　　金　�高校生以上の方は、動物公園入園料
　　　　　　700円
　申込方法　�9月30日㈪必着。往復はがき（1人1通）に必要事項のほ

か、身長、体重を明記して、〒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　鎌倉騎馬武者　

Ｔ郷土博物館�☎222-8231�Ｆ225-7106

千葉2019ワールドテコンドー
グランプリ
　約40の国と地域から強豪選手が参加
するテコンドーの国際大会が開催され
ます。オリンピック種目と同様に男女各
4階級が行われ、日本では初開催です。入
場無料ですので、東京2020大会を前に、
ぜひ会場で観戦してみませんか。
　日　時　�9月13日㈮～15日㈰9：00～
　　　　　21：30（15日は18：30まで）
　会　場　�千葉ポートアリーナ
　詳しくは、 テコンドーグランプリ　千葉　

Ｔ全日本テコンドー協会�☎03-6812-9023�Ｆ03-6812-9024

鈴の音を頼りにゴールを死守 !
©World Taekwondo

千葉を
知る

四、大空へ！パイオニアたちが集った民間航空の聖地
　ライト兄弟が世界初の有人動力飛行に成功した9年後の1912年、
自由な空を求めて軍を退いた奈良原三次が選んだ土地は、稲毛の浜で
した。広大な干潟は、潮が引くと荷馬車が通れるほど固くしまり、天
然の滑走路になりました。浅間神社の近くにあった旅館「海気館」の
主人から支援を受け、ここに日本初の民間飛行場が誕生しました。
　この前年、奈良原は自身の操縦で高度約4メートル、飛距離60メ
ートルを記録し、国産機による初めての飛行を成功させていました
が、まだまだ満足のいくものではありませんでした。
　奈良原が改良した複葉機「鳳号」を
操縦し、最初に稲毛の浜から大空へ飛
び立ったのは、民間飛行士第1号の白
戸栄之助。奈良原のもとから独立した
伊藤音次郎は、高度600メートルの東
京上空へ往復70キロメートルの訪問
飛行を成功させ、彼らの姿をひと目見ようと1万人もの人々がお祭
り騒ぎのように集まることもあったそうです。
　1917年の台風被害で閉鎖されるまで、5年余りという短い期間
に、航空技術は飛躍的に進歩し、稲毛の浜から多くの人材が輩出さ
れ、日本の民間航空は大きく発展しました。

　奈良原が命名した「鳳号」は当時、
活躍した横綱にちなんだものでした
が、この名前は現在、千葉市の消防ヘ
リコプター「おおとり」に受け継がれ、
千葉だけでなく出動要請に応えて各地
の空で活躍しています。

Ｔ都市アイデンティティ推進課�☎245-5660�Ｆ245-5476

鳳号

消防ヘリコプター「おおとり」

大鎧
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ジェフユナイテッド千葉

ホームタウン千葉市デー
　試合への無料招待や子ども参加プログラムなどを行います。ぜひ、
この機会にジェフユナイテッド千葉を応援しましょう。
日　時　10月6日㈰15：00開始　対モンテディオ山形
会　場　フクダ電子アリーナ
市民無料招待
　①SA自由席ペア　Ｈ市内在住の方　Ｉ150組
　②ホーム自由席ペア　Ｈ市内在住の小･中学生と保護者　Ｉ500組
子ども参加プログラム（ホーム自由席チケット付き。④～⑥⑧は保護
者1人分も）
　③グラウンドキーパーお仕事体験
　　ｔハーフタイム中
　　Ｈ市内在住の小学生と保護者　Ｉ10組20人
　④エスコート・フラッグキッズ
　　ｔ14：50～15：10　Ｈ市内在住の小学生　Ｉ30人
　⑤DJ体験
　　ｔ12：00～12：20　Ｈ市内在住の小学生　Ｉ2人
　⑥アキュアマーメイド体験
　　ｔ11：30～16：00ごろ　Ｈ市内在住の小・中学生　Ｉ3人
　⑦ピッチ内練習見学
　　ｔ14：10～14：45
　　Ｈ市内在住の小・中学生と保護者　Ｉ50組100人
　⑧カメラマン体験
　　ｔ14：00～14：45　Ｈ市内在住の小・中学生　Ｉ3人
申�込方法　9月13日㈮までに、①～⑧のいずれか1つを選

んで、ホームページ（http：//f.msgs.jp/webapp/
form/19984_qodb_40/index.do）から。往復はがき
に必要事項のほか、参加者の氏名（ふりがな）、学年、年齢を明記し
て、〒260-8722千葉市役所観光MICE企画課「ホームタウン千葉
市デー」係へ郵送も可（重複申し込みは無効）。
Ｔ観光MICE企画課 ☎245-5897 Ｆ245-5669
　ジェフユナイテッドファンクラブ事務局（ホームページからの申し込み）
　☎0570-064-325（平日11：00～18：00）

　けみはまバザール、マリンスポーツ体験、バーベキューなど、海辺
でイベントを開催します。
　日　時　 9月22日㈰10：00～16：00　荒天中止
　会　場　 稲毛ヨットハーバー周辺（稲毛海浜公園内）
　内　容　
　　◦ けみはまバザール（フリーマー

ケット、作品展示など）
　　◦ホンビノス貝無料試食
　　◦フラダンス･ドラム演奏
　　◦ ストリートスポーツキャンプ
　　◦ 野外バーベキュー（場所のみ提

供）　など
　　いずれも、当日直接会場へ。
マリンスポーツ体験などの参加者募集
　◦ ウィンドサーフィン　Ｉ72人　Ｋ小･中学生1,000円、高校生以

上2,000円
　◦ スタンドアップパドル　Ｉ72人　Ｋ 小･中学生1,000円、高校生

以上2,000円
　◦スタンドアップパドルヨガ　Ｉ27人　Ｋ2,000円
　◦ビーチヨガ　Ｉ40人　Ｋ1,000円
　対象、申込方法など詳しくは、 第7回検見川ビーチフェスタ　

Ｔ検見川ビーチフェスタ実行委員会（海辺活性化推進課内）
　☎245-5309 Ｆ245-5695

　美麗な女性をモデルにしたポスターで有
名なアルフォンス・ミュシャと、1900年に来
日し、浮世絵版画に学んで数多くの木版画作
品を手掛けたエミール・オルリク。本展では、
1900年前後のジャポニスム（日本趣味）の
時代に作られた彼らの作品と、彼らから影響
を受けた藤島武二、中沢弘光ら日本作家たち
を紹介します。
　約400点の版画やポスターなどグラフィ
ックを通して、チェコと日本の影響関係を考
えます。
　会　期　 9月7日㈯～10月20日㈰10：00～
　　　　　18：00（金・土曜日は20：00まで）
　　　　　9月30日㈪、10月7日㈪休館
　会　場　市美術館8、7階展示室
　料　金　一般1,200円、大学生700円、高校生以下無料
　　　　　＊9月7日㈯は半額、10月18日㈮は市民の日のため無料

検見川ビーチフェスタ

Ｔ市美術館 ☎221-2311 Ｆ221-2316　第1月曜日休館

関連イベント
講演会「ミュシャと挿絵の世界」
　Ｊ10月6日㈰14：00～15：30　Ｂ11階講堂
　Ｉ当日先着150人（12：00から整理券配布）

アルフォンス・ミュシャ
「煙草巻紙ジョブ」
川崎市市民ミュージアム蔵

ミュシャと日本、日本とオルリク

ニニ･ロッソ
メモリアルコンサート2019
　太陽がいっぱい、ゴッドファーザー愛のテーマなど数々の名曲を残
した伝説のトランぺッター、ニニ・ロッソの愛弟子であるマウロ･マウ
ルの初来日コンサートです。
　日　時　9月19日㈭13：30～15：30
　会　場　市民会館
　料　金　 7,000円（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

　森林管理のための基礎知識の習得や、市内で活動する森林ボランテ
ィア団体の活動内容などを体験する技術研修会を開催します。下草刈
りやチェーンソーなどの体験や自然観察を通じて、森林の手入れを学
んでみませんか。
　日　　時　①9月28日㈯、②10月5日㈯10：00～15：00
　会　　場　 ①富田さとにわ耕園、いずみの森 

②おぐらの森
　内　　容　 刈払機・チェーンソー体験、 

①森林内散策、②自然観察
　対　　象　18歳以上の方
　定　　員　各20人
　注意事項　いずれも10人未満の場合中止
　申込方法　 9月13日㈮必着。はがきに必要事項を記入して、〒265-

0053若葉区野呂町714-3千葉市農政センター農業経営
支援課へ郵送。FAX、Ｅkeieishien.AAC@city.chiba.
lg.jp、電子申請も可。千葉市　森林ボランティア技術研修会　

Ｔ農業経営支援課 ☎228-6275 Ｆ228-3317

森林ボランティア技術研修会

マウロ・マウル
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ジャズストリート

　街中を心地よい音色が包み込むジャズのイベント、BAY 
SIDE JAZZ CHIBA。9月28日㈯にメインイベントであるジャ
ズストリートを開催します。
　中央区内25カ所の会場で、プロ70人以上･アマチュア50組以
上の方々がさまざまな音色を奏でます。　
　この機会にジャズを楽しみませんか。
　詳しくは、 ベイサイドジャズ　

日　時　9月28日㈯11：00～21：00
会　場　文化センターほか
入場料　一般4,000円（前売券）、5,000円（当日券）、
　　　　ペア7,000円（前売券のみ）
　　　　小学～高校生500円（当日券のみ）
　　　　＊�全会場に入場でき、全席自由です。就学前児の入場は無料
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

文化センターほか18会場　15：00～21：00�　�
出　　演　大原保人、大西順子、マリア・エヴァほか
＊�会場や演奏時間など詳しくは、ホームページなどでご確認ください。

有料会場

無料会場 
中央公園特設ステージ
　11：00～11：45、12：00～20：00
葭川公園　11：00～17：00
モノレール千葉駅2階
　11：00～17：00
そごう千葉店京成千葉駅前広場
　11：00～20：00
そごう千葉店9階
　12：00～12：40、14：00～14：40
JR千葉駅中央改札前　
　12：30～13：00、13：30～14：00
レクサス千葉中央（中央区新町10）
　13：00～13：40、
　15：00～15：40

Ｔ市文化振興財団 ☎221-2411 Ｆ224-8231

星空コンサート～スターダストジャズ～
　日　時　9月７日㈯19：00～20：00
　会　場　科学館７階プラネタリウム
　定　員　先着180人
　入場料　一般1,000円、高校生600円、小・中学生300円
デモンストレーション
・そごう千葉店京成千葉駅前広場
　日　時　9月15日㈰11：00～12：00
・NHK千葉放送局
　日　時　9月18日㈬14：30～15：30
前夜祭コンサート
　日　時　9月27日㈮18：30～20：30（18：00開場）
　会　場　文化センター3階アートホール
　入場料　6,000円（前売券）、6,500円（当日券）

関連イベント
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新鮮な魚など食料品の買い物や食事が楽しめる地方卸売市場･市民感謝デー。今月は14日㈯・28日㈯に開催！ インターネットから市税などの口座振替手続きができます。詳しくは、 千葉市　web　口座振替　

幼稚園や認定こども園（1号）の預かり保育を利用する子どもたち
無償化の期間

「保育の必要性の認定」を受けた①②の方
　①満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間
　②住民税非課税世帯の満3歳から最初の3月31日まで
無償化の範囲
　利用日数×450円を限度に①月11,300円まで、②16,300円まで
無償化の方法
　保護者が一度、園に預かり保育料を支払い、後日市に請求すると、
市から保護者に無償化分が支給されます。

必要な手続き
　途中入園などにより、「保育
の必要性の認定」を受けてい
ない方は、利用する園が所在
する区のこども家庭課へ必要
書類をご提出ください。
　市外の園を利用する方は、
お住まいの区のこども家庭課
へご提出ください。

預かり保育を利
用する子どもたち
はチェックしてね

・幼稚園に関すること
　Ｔ幼保支援課 ☎245-5100 Ｆ245-5629
・認定こども園に関すること
　Ｔ幼保運営課 ☎245-5726 Ｆ245-5894

保護者 市園

無償化の方法のイメージ

③支給

②請求①保育料
の支払い

認可外保育施設などを利用する子どもたち
無償化の期間

「保育の必要性の認定」を受けた①②の方
　①満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間
　②住民税非課税世帯の０～２歳
　ただし、認可保育園や認定こども園（2・3号）などと併用している方
は、認可外保育施設などは無償化の対象になりません。
無償化の対象となる施設や事業
　認可外保育施設（ベビーシッターを含む）、一時預かり事業、病児・病
後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
無償化の範囲
　上記の施設や事業の保育料を合わせて①37,000円まで、②42,000円まで

必要な手続き
　途中入園などにより、「保育の必要
性の認定」を受けていない方は、利
用する施設が所在する区のこども家庭課へ必要書類をご提
出ください。
　市外の施設を利用する方は、お住まいの区のこども家庭
課へご提出ください。

保護者 市施設

無償化の方法のイメージ

③支給

②請求①保育料
の支払い

「保育の必要性の認定」が必要

・認可外保育施設に関すること
　Ｔ幼保運営課 ☎245-5735 Ｆ245-5894
・一時預かり事業に関すること
　Ｔ幼保運営課 ☎245-5729 Ｆ245-5894
・ 病児・病後児保育事業、ファミリー･サポート･センタ

ー事業に関すること
　Ｔ幼保支援課 ☎245-5105 Ｆ245-5629

無償化の期間や範囲などは、利用する施設や事業によって異なります

就学前の障害児の
発達支援

満3歳になった後の
最初の4月1日から

小学校入学前までの3年間

無償化により0円

認可外保育施設など

④住民税非課税世帯の
0～2歳

①月37,000円まで
④月42,000円まで

幼稚園、認定こども園
（1号）の預かり保育

③住民税非課税世帯の満3歳
から最初の3月31日まで

利用日数×450円を限度に
①月11,300円まで
③月16,300円まで

保育園、認定こども園、
小規模保育など 

①満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間
②住民税非課税世帯の

0～2歳

①②無償化により0円

幼稚園

満3歳から
小学校入学前まで

月25,700円まで

幼児教育･保育の無償化が
始まります

10月から

　10月から幼稚園や保育園、認定こども園などの保育料が無償となります。
利用形態によって無償化の期間や手続きが異なりますので、各施設や事業
の問い合わせ先に確認しておきましょう。

「保育の必要性の認定」が必要

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち
無�償化の期間　満3歳になった後の最初の4月1日から小

学校入学前までの3年間
無�償化の対象となる施設や事業　①児童発達支援、②医療

型児童発達支援、③居宅訪問型児童発達支援、④保育所
等訪問支援、⑤福祉型障害児入所施設、⑥医療型障害児
入所施設

無償化の対象となる費用
　利用者負担の費用（医療費や食費など、現在実費で負担し
ているものを除く）
必要な手続き
　手続き不要。利用している障害児サービス事業所に年齢を
伝えるなどして、対象であることを事前にご確認ください。

 Ｔ①～④障害福祉サービス課 ☎245-5227 Ｆ245-5630　⑤～⑥児童相談所 ☎277-8880 Ｆ278-4371

幼稚園を利用する子どもたち
無償化の期間
　満3歳から小学校入学前まで　
無償化の対象となる費用
　入園料、保育料
無償化の範囲
　月25,700円まで
無償化の対象とならない費用
　通園送迎費、食材料費、行事費など
無償化の方法
　保護者が支払う保育料などが減額されます。
必要な手続き
　7月までに幼稚園経由で申請書を提出済の方は、手続きは終了しています。途中入園などに
より、手続きをしていない方は、利用している幼稚園へ連絡してください。

市

市

園

園

保護者

保護者

保育料などが月20,000円の場合

保育料などが月30,000円の場合

20,000円
支給

上限額の
25,700円
支給 負担額

4,300円

負担額
0円

支払い

Ｔ幼保支援課 ☎245-5100 Ｆ245-5629

保育園、認定こども園、小規模保育などを
利用する子どもたち

手続き不要で、
10月からの保育料が
0円になるよ

無償化の期間
・満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間
　ただし、認定こども園（1号）を利用している方は、満3歳から小学校入学前まで
・住民税非課税世帯の0～2歳
無償化の対象となる施設や事業
　保育園、認定こども園、小規模保育、事業所内保育、家庭的保育
無償化の対象となる費用
　保育料（延長保育料を除く）
無償化の対象とならない費用
　通園送迎費、食材料費、行事費など

無償化の方法のイメージ

　保護者は、保育料などが無償化の上
限額の25,700円を超えた場合、差額
を負担する必要があります。
　詳しくは、利用している幼稚園へお
問い合わせください。

Ｔ幼保運営課
　☎245-5726
　Ｆ245-5894

　食材料費は、主食費（ご飯
など）のほかに、これまで保
育料に含まれていた副食費

（おかずなど）を合わせたもの
です。金額は園により異なる
ので、詳しくは各園にお問い
合わせください。

　保護者の就労や病気などで、日中家庭で
の保育ができない場合に、認定を受けるこ
とができます。また、月64時間以上の就労
をしていることなどの要件もあります。
　手続きの方法など詳しくは、お問い合わ
せください。

Ｔ保健福祉センターこども家庭課
　　中央 ☎221-2172　花見川 ☎275-6421
　　稲毛 ☎284-6137　若　葉 ☎233-8150
　　 緑  ☎292-8137　美　浜 ☎270-3150

無償化の対象とならない費用
　通園送迎費、食材料費、行事費など
無償化の方法
　保護者が一度、施設に保育料を支払い、後日市に請求す
ると、市から保護者に無償化分が支給されます。

ファミリー･サポート･
センターは、活動内容に
よって無償化の対象に
ならない場合があるよ

「保育の必要性の認定」とは

利用する
施設や事業

無償化の
期間

無償化の
範囲

月37,000円まで無償化

月37,000円まで無償化

月25,700円まで無償化 月11,300円まで無償化

保育料

認可外保育施設の保育料 ファミリー･サポート･
　センターの利用料　　　

幼稚園の入園料・保育料
幼稚園の
預かり
保育料

認可外保育
施設など*
の保育料

＊幼稚園などの預かり保育の教育時間を含む平日の提供時間数が8時間未満
または年間開所日数が200日未満の場合は、幼稚園の預かり保育に加え、
認可外保育施設などを併用した場合にも無償化の対象となります。

たとえば…認可外保育施設などを単一で利用する場合

たとえば…認可外保育施設とファミリー･サポート･セン
　　　　　ターを併用する場合

たとえば…幼稚園と幼稚園の預かり保育、認可外保育施設
　　　　　　　  など＊を併用する場合

無償化の範囲のパターン
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アートマネジメント講座

地域をつなぐアートの力
　復興とアート～芸術文化の可能性をテーマに、被災地復興における
芸術・文化活動の役割を、事例を交えながら講義します。
　日　　時　10月29日㈫13：30～15：30
　会　　場　文化センター
　定　　員　先着40人
　出　　演　�大澤寅雄さん（㈱ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェ

クト室）
　申込方法　�前日までに電話で、市文化振興財団へ。FAX・Ｅas-chiba�

@f-cp.jpも可（必要事項【15面】のほか、参加人数を明記）。
Ｔ市文化振興財団�☎221-2411�Ｆ224-8231

　千葉市まちづくり未来研究所は、市民自らが地
域課題を解決するための仕組みの一つです。まち
づくりに関する研究テーマに知識・関心のある研
究員が、自主運営のグループワークを通じて政策
提言を行い、その提言の実現に向けて活動しま�
す。
　研究員には、2023年度から始まる新しい基本計画（市全体のまち
づくりの方向性を示した計画）の策定に向け、「未来の千葉ライフをデ
ザインする」をテーマに研究していただきます。
　任　　期　来年1月から政策提言を行うまで（1年程度を予定）
　対　　象　15歳以上の方
　定　　員　18人程度
　申込方法　�10月16日㈬消印有効。応募用紙（区役所地域振興課、市

役所1階案内で配布。ホームページから印刷も可）に必
要事項【15面】を明記して、〒260-8722千葉市役所政
策企画課へ郵送。Ｅkikaku.POC@city.chiba.lg.jpも可。

　選考方法　書類および面接により選考。選考は10月下旬以降に実施
Ｔ政策企画課�☎245-5046�Ｆ245-5534

特定個人情報保護評価（全項目評
価書を作成する事務）の意見を募集
　行政機関がマイナンバーを含む特定個人情報ファイルを保有する場
合、個人のプライバシーなどの権利利益を保護するために適切な措置
をとっていることを、特定個人情報保護評価書で自ら評価することが
法律で義務付けられています。
　今回、次の事務について評価を再実施することとなったため、皆さ
んからの意見を募集します。
◦個人市民税に関する事務
◦固定資産税·都市計画税に関する事務
　Ｔ課税管理課�☎245-5119�Ｆ245-5540
　　Ｅkazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp
◦介護保険に関する事務
　Ｔ介護保険管理課�☎245-5061�Ｆ245-5623
　　Ｅkaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp
評価書案の公表　9月1日㈰
評価書案の公表場所　�担当課、市政情報室。市ホームページからもご覧に

なれます。 千葉市　特定個人情報保護評価　

意見の提出期間　9月1日㈰～30日㈪
意見の提出方法　郵送または直接持参、FAX、Eメールで。
市の考え方の公表　�市の考え方およびそれを踏まえて決定した評価書を

後日公表。氏名、住所などの個人情報は公表しません。

　市では、芸術文化を通じた市民参加や人材育成を目指し、市内芸術
文化団体が実施する芸術文化事業を公募し、補助しています。ぜひ、
ご応募ください。
対象団体　�市内を中心に活動し、自ら事業を企画・遂行する非営利の文

化団体（実行委員会などの形式を含む）
対象事業　�来年4月1日㈬～2021年3月31日㈬に市内で実施する芸術

文化事業で、次のいずれかに該当するもの
　　　　　①�市民参加事業
　　　　　�　主催団体以外の幅広い市民が出演・出品するなどの参加

が見込まれ、芸術文化を広く市民に浸透させるもの
　　　　　②�市民育成事業
　　　　　�　芸術文化事業を行う人材を2・3年間の複数年で継続的・

段階的に育成・支援し、活動の活性化が期待できるもの
　　　　　③�市民参加特別事業
　　　　　�　規模が大きく、幅広い市民参加や多くの集客が見込まれ、

芸術文化を特に広く市民へ浸透させるもの
補助対象経費　�音楽・文学・芸術費、会場費、印刷費、謝金・人件費、宣伝費

など
補 助 額　�補助対象経費の2分の1以内で自己負担額と同額以下（上限

額＝①20万円、②30万円、③150万円）
募集要項　�文化振興課、区役所地域振興課、コミュニティセンター、

公民館、市民会館、文化センター、若葉文化ホール、美浜
文化ホールで配布。ホームページから印刷も可

申込方法　�10月4日㈮消印有効。募集要項に記載された必要書類を、
〒260-8722千葉市役所文化振興課へ郵送。

結果通知　来年2月上旬ごろに通知予定。
　詳しくは、 千葉市　芸術文化事業　

Ｔ文化振興課�☎245-5961�Ｆ245-5592

経費の一部を補助

芸術文化事業補助金
千葉市まちづくり未来研究所
研究員の募集
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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加曽利貝塚博物館の催し

①パネル展「祝！ 令和　写真で見る
加曽利貝塚の万葉植物」
Ｊ₉月₇日㈯～₁₁月₄日

②縄文くらし体験
Ｊ₉月₁6日㈷₁₀：₀₀～₁5：₀₀
Ｎ復元住居で縄文時代の暮らしを
体験
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ同館☎₂₃₁-₀₁₂₉Ｆ₂₃₁-₄₉₈6。月曜日

（祝・休日の場合は翌日）休館

Ｗ障害者福祉センター 
ボッチャ体験会

Ｊ₉月₇日㈯・₂₉日㈰、₁₀月₂₇日㈰、来
年₁月₁₉日㈰、₃月₇日㈯₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
Ｈ障害者手帳をお持ちの方
Ｉ各先着₂₀人
Ｃ家族の参加も可
Ｍ電話で、障害者福祉センター☎
₂₀₉-₈₇₇₉。Ｆ₂₀₉-₈₇₈₂・Ｅkizuna@
mbj.nifty.comも可（ｊを明記）
Ｔ同センター☎・Ｆ前記。月曜日、祝・
休日休館

Ｗ認知症介護交流会

Ｊ₉月₇日㈯₁₃：₃₀～₁5：₃₀
Ｂ中央コミュニティセンター₈階
Ｎ介護経験者の体験談、交流会
Ｈ認知症の方を介護している方など
Ｉ先着₂₀人
Ｍ電話で、認知症の人と家族の会☎
₂₀₄-₈₂₂₈（月・火・木曜日₁₃：₀₀～₁6：₀₀）
Ｔ同会☎前記Ｆ₂₀₄-₈₂56または地域
包括ケア推進課☎₂₄5-5₂6₇

Ｙ海星庵茶室公開とお茶の進呈

Ｊ₉月₈日㈰・₁5日㈰₁₁：₀₀～₁₄：₀₀
Ｂ海星庵（稲毛海浜公園内）
Ｉ各先着₁₀₀人
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ稲毛記念館☎₂₇₇-₄5₃₄Ｆ₂₇₇-
₄6₈₈。月曜日（祝日の場合は翌日）
休館

Ｙ昭和の森自然観察会　秋の
虫と仲良くなろう「バッタ」

Ｊ₉月₈日㈰₁₃：₀₀～₁5：₀₀
Ｋ5₀円。駐車場₄₀₀円
Ｃ雨天中止
Ｍ当日₁₂：₄₀から、昭和の森第₂駐車
場脇の東屋で
Ｔ緑公園緑地事務所☎₂₉₄-₂₈₈₄Ｆ
₂₉₄-₂₈6₉

Ｖ動物保護指導センター 
猫の譲渡会

Ｊ₉月₁₃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
Ｍ当日₁₃：₃₀までに直接会場で
Ｔ動物保護指導センター☎₂5₈-₇₈₁₇
Ｆ₂5₈-₇₈₁₈

Ｘ市立小・中・特別支援学校児
童生徒作品総合展覧会

Ｊ₉月₁₄日㈯～₁₇日㈫₉：₃₀～₁₇：₀₀
（₁₇日は₁6：₃₀まで）
Ｂきぼーる広場、科学館
Ｎ科学の論文・工作作品を展示
Ｃ科学館入館料＝大人5₁₀円、高校生
₃₀₀円、小・中学生₁₀₀円
Ｔ教育指導課☎₂₄5-5₉₃6Ｆ₂₄5-5₉₈₉

Ｙ人権啓発活動・ジェフ千葉 
ロゴ入りノートの配布

Ｊ₉月₁₄日㈯₁5：₃₀～₁₈：₀₀
Ｂフクダ電子アリーナ
Ｉ先着5,₀₀₀冊
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ男女共同参画課☎₂₄5-5₀6₀Ｆ₂₄5-
55₃₉

Ｙ大草谷津田いきものの里 
自然観察会

Ｊでんでんむしむしカタツムリ…＝
₉月₁5日㈰。バッタとカマキリ＝₁₀月
6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

Ｗこころの健康センターの催し

①依存症講演会「依存症と女性」
Ｊ₉月₁₇日㈫₁₄：₀₀～₁6：₀₀
Ｎ講師＝チバマリアさん（依存症
リハビリ施設代表）

②市民対象ゲートキーパー講座
Ｊ₉月₂5日㈬₁₃：₄₀～₁6：₀₀
Ｎ早期に自殺のサインに気づき、
傾聴し、必要に応じて専門医など
へつなぐゲートキーパーについて
Ｉ先着₃₀人

③講演会「地域で安心して暮らすた
めの支援とは」と精神障害者家族の
つどい
Ｊ₉月₂₇日㈮₁₃：₄₀～₁6：₀₀
Ｎ講演会と家族ミーティング。講
師＝伊藤順一郎さん（精神科医）

④うつ病対策講演会

Ｊ₁₀月₄日㈮₁₄：₀₀～₁6：₀₀
Ｃ①③④当日直接会場へ
Ｍ②電話で、こころの健康センター
☎₂₀₄-₁5₈₂。Ｆ₂₀₄-₁5₈₄も可（ｊを
明記）

Ｗ精神保健福祉講演会

Ｊ₉月₂₉日㈰₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
Ｂ生浜公民館
Ｎテーマ＝精神障害がある方と共に
地域で暮らすために知ってほしいこ
と
Ｉ先着5₀人
Ｍ₉月₂日㈪から電話で、生浜公民館
☎₂6₃-₀₂6₈
Ｔ同館☎前記または精神保健福祉課
☎₂₃₈-₉₉₈₀Ｆ₂₃₈-₉₉₉₁

Ｙ美浜マンスリークラシック

Ｊ₉月₁₈日㈬₁5：₀₀～₁₇：₀₀
Ｂ美浜文化ホール
Ｋ前売券（全席指定）＝₂,₃₀₀円
Ｃ就学前児の入場不可。前売券販売
所＝美浜文化ホール、若葉文化ホー
ル、文化センター、市民会館
Ｔ美浜文化ホール☎₂₇₀-56₁₉Ｆ₂₇₀-
56₀₉

Ｖ悪質商法等被害防止講演会

ＪＢ①₉月₂₀日㈮＝稲浜公民館。② 
₉月₂6日㈭＝誉田公民館。③₉月₃₀日
㈪＝千城台公民館。いずれも、₁₄：₀₀
～₁6：₀₀
Ｎ電話de詐欺（振り込め詐欺）や消
費者トラブルなどの最新の手口や対
処法について
Ｉ①先着5₀人、②先着₃5人、③先着₃₀人
Ｍ当日直接各会場へ
Ｔ消費生活センター☎₂₀₇-₃6₀₂Ｆ
₂₀₇-₃₁₁₁

Ｘ青少年の日フェスタ

Ｊ₉月₂₁日㈯₁₀：₀₀～₁6：₀₀
Ｂ生涯学習センター
Ｎボッチャ体験、合唱・ダンス発表会
など
Ｔ健全育成課☎₂₄5-5₉₇₃Ｆ₂₄5-5₉₉5

Ｘ講演会　いつやるか？今で
しょ！ 育つ教育を考える

Ｊ₉月₂₁日㈯₁₃：₀₀～₁5：₀₀
Ｂホテルスプリングス幕張(美浜区
ひび野₁-₁₁）
Ｎ講師＝林修さん(東進ハイスクー
ル講師)
Ｉ先着₄5₀人
Ｍ₉月₁6日㈷必着。ｇにｊのほか、参
加人数（₁通5人まで)を明記して、〒
₂6₀-₀₀₁₃中央区中央₄-₁₀-₁₇-₂₀₄千葉

青年会議所へ。Ｆ₂₂₇-₂₀55も可
Ｔ同団体☎₀₈₀-5₄5₃-₂₄₉6Ｆ前記

Ｙ千葉公園に紙芝居がやって
くる！

Ｊ₉月₂₁日㈯₁₁：₃₀～₁₂：₀₀、₁₃：₀₀～
₁₃：₃₀
Ｂ千葉公園蓮華亭
Ｉ各先着5₀人
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ中央・稲毛公園緑地事務所☎₂5₁-
5₁₀₃Ｆ₂5₄-5₈₃₄

Ｙみどりの楽講　リコーダー 
アンサンブルコンサート　

Ｊ₉月₂₁日㈯₁₄：₀₀～₁5：₀₀
Ｂ千葉公園蓮華亭
Ｉ先着5₀人
Ｍ当日直接会場へ
Ｔカフェ･ハーモニー☎₀₇₀-₄₃₂5-
₃65₀。月曜日休業。中央･稲毛公園緑
地事務所Ｆ₂5₄-5₈₃₄

Ｙ郷土博物館　 
平安・鎌倉時代の装束体験

Ｊ₉月₂₁日㈯₁₃：₃₀～₁5：₀₀
Ｎ平安～鎌倉時代の着物や鎧などの
着用体験
Ｈ身長約₁₃5センチメートル以上の
方
Ｉ₁5人
Ｍ₉月₁₃日㈮までに電子申請で。ｏに
ｊを明記して、〒₂6₀-₀₈56中央区亥鼻
₁-6-₁千葉市立郷土博物館へ郵送も可
Ｔ同館☎₂₂₂-₈₂₃₁Ｆ₂₂5-₇₁₀6。月曜
日（祝日の場合は翌日）休館

Ｖ消防音楽隊 
ポピュラーコンサート

Ｊ₉月₂5日㈬₁₁：₀₀～₁₂：₀₀
Ｂ生涯学習センター
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Ｅ e v e n t @
callcenter-chibacity.jp 。同センタ
ーへ電話☎₂₄5-₄₈₉₄、Ｆ₂₄₈-₄₈₉₄も可

Ｙふれあい自然観察会

Ｊ₉月₂₈日㈯₉：₀₀～₁₂：₀₀
Ｂ加曽利貝塚周辺
Ｎ縄文時代の歴史を学びながら坂月
川ビオトープまで自然観察を行いま
す。
Ｉ₃₀人（小学₃年生以下は保護者同
伴）
Ｃ集合＝₈：₄5加曽利貝塚博物館前の
広場。解散＝₁₂：₀₀ごろ坂月川ビオト
ープ。雨天中止。服装は、長袖、長
ズボン、長靴、帽子
Ｍ₉月₁₃日㈮必着。ｏ（₁通5人まで）
にｊと参加人数を明記して、〒₂6₀-
₈₇₂₂千葉市役所環境保全課へ。Ｆ
₂₄5-555₃、電子申請も可
Ｔ同課☎₂₄5-5₁₉5Ｆ前記

Ｘ母子寡婦福祉大会 
おひさまフェスタ

Ｊ₉月₂₉日㈰₁₄：₀₀～₁6：₀₀
Ｂハーモニープラザ
Ｎひとり親家庭の体験発表、フラダ
ンスのステージなど
Ｔ市母子寡婦福祉会☎₂6₁ -₉₁56

（FAX兼用）

Ｙ花見川を知ろう！  
「花見川の自然と歴史」

Ｊ₁₀月₉日㈬₉：₃₀～₁₁：₃₀
Ｂ花島公園センター、花見川周辺
Ｎ同センターで講義後、花見川周辺
を散策
Ｉ先着₂₀人
Ｋ5₀円。駐車場＝₂₀₀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

情報けいじばん
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Ｃ雨天の場合は講義のみ
Ｍ₉月₂日㈪から電話で、花見川公園
緑地事務所☎₂₈₆-₈₇₄0。Ｆ₂₈₆-₈₈₂₇・
Ｅhanamigawa.URP＠city.chiba.
lg.jpも可（ｊを明記）

Ｙ動物公園 
親子で飼育体験

Ｊ₁0月₁₃日㈰₉：00～₁₅：00
Ｈ小学生と保護者（昨年度参加した
方を除く）
Ｉ₂₅組（₂人₁組）
Ｋ₁組₁00円。保護者は要入園料（大
人₇00円）。駐車場₇00円
Ｍ₉月₁₃日㈮必着。ｏ（₁組₁通）に参
加者全員のｊのほか、性別、生年月
日、動物アレルギーの有無、当日の
来園方法を明記して、〒₂₆₄-00₃₇若
葉区源町₂₈0千葉市動物公園へ。電子
申請も可
Ｔ同施設☎₂₅₂-₇₅₆₆Ｆ₂₅₅-₇₁₁₆。水
曜日休園

Ｙ都市緑化植物園 
秋の盆栽作風展

Ｊ₁0月₁₈日㈮～₂0日㈰₁0：00～₁₆：00 
Ｔ都市緑化植物園☎₂₆₄-₉₅₅₉Ｆ₂₆₅-
₆0₈₈。月曜日（祝日の場合は翌日）
休園

教室・講座

Ｗ認知症介護講習会

Ｊ₉月₂₁日㈯₁₃：₃0～₁₅：₃0
Ｂ文化センター
Ｎテーマ＝地域の身近な相談窓口あ
んしんケアセンター
Ｈ認知症の方を介護している家族など
Ｉ₅0人（介護家族を優先）
Ｍ₉月₆日㈮必着。ｇにｊのほか、介
護家族かどうかを明記して、〒₂₆0-
00₂₆中央区千葉港₄-₃千葉県社会福
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

Ｚふるさと農園の教室

①園芸教室
ＪⒶ庭木と花木の剪定（講義）＝
₉月₂₁日㈯₉：₃0～₁₂：00、Ⓑ秋の寄
せ植え＝₉月₂₆日㈭₉：₃0～₁₂：00

②料理教室「家庭で楽しめるパン作
り」
Ｊ₁0月₄日㈮₉：₃0～₁₄：00

③包丁と鎌の刃とぎ教室教室
Ｊ₁0月₁₁日㈮₁0：00～₁₂：00、
₁₃：00～₁₅：00
Ｋ①Ⓐ₁00円、Ⓑ₃,₂00円、②₁,₅00円、
③₁00円
Ｉ各₂₄人
Ｍ₉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（祝日の場合は翌日）休園

Ｗ家族介護者研修

ＪＢ①₁0月₁日㈫₁0：00～₁₂：00＝稲毛
保健福祉センター、₁₄：00～₁₆：00＝
若葉保健福祉センター。₁0月₂日㈬
₁₄：00～₁₆：00＝緑保健福祉センタ
ー。₁0月₄日㈮₁0：00～₁₂：00＝花見川
保健福祉センター、₁₄：00～₁₆：00＝
美浜保健福祉センター。②₁₁月₁日㈮
₁0：00～₁₂：00、₁₄：00～₁₆：00＝ 

県医師会地域医療総合支援センター
Ｎ①介護の基本と排せつの介助、②
福祉用具を使った介護・おむつ交換
Ｈ市内在住で、高齢者を介護してい
る家族など
Ｉ各₂0人
Ｍ₉月₂0日㈮必着。ｇにｊのほか、会
場名（②は時間も）を明記して、〒
₂₆0-00₂₆中央区千葉港₄-₃千葉県社
会福祉センター₄階千葉県ホームヘ
ルパー協議会へ。同会へ電話☎₂₄₂-
₅₃₇₆、Ｆ₂₄₂-₆₃₇₆、Ｅchihokyo@kfz.
biglobe.ne.jpも可

Ｗ市社会福祉研修センター 
社会福祉セミナー

Ｊ①介護に備える日曜₂時間講座＝ 
₉月₂₉日㈰₉：₅₅～₁₂：00。②介護福祉士
から学ぶ認知症のいろは＝₉月₂₉日㈰
₁₂：₅₅～₁₅：00。③おうちでも困らな
い介護講座（ベッド周り編）＝₁0月 
₂日㈬₉：₅₅～₁₂：₃0。④おうちでも困
らない介護講座（おトイレ編）＝₁0月
₂日㈬₁₃：₂₅～₁₆：00
Ｉ①②各先着₃0人、③④各先着₁₅人
Ｍ電話で、市社会福祉研修センター
☎ ₂ 0 ₉ - ₈ ₈ ₄ ₁ 。Ｆ ₃ ₁ ₂ - ₂ ₉ ₄ ₃・
Ｅkensyuu-c@chiba-shakyo.jpも
可(ｊを明記)

Ｘ未来の科学者育成プログラ
ムジュニア講座

①動物観察の基礎
Ｊ₉月₂₉日㈰₉：₄₅～₁₅：₄₅
Ｂ動物公園
Ｎグループごとに動物を観察・分
類後、発表会を行います。

②植物観察の基礎
Ｊ₁0月₂₂日㈷₉：₃0～₁₅：₃0
Ｂ県立中央博物館
Ｈ小学₅・₆年生（保護者同伴）
Ｉ①₂₄人、②₂0人
Ｍ①₉月₁₆日㈷、②₁0月₂日㈬必着。
応募用紙（生涯学習振興課で配布。
ｈ「千葉市未来の科学者育成プログ
ラムジュニア講座」から印刷も可）
を、〒₂₆0-₈₇₃0千葉市教育委員会生
涯学習振興課へ。電子申請も可
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₉₅₈Ｆ₂₄₅-₅₉₉₂

Ｖ生ごみ肥料化講習会

ＪＢ①₁0月₁日㈫・₁₅日㈫＝磯辺公民
館。②₁0月₁₆日㈬・₃0日㈬＝打瀬公民
館。③₁₁月₁日㈮・₁₅日㈮＝稲浜公民
館。いずれも、₁0：00～₁₂：00。各全
₂回
Ｎ講義、生ごみの発酵分解などの実習
Ｉ各館先着₂0人
Ｍ電話で、①磯辺公民館☎₂₇₈-00₃₃、
②打瀬公民館☎₂₉₆-₅₁00、③稲浜公
民館☎₂₄₇-₈₅₅₅
Ｔ廃棄物対策課☎₂₄₅-₅₆0₃Ｆ₂₄₅-
₅₆₂₄

Ｗ療育センターふれあいの家
の講習・勉強会

①視覚障害者への音訳ボランティア
講習会
Ｊ₁0月₁日～₁₂月₁₇日（₁0月₁₅日・₂₂日
を除く）の火曜日₁₃：₃0～₁₅：₃0。全
₁0回
Ｋ₇00円程度

②介護技術勉強会
　Ｊ₁0月₄日㈮₁₄：00～₁₅：₃0
Ｈ₁₈歳以上の方
Ｉ①₂0人、②先着₂0人
Ｍ①₉月₁₅日㈰必着。ｏにｊのほか、
音訳経験の有無、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₃-₃-₁千葉
市療育センターふれあいの家へ。
Ｅfureai₁₉₈₁@bz0₄.plala.or.jpも可。

②電話で、同施設☎₂₁₆-₅₁₃0。Ｆ₂₇₇-
0₂₉₁・Ｅ前記も可（ｊを明記）
Ｔ同施設☎・Ｆ前記。月曜日（祝日の
場合は翌日も）、祝・休日休館

Ｗおいしいコーヒーを飲むた
めのコーヒー教室

Ｊ₁0月₂日㈬₁0：00～₁₁：₃0 
Ｂ障害者福祉センター
Ｈ₁₈歳以上で身体障害者手帳をお持
ちの方
Ｉ先着₁0人
Ｋ₁,000円 
Ｍ₉月₂0日㈮必着。申込書(同センタ
ーで配布)を、〒₂₆0-0₈₄₄中央区千葉
寺町₁₂0₈-₂千葉市障害者福祉センタ
ーへ。Ｅ kizuna@mbj.nifty.comも
可（ｊを明記）
Ｔ同センター☎₂0₉-₈₇₇₉Ｆ₂0₉-
₈₇₈₂。月曜日（祝日の場合は翌日も）、
祝日休館

Ｖ救命講習会

①上級救命講習会
Ｊ₁0月₂日㈬・₁₉日㈯₉：00～₁₇：00
Ｋ₁,000円

②上級救命再講習会
Ｊ₁0月₆日㈰₉：00～₁₂：00、₁₆日㈬
₁₃：₃0～₁₆：₃0
Ｈ上級救命講習を修了された方

③普通救命講習会
ＪＢ₁0月₃日㈭・₁0日㈭・₁₃日㈰・ 
₁₇日㈭₉：00～₁₂：00＝セーフティ
ーちば。₁0月₈日㈫・₂₂日㈷₁₃：₃0～
₁₆：₃0＝救助救急センター。₁0月 
₁₁日㈮₁₃：₃0～₁₆：₃0＝花見川消防
署。₁0月₂₅日㈮₉：00～₁₂：00＝稲毛
消防署

④WEB講習会
Ｊ₁0月₁₇日㈭₁₄：00～₁₅：₃0
Ｂ①②④セーフティーちば
Ｉ①各先着₂0人、②③④各先着₁0人
Ｍ₉月₂日㈪から電話で、防災普及公
社☎₂₄₈-₅₃₅₅。同公社ｈからも可
Ｔ同公社☎前記Ｆ₂₄₈-₇₇₄₈

Ｖ地域猫セミナー

Ｊ₁0月₂日㈬₁₃：₃0～₁₅：00
Ｎテーマ＝飼い主のいない猫との上
手な付き合い方
Ｉ先着₄0人
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ動物保護指導センター☎₂₅₈-₇₈₁₇
Ｆ₂₅₈-₇₈₁₈

Ｙ谷津田の自然体験教室

Ｊ₁0月₉日㈬₁0：00～₁₂：00
Ｂ坂月川ビオトープ（若葉区小倉町）
Ｎビオトープの管理方法について実
習を交えて学びます。
Ｈ小学₅年生以上の方　
Ｉ₂0人
Ｃ雨天の場合は₁₆日㈬に延期
Ｍ₉月₂₇日㈮必着。ｏにｊを明記し
て、〒₂₆0-₈₇₂₂千葉市役所環境保全
課へ。Ｆ₂₄₅-₅₅₅₃、電子申請も可
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₁₉₅Ｆ前記

Ｖ動物介在教育活動ボランテ
ィア養成講座

Ｊ₁0月₉日、₁₁月₁₃日、₁₂月₁₁日の水
曜日₁0：00～₁₂：00。全₃回
Ｂ動物保護指導センター
Ｎ犬との正しい触れ合い方、命の大
切さなどを子どもたちに伝える活動
を行うボランティアを養成
Ｈ₁₈歳以上の方
Ｉ先着₂₅人
Ｍ₉月₉日㈪から電話で、日本動物病
院協会☎0₃-₆₂₆₂-₅₇₇0（平日₁₃：00～

₁₇：00）。Ｆ0₃-₆₂₆₂-₅₂₅₃・Ｅcapp@
jaha.or.jpも可（ｊのほか、犬を飼
っている方は犬種・名前・年齢を明
記）

Ｗ災害ボランティアスタッフ
運営ボランティア講座

Ｊ₁0月₁₂日㈯₁0：00～₁₆：00、₂₆日㈯
₁₃：00～₁₆：00。全₂回
Ｂ美浜保健福祉センター
Ｉ先着₃0人
Ｃちばシティポイント対象事業
Ｍ₉月₃日㈫から電話で、市社会福祉
協議会ボランティアセンター☎₂0₉-
₈₈₅0（火～土曜日）。Ｆ₃₁₂-₂₈₈₆・
Ｅcvc@chiba-shakyo.jpも可（ｊを
明記）

Ｙ訪日外国人向け観光ボラン
ティアガイド養成講座

Ｊ₁0月～来年₂月のうち₇回程度
Ｂ中央コミュニティセンターなど
Ｈ₁₈歳以上で、日常英会話ができる
方（実用英語技能検定₂級以上・
TOEIC₅00点以上相当）
Ｉ₅0人程度
Ｃ応募用紙配布場所＝観光協会、観
光情報センター。日時など詳しくは、
応募用紙またはｈ（「千葉市　観光
ボランティア養成講座」で検索）を
ご覧ください。
Ｍ₉月₂0日㈮までにｈから。応募用紙
を〒₂₆0-00₂₆中央区千葉港₂-₁千葉
市観光協会へ郵送、 Ｆ₃0₁-0₂₈0も可
Ｔ同協会☎₂₄₂-000₇Ｆ前記

Ｗ認知症介護実践者研修

Ｊ講義・演習＝₁₁月₅日㈫・₆日㈬・ 
₁₈日㈪・₂₈日㈭・₂₉日㈮、来年₁月₁0日
㈮₉：00～₁₇：00。全₆回。自施設実習
＝₁₁月₃0日㈯～来年₁月₄日㈯
Ｂ市社会福祉研修センター（自施設
実習は、各自施設）
Ｈ市内の介護保険施設・事業所の職
員で₂年程度の実務経験を有する方
Ｉ₅0人（多数の場合選考）
Ｋ₅,000円
Ｍ₉月₁₃日㈮必着。申請書（地域包括
ケア推進課で配布。ｈから印刷も可）
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

相　談

Ｗエイズなど性感染症の 
検査と相談

検査
Ｊ₉月₇日㈯₁0：00～₁₁：00(エイズ
のみ)、₉月₁0日㈫・₂₄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₉月₄日㈬・₁₈日㈬₁₄：00～
₁₆：00
Ｎ専門カウンセラーによる相談
Ｃ要事前予約
Ｂ保健所
Ｃ匿名で受けられます。
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₃₈-₉₉₃₂

Ｖくらしとすまい・法律特設相
談

くらしとすまいの特設相談
Ｊ₉月₁₁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

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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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
Ｊ₉月₂₈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
Ｍ₉月₂日㈪～₁₉日㈭に電話で、同
課☎前記｡ 電子申請も可

Ｂ中央コミュニティセンター
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₄₅-₅₇₉₆

Ｗこころの健康センターの相談

Ｊ①アルコール・薬物依存相談＝₉月
₁₁日㈬、₁₀月₉日㈬₁₄：₀₀～₁₆：₀₀
②思春期相談＝₉月₁₂日㈭、₁₀月₁₀日
㈭₁₅：₀₀～₁₇：₀₀、₉月₂₇日㈮、₁₀月₇日
㈪₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
③高齢者相談＝₉月₁₉日㈭₁₄：₀₀～₁₆：₀₀
④一般相談＝₁₀月₂日㈬₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
Ｎ専門医による相談
Ｈ本人または家族
Ｍ電話で、こころの健康センター
☎₂₀₄-₁₅₈₂
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₀₄-₁₅₈₄

Ｖ外国人のための労働相談・法
律相談

Ｊ①₉月₁₂日㈭₁₃：₀₀～₁₆：₀₀、②₃₀日㈪
₁₇：₀₀～₂₀：₀₀
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
Ｍ①₉月₁₁日㈬、②₂₇日㈮いずれも
₁₂：₀₀までに電話で、国際交流協会☎
₂₄₅-₅₇₅₀
Ｔ同協会☎前記Ｆ₂₄₅-₅₇₅₁。日曜日、
祝・休日休業

Ｖ消費生活センターの 
多重債務者特別相談

Ｊ₉月₁₂日㈭・₂₆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分譲マンション相談・アドバ
イザー派遣

 Ｊ₉月₁₂日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。₁₉日㈭＝
法律相談など。いずれも、₁₃：₃₀～
₁₆：₃₀
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｃ相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可
Ｍ前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎₂₄₅-₅₆₉₀。Ｆ

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

Ｗ難病医師相談

神経・筋難病
Ｊ₉月₁₃日㈮、₁₀月₁₁日㈮₁₃：₀₀～
₁₆：₀₀
Ｈパーキンソン病、脊髄小脳変性
症、重症筋無力症、多発性硬化症、
多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化
症、スモンなどでお悩みの方と家族

消化器系難病
Ｊ₁₀月₁₅日㈫₁₃：₀₀～₁₆：₀₀
Ｈ潰瘍性大腸炎、クローン病、ベ
ーチェット病（腸管型）などでお
悩みの方と家族

膠原(こうげん)病
Ｊ₁₀月₁₆日㈬₁₃：₀₀～₁₆：₀₀
Ｈ全身性エリテマトーデス、ベー
チェット病、全身性強皮症、皮膚
筋炎、多発性筋炎、シェーグレン
症候群、関節リウマチなどでお悩
みの方と家族

Ｂ総合保健医療センター
Ｎ専門医による個別相談
Ｉ先着各₆人
Ｍ₉月₂日㈪から電話で、健康企画課
☎₂₄₅-₅₂₂₉
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₄₅-₅₅₅₄

Ｖ農地・農業に関する法律相談

Ｊ₉月₁₃日㈮、₁₀月₁₆日㈬、₁₁月₁₅日
㈮、₁₂月₁₆日㈪、来年₁月₁₇日㈮、
₂月₁₇日㈪、₃月₁₆日㈪₁₃：₃₀～₁₆：₃₀
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎ弁護士による相続・売買・賃貸借な
どの悩みの面談
Ｈ農地・農業の法律上の問題でお悩
みの方（業務として従事する方を除
く）
Ｉ各先着₃人
Ｃ面談は₁人₅₀分。参考資料と経緯な
どを簡単にまとめたメモを持参
Ｍ前々日₁₇：₀₀までに電話で、農業委
員会事務局☎₂₄₅-₅₇₆₇
Ｔ同事務局☎前記Ｆ₂₄₅-₅₈₉₅

Ｗ不妊専門相談

Ｊ₉月₁₈日㈬₁₄：₁₅～₁₆：₃₀
Ｂ保健所
Ｎ医師と助産師による個別相談
Ｈ不妊や不育症でお悩みの方
Ｉ先着₃人
Ｍ電話で、健康支援課☎₂₃₈-₉₉₂₅
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₃₈-₉₉₄₆

Ｖ弁護士・税理士・司法書士に
よる合同相談会

Ｊ₉月₂₁日㈯₁₀：₀₀～₁₆：₁₅
Ｂ県弁護士会館（中央区中央₄-₁₃-₉）
Ｎ民事全般、登記手続き、税金問題
などの相談
Ｉ先着₄₂組
Ｃ電話相談不可
Ｍ₉月₉日㈪から電話で、千葉司法書
士会☎₂₄₆-₂₆₆₆
Ｔ同会☎前記Ｆ₂₄₇-₃₉₉₈

Ｗ女性のための健康相談

女性医師(婦人科)による面接相談
Ｊ₉月₂₅日㈬₁₃：₁₅～₁₅：₂₀
Ｂ保健所
Ｍ電話で、健康支援課☎₂₃₈-₁₂₂₀

保健師による電話相談
相談専用電話☎₂₃₈-₁₂₂₀
Ｊ平日₉：₀₀～₁₆：₀₀（₁₂：₀₀～₁₃：₀₀
を除く）

Ｈ女性ホルモンなどの関係で、心と
体の不調・不安で悩んでいる方
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₃₈-₉₉₄₆

Ｖ弁護士による養育費相談

Ｊ₁₀月₂日㈬₁₃：₃₀～₁₆：₃₀
Ｂ稲毛保健福祉センター
Ｎ離婚に伴う養育費など
Ｈ市内在住のひとり親家庭の方、離
婚を考えている方（子どもがいる方
に限る）
Ｉ₃人
Ｃ₁人₅₀分程度の相談
Ｍ₉月₁₂日㈭～₂₄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、Ｆ₂₄₅-₅₆₃₁、Ｅkateishien.
CFC@city.chiba.lg.jpも可

募　集

ＺWEBアンケートであなたの
意見を市政に！

₉月₁日㈰～₁₀日㈫、ｈでWEBアンケ
ートを行っています。
テーマ＝「住まいに関するセミナー」

「分譲マンションの再生に向けた活
動」「ちば市民便利帳」。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令和2年度防衛大学校などの
学生

防衛大学校、防衛医科大学校医学科
・看護学科（自衛官コース）
Ｃ申込期間＝₉月₅日㈭～₃₀日㈪。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

Ｗフィットネスで健康づくり

Ｊ₁₀～₁₂月のうち₂カ月間(利用は₈
回まで)
Ｈこの制度を初めて利用する、₆₅歳
以上で利用希望施設の会員でない方

（要支援・要介護認定者などを除く）
Ｋ₄,₀₀₀円（自己負担額）
Ｃ結果は、全員に₉月下旬に郵送。利
用可能施設など詳しくは、ｈ「シニ
アフィットネス」で検索
Ｍ₉月₁₃日㈮必着。ｏにｊのほか、生
年月日、施設名を明記して、〒₂₆₀-
₈₇₂₂千葉市役所高齢福祉課へ。電子
申請も可
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₁₆₉Ｆ₂₄₅-₅₅₄₈

Ｙコンテナガーデンコンテス
トの作品

₁₀月₁₆日㈬～₂₀日㈰に三陽メディア
フラワーミュージアムでコンテナガ
ーデンコンテストを開催します。自
ら用意した花、鉢・プランター・ハン
ギングバスケット、工芸品などを飾
り、美しさを競います。コンテナガ
ーデン部門＝高さ₁₀₀センチメート
ル×幅₆₀センチメートル×奥行₆₀セ
ンチメートル以内。ハンギングバス
ケット部門＝高さ₆₀センチメートル
×幅₆₀センチメートル×奥行₆₀セン
チメートル以内。いずれも、一人で
運搬できるもの
Ｈ自ら作品の持ち込み、または会場
での制作（₁₀月₁₅日㈫）、期間中の管
理、片付け（₁₀月₂₀日㈰）ができる
個人または団体
Ｉ₂₀作品程度
Ｃ参加者には、₁₀月₁₅日㈫に培養土
を配布
Ｍ₁₀月₄日㈮必着。ｇにｊを明記し
て、〒₂₆₀-₈₇₂₂千葉市役所緑政課緑
と花の推進室へ。Ｆ₂₄₅-₅₈₈₅、Ｅ 

midoritohana@city.chiba.lg.jpも可
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₇₇₅Ｆ前記

Ｚ青葉病院・海浜病院 
看護職員（看護師・助産師）

Ｈ₁₉₆₀年(昭和₃₅年)₄月₂日以降の生
まれで、看護師・助産師の資格免許取
得者（見込みを含む）
Ｉ若干名
Ｃ採用日＝来年₄月₁日㈬。受験案内

（申込書）配布場所＝市役所₁階案内、
区役所地域振興課、青葉病院、海浜

病院など。ｈ(「千葉市立病院　看護
師」で検索)から印刷も可
小論文・面接試験
Ｊ₁₀月₂₇日㈰₉：₀₀から
Ｂ総合保健医療センター
Ｃ試験日前にWeb適性検査を各
自で行なってください。

Ｍ電子申請で（₉月₁₁日㈬～₂₆日㈭
₁₇：₀₀受信分まで有効）。郵送の場合
は、₉月₁₁日㈬～₂₄日㈫消印有効。申
込書を、〒₂₆₀-₈₇₂₂千葉市役所病院
局管理課へ。
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₂₂₄Ｆ₂₄₅-₅₂₅₇

Ｖ万が一の災害に備えて 
防災普及車(起震車)の利用者

Ｊ₁₂月～来年₃月の希望する日の午
前または午後
Ｎ地震や煙などの体験を通じて、身
の安全を守る方法を学びます。
Ｈ市内の町内自治会・防災会や事業
所など
Ｃ利用場所は市内のみ。営利目的の
利用は不可
Ｍ₉月₃₀日㈪必着。ｏ（₁団体₁通）に
ｊのほか、団体名、担当者名、希望
日時を明記して、〒₂₆₁-₀₀₀₄美浜区
高洲₄-₁-₁₆千葉市防災普及公社へ。
ｈからも可
Ｔ同公社☎₂₄₈-₅₃₇₈Ｆ₂₄₈-₇₇₄₈

Ｖ市営住宅の空き家入居者

一般
申込資格＝入居収入基準内の世
帯、市・県民税の滞納がない、保証
人を立てられるなどの要件を満た
す方

期限付き（子育て世帯向け）
申込資格＝一般の要件【前記】に
加え、小学生以下の子どもと₄₅歳
以下の親のみの世帯の方

入居期限＝入居日から₁₀年間。入居
予定日＝来年₁月₁日㈷以降。抽選日
＝₁₀月₃₁日㈭。申込書＝₉月₂₅日㈬ 
から、市住宅供給公社、区役所地域
振興課、県住まい情報プラザ（中央
区栄町₁-₁₆）で配布。物件や要件な
ど詳しくは、お問い合わせくださ 
い。
Ｍ₁₀月₁₀日㈭消印有効。申込書と必
要書類を、〒₂₆₀-₀₀₂₆中央区千葉港
₂-₁千葉市住宅供給公社へ。重複申込
は無効
市営住宅常時募集開始
₁₀月₁日㈫から、定期募集などで応募
がなかった住戸に先着順で入居申し
込みができる常時募集を開始しま
す。募集案内は同公社のみで配布
Ｔ同公社☎₂₄₅-₇₅₁₃Ｆ₂₄₅-₇₅₁₇

Ｚ市長の出前講座の参加団体

Ｊ₁₁月₅日㈫₁₈：₀₀～₁₉：₀₀、₁₀日㈰
₁₁：₀₀～₁₂：₀₀、₁₆日㈯₁₃：₀₀～₁₄：₀₀、
₁₉日㈫₁₈：₀₀～₁₉：₀₀
Ｂ参加する団体で用意をお願いしま
す。申し込み時に未定も可
Ｎテーマ＝①高齢者が住み慣れた地
域で自分らしく暮らせるまち、②子
どもを生み育てたい、子どもがここ
で育ちたいと思うまち、③防災対策
と市役所本庁舎の今後
Ｈおおむね₂₀人以上が参加する集会
など
Ｉ各日₁団体
Ｍ₉月₂₀日㈮必着。ｇにｊのほか、希
望日時（第₂希望まで）、希望テーマ

（①～③のうち₁つ）、団体名、参加人
数、会場名・所在地（決まっている場
合のみ）を明記して、〒₂₆₀-₈₇₂₂千
葉市役所広報広聴課へ。同課へＦ

₂₄₅-₅₇₉₆、Ｅkohokocho.CIC@city.

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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chiba.lg.jp、電子申請も可
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₂₉₈Ｆ前記

Ｘ子どもルーム（学童保育） 
指導員・補助指導員

指導員
Ｎ勤務日＝週₅日(交代制)。給与＝
月額₁₈₂,₅₀₀円。別途手当あり。社
会保険完備
Ｈ₁₈歳以上₆₅歳未満で、保育士、
教諭（幼稚園、小・中・高等学校、
特別支援学校）、児童指導員、放課
後児童支援員、社会福祉士のいず
れかの有資格者

補助指導員
Ｎ勤務日＝週₃日程度(交代制)。時
給＝₉₉₀円。別途交通費(規定内)
Ｈ ₁₈歳以上₆₅歳未満の方
Ｍ電話で、市社会福祉協議会に必要
書類を確認して、直接持参
Ｔ同協議会☎₂₀₉-₆₀₅₅Ｆ₂₀₉-₆₀₇₇

Ｖ飼い主のいない猫の避妊去
勢手術を実施

Ｎ飼い主のいない猫を適正に管理す
るため、市内に生息する飼い主のい
ない猫の避妊去勢手術を実施しま
す。
申請対象者＝飼い主のいない猫の餌
やトイレを適正に管理している方、
またはこれから適正に管理する方
募集頭数＝₁₅₀頭
Ｃ避妊去勢手術済みと判別できるよ
うに、耳先カットを施します。
Ｍ₁₀月₁日㈫～₃日㈭までに、申請書

（動物保護指導センター、生活衛生課
で配布。ｈから印刷も可。₁通₃頭ま
で）、添付書類と返信用封筒（₈₄円切
手を貼付）を同センターへ直接持参。
現住所記載の身分証明書の提示が必
要です。公開抽選＝₁₀月₈日㈫₁₄：₀₀
から、同センターで
Ｔ同センター☎₂₅₈-₇₈₁₇Ｆ₂₅₈-₇₈₁₈

お知らせ

Ｙ千葉ロッテマリーンズ 
試合日程

₉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
₉/₁㈰ ₁₇：₀₀ オリックス
 ₂㈪ ₁₈：₁₅ オリックス
₃㈫ ₁₈：₁₅ 北海道日本ハム
 ₄㈬ ₁₈：₁₅ 北海道日本ハム

　₁₁㈬ ₁₈：₁₅ オリックス
　₁₉㈭ ₁₈：₁₅ 楽天イーグルス
　₂₂㈰ ₁₆：₀₀ 北海道日本ハム
　₂₃㈷ ₁₄：₀₀ 北海道日本ハム
　₂₄㈫ ₁₈：₁₅ 埼玉西武

ＴZOZOマリンスタジアムテレフ
ォンサービス☎₂₉₆-₁₁₈₉（試合に関
すること）、マリーンズ・インフォメ
ーションセンター☎₀₃-₅₆₈₂-₆₃₄₁、
観光MICE企画課Ｆ₂₄₅-₅₆₆₉

Ｙジェフユナイテッド千葉試
合日程・ホームゲームに招待

₉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
₉/₁₄㈯ ₁₈：₀₀ 水戸ホーリーホック
   ₂₂㈰ ₁₅：₀₀ 徳島ヴォルティス

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
Ｊ₁₀月₆日㈰₁₅：₀₀開始・対モンテ
ディオ山形、₂₀日㈰₁₅：₀₀開始・対
柏レイソル
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
Ｍ₉月₁₃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長寿祝金および長寿祝品の
贈呈

長寿祝金（50,000円）
Ｈ₁₉₂₀年(大正₉年)₁月₂日～₁₉₂₁年
(大正₁₀年)₁月₁日生まれの満₉₉歳
で、₂₀₁₉年(平成₃₁年)₄月₁日から 
₉月₁日まで引き続き市に住所を有
する方

長寿祝品（メッセージカードおよび
祝品）
Ｈ₁₉₃₁年(昭和₆年)₁月₂日～₁₉₃₂年
(昭和₇年)₁月₁日生まれの満₈₈歳
で、₂₀₁₉年(平成₃₁年)₄月₁日から 
₉月₁日まで引き続き市に住所を有
する方

贈呈方法＝いずれも、お住まいの地
区の民生委員を通じて、₉月中旬～下
旬にお届けします。
Ｔ保健福祉センター高齢障害支援課
・中央☎₂₂₁-₂₁₅₀Ｆ₂₂₁-₂₆₀₂、花見川
☎₂₇₅-₆₄₂₅Ｆ₂₇₅-₆₃₁₇、稲毛☎₂₈₄-
₆₁₄₁Ｆ₂₈₄-₆₁₉₃、若葉☎₂₃₃-₈₅₅₈Ｆ
₂₃₃-₈₂₅₁、緑☎₂₉₂-₈₁₃₈Ｆ₂₉₂-₈₂₇₆、
美浜☎₂₇₀-₃₅₀₅Ｆ₂₇₀-₃₂₈₁または高
齢福祉課☎₂₄₅-₅₁₆₉Ｆ₂₄₅-₅₅₄₈

Ｗ9月はがん征圧月間 
がん検診を受けましょう！

がん検診を実施しています。昨年度
は₂₉₂,₉₁₈人が受診し、₄₈₇人からが
んが発見されました。検診期間は来
年₂月₂₉日㈯までです。秋以降は大変
混みますので、お早めに受診してく
ださい。
Ｔ健康支援課☎₂₃₈-₉₉₃₀Ｆ₂₃₈-₉₉₄₆ 

Ｗ肝炎ウイルス検査を受けま
しょう

40歳未満の方
Ｊ毎月第₂火曜日₁₁：₀₀～₁₁：₃₀
Ｂ市保健所
Ｍ検査希望日の前日までに電話で、
感染症対策課☎₂₃₈-₉₉₇₄
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₃₈-₉₉₃₂
40歳以上で過去に肝炎検査を受けた
ことがない方
Ｂ市内協力医療機関
Ｃ受診するには、₅月中旬に送付した

「がん検診等受診券シール」が必要で
す。届いていない方は、お問い合わ
せください。
Ｔ健康支援課☎₂₃₈-₉₉₃₀Ｆ₂₃₈-₉₉₄₆

Ｚ9月1日㈰～7日㈯は建築物防
災週間です

期間中に多くの方が利用する建物な
どの立ち入り検査を実施します。次
の点に注意して建物の安全点検をお
願いします。①建物の安全性の確保

（耐震診断、改修など）、②外装材、
看板などの落下防止対策、③家具な
どの転倒防止対策、④廊下・階段など
の避難経路にある障害物の撤去、⑤
ブロック塀などの倒壊防止対策
Ｔ建築指導課☎₂₄₅-₅₈₃₈Ｆ₂₄₅-₅₈₈₈

Ｖ新港清掃工場定期修繕に伴
う自己搬入先の変更

₉月₈日㈰～₂₃日㈷は、定期修繕のた
め、新港清掃工場への家庭ごみ・事業
所ごみの自己搬入はできません。北
清掃工場へ自己搬入してください。
詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ新港清掃工場☎₂₄₂-₃₃₆₆、北清掃
工場☎₂₅₈-₅₃₀₀または廃棄物施設維
持課☎₂₄₅-₅₆₅₃Ｆ₂₄₅-₅₄₇₃

Ｚ令和2・3年度入札参加資格審
査・小規模修繕業者登録

①入札参加資格審査申請
Ｈ市が発注する建設工事、測量・コ
ンサルタント、物品、委託などの
入札への参加を希望する業者
Ｃ詳しくは、ｈ「ちば電子調達シ
ステム」で検索
Ｍ₉月₁₇日㈫～₁₁月₁₅日㈮₁₇：₀₀
に、ｈ（「ちば電子調達システム」
で検索）から

②小規模修繕業者登録申請
Ｈ市が発注する₁₀₀万円以下の簡
易な施設などの修繕の受注を希望
する市内業者（個人事業者は市内
に住民登録を有すること、法人は
市内に本社・本店などを有するこ
と）。ただし、市で定める要件を満
たすこと
Ｃ申請書は契約課で配布。ｈ（「千
葉市　₂・₃年度小規模修繕申請」で
検索）から印刷も可
Ｍ₉月₁₇日㈫～₁₂月₁₆日㈪₁₇：₀₀必
着。申請書と添付書類を、〒₂₆₀-
₈₇₂₂千葉市役所契約課へ
Ｃ資格要件など詳しくは、契約課ｈ
をご覧ください。
Ｔ契約課☎₂₄₅-₅₀₈₈（工事・測量）・
₅₀₉₀（物品・委託・小規模修繕）Ｆ₂₄₅-
₅₅₃₆、県電子自治体共同運営協議会
事務局☎₄₄₁-₅₅₅₁（ちば電子調達シ
ステム）

Ｚ都市計画の決定・変更に関す
る原案および案の縦覧

①新千葉2・3地区第一種市街地再開
発事業（決定案）

対象区域＝中央区新千葉₂丁目の
一部

②高度利用地区（変更案）新千葉2・
3第一、二地区

対象区域＝中央区新千葉₂丁目の
一部

③蘇我副都心臨海地区地区計画（変
更原案）

対象区域＝中央区川崎町、寒川町
₂・₃丁目、稲荷町₁～₃丁目、今井
₁～₃丁目、蘇我₁・₂丁目の各一部

④ちばリサーチパーク千葉地区地区
計画（変更原案）

対象区域＝若葉区上泉町の一部
⑤千葉外房有料道路高田インターチ
ェンジ周辺地区地区計画（変更原案）

対象区域＝緑区誉田町₂丁目、高田
町の各一部

⑥作新台5丁目第1生産緑地地区ほか
14地区（変更案）
縦覧期間＝①②₉月₂日㈪～₁₇日㈫、
③～⑤₉月₁₇日㈫～₁₀月₁日㈫、⑥₉月
₁₁日㈬～₂₅日㈬。縦覧場所＝都市計
画課。なお、期間内に意見書を提出
することができます（③～⑤は対象
区域内の土地所有者および利害関係
者に限り₁₀月₈日㈫まで）
Ｔ都市計画課☎₂₄₅-₅₃₀₄Ｆ₂₄₅-₅₆₂₇

Ｖ太陽光発電ビジネスマッチ
ング事業を行なっています

太陽光発電設備の設置が可能な土地
・建物の屋根所有者と土地・屋根にお
いて太陽光発電事業の実施を希望す

る事業者との協議を促進する太陽光
発電ビジネスマッチング事業を行な
っています。設備の設置のために土
地や建物の屋根を貸したい方、事業
を実施したい事業者は、ご登録くだ
さい。詳しくは、ｈ「千葉市　ビジ
ネスマッチング」で検索
Ｔ環境保全課☎₂₄₅-₅₁₉₉Ｆ₂₄₅-₅₅₅₃

Ｗ訪問・特殊歯科診療をご利用
ください

訪問歯科診療
Ｈ₄₀歳以上で、ねたきりなどのため
歯科医療機関への通院が困難な方
Ｃ歯科医師が訪問し、受診の可否
を判断

特殊歯科診療
Ｈ心身の障害や介護が必要で持病
もあるなど、一般の歯科医療機関
で受診することが困難な方
Ｃ診療日時＝木曜日₉：₃₀～₁₂：₃₀。
診療機関＝休日救急診療所。予約制
Ｍ電話で、保健医療事業団☎₂₃₈-
₉₉₁₂
Ｔ同財団☎前記Ｆ₂₃₈-₉₉₅₃

Ｚ農地の借り受け

農地を相続したが耕作できない、農
業からリタイアを考えている方など
を対象に、県園芸協会が農地を借り
受け、規模を拡大したい農業者に貸し
付けます。借り受けの条件により、協
力金が交付される場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ同協会☎₂₂₃-₃₀₁₁Ｆ₂₂₄-₁₄₄₄また
は農地活用推進課☎₂₄₅-₅₇₅₉

Ｚ特区民泊施設環境整備経費
の一部補助

Ｈ若葉・緑区の一部地域で特区民泊
施設の特定認定を受けた方、または
受けようとする方
Ｍ₁₀月₂₅日㈮必着
Ｃ補助額＝対象経費の₂分の₁（上限
額₇₅万円）。申請方法、対象事業など
詳しくは、ｈ「千葉市　特区民泊補
助金」で検索
Ｔ観光プロモーション課☎₂₄₅-₅₀₆₆
Ｆ₂₄₅-₅₃₃₄

Ｚアクアリンクちばが臨時休業

清掃工場の法定点検のため、アクア
ゾーンは₉月₇日㈯～₂₅日㈬、スケー
トリンクは₉月₁₄日㈯・₁₅日㈰休業し
ます。また、スケートリンクは₉月 
₂₁日㈯・₂₂日㈰、ホッケー競技会のた
め休業します。
Ｔアクアリンクちば☎₂₀₄-₇₂₈₃Ｆ
₂₀₄-₇₂₈₄

Ｚ全国家計構造調査の回答に
ご協力をお願いします！

総務省が実施する調査で、世帯の所
得や資産の実態を把握するため、国
が指定した地区のご家庭を調査員が
訪問します。調査員を装った「かた
り調査」には十分ご注意ください。
Ｔ政策企画課☎₂₄₅-₅₇₁₄Ｆ₂₄₅-₅₈₉₁

Ｚ大気汚染状況7月分

Ｎ市内の測定局で測定した₇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



19情報けいじばん2019年（令和元年）9月号 ちば市政だより

Ｊ＝日程・時間　Ｂ＝場所　Ｎ＝内容　Ｈ＝対象　Ｉ＝定員　Ｇ＝持ち物　Ｋ＝料金　Ｃ＝備考
Ｍ＝申込方法　Ｔ＝問い合わせ　ｇ＝はがき　ｏ＝往復はがき　ｈ＝ホームページ　ｊ＝必要事項

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

施　設

講座・催し名  日時・対象・定員など
オープンキッチン「お好み焼き
トーストをつくろう」

9/15㈰10：30～11：30、12：30～13：30　 
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ各先着25人

おはなし会「くらーいくらい絵
本」

9/15㈰14：00～14：30、15：00～15：30 
Ｈ小学生以下の子ども

おやこ工作 「ポンポンフラワー
ポットを作ろう！」

9/16㈷14：30～16：30 
Ｈ小学生以下の子どもと保護者　Ｉ先着20組

きぼーる・子どもミュージアム 
「紙コップタワーを作ろう！ 」
ほか

9/23㈷13：00～16：00　 
Ｂきぼーるアトリウム

オープン工房 「われないシャボ
ン玉を作ろう！」

9/29㈰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　火曜日休館子ども交流館

催し名 日時・定員など

①第21回火星ローバーコンテ
スト in 千葉

12月7日㈯9：30～16：00　Ｎ小･中学生が自作のロ
ーバー（探査車）の性能やアイデアを競うコンテ
スト　Ｃ申込方法など詳しくはｈ（「火星ローバー
コンテスト　千葉」で検索）

②火星ローバーコンテスト 
in 千葉 
第1回試走会

9/28㈯10：00～17：00 
Ｂきぼーる1階きぼーる広場 
Ｃローバー持参。相談コーナーあり

③プラネタリウム一般投影 
「アメリカンミュージックジ
ャーニー」

9/6㈮から　Ｉ各先着200人
Ｃ9月限定の投影。投影日時など詳しくは、市科学
館ｈ

④プラネタリウム一般投影 
「星空散歩～お月見～」

9/6㈮から　Ｉ各先着200人
Ｃ投影日時など詳しくは、市科学館ｈ

⑤プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ～アロマを
感じる星空～」

9/20㈮･21㈯19：00～19：45　
Ｉ各先着200人
Ｋ高校生以上800円、小・中学生300円

科学館 ☎308-0511 Ｆ308-0520  9⊘2㈪～5㈭･30日㈪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

Ｍ②～④当日直接会場へ。⑤同館ミュージアムショップでチケット購入

生涯学習センター
Ｍ①当日直接会場へ(開始時間の30分前から受付)。②～⑫9/17㈫、⑬⑭9/30㈪必着。
ｏ(1人1通1講座)にｊを明記して、〒260-0045中央区弁天3-7-7千葉市生涯学習センタ
ーへ。Ｅkouza@chiba-gakushu.jpも可

☎207-5820 Ｆ207-5822　第4月曜日休館

講座名 日時・対象・定員など
①木更津高専サイエンスス
クエア

9/7㈯10：00～15：00
Ｈ小・中学生(小学校低学年は保護者同伴)

②超入門！はじめての
iPhone体験

9/27㈮10：00～12：00
Ｈスマートフォン未経験者　Ｉ20人

③シニアのためのワード中
級講座

9/27～10/18の金曜日14：00～16：00　全4回　
Ｈおおむね60歳以上のワード経験者
Ｉ20人　Ｋ5,600円

④初心者のためのパソコン
入門

9/28～10/26の土曜日10：00～12：00　全5回
Ｈパソコン初心者　Ｉ20人

⑤ワード速習講座
9/29～10/13の日曜日10：00～12：30　全3回
Ｈ画像や表を挿入して文書を作成できる方
Ｉ20人　Ｋ5,250円

⑥エクセル速習講座
9/29～10/13の日曜日13：30～16：00　全3回
Ｈ基本的な表や関数が使用できる方
Ｉ20人　Ｋ5,250円

⑦市民自主企画パソコン講
座「フォトレタッチソフト
で写真加工を楽しもう」

9/29～10/20の日曜日13：00～15：30　全4回
Ｈパソコン経験者
Ｉ10人　Ｋ800円

⑧デジカメ写真の取込みと
活用

10/3～17の木曜日10：00～12：00　全3回
Ｈワード使用経験のある方　Ｉ20人

⑨エクセル入門
10/4～25の金曜日10：00～12：00　全4回
Ｈワード使用経験のあるエクセル初心者
Ｉ20人　Ｋ1,296円

⑩質問上手は語らい上手～
質問術を磨きましょう！～

10/6㈰13：30～16：30　 
Ｈ地域活動をしている方など　Ｉ30人

⑪市民自主企画講座 
「知って役立つシニアライ
フのあれこれ3」

10/6㈰・20㈰、11/9㈯・24㈰10：00～12：00　全4回  
Ｈ55歳以上の方　
Ｉ25人

⑫市民自主企画パソコン講
座「エクセル活用～日常生
活に役立つ表づくり～」

10/8～11/12の火曜日14：00～16：00　全6回
Ｈ文字入力ができるエクセル初心者
Ｉ20人　Ｋ600円

⑬千葉氏をまなぶ 10/24～11/7の木曜日10：00～11：30　全3回
Ｉ30人　Ｃ3回目は郷土博物館見学

⑭パパとあそぼう 10/26㈯10：00～11：00
Ｈ1・2歳児と保護者　Ｉ20組40人

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

中
央

生浜公民館
☎263-0268
Ｆ263-0907

子育て個別相談会

9/15㈰・22㈰9：30～11：30、13：00～15：00
Ｈ発達障がい（疑い含む）、不登校（不登
校気味）でお悩みの小・中学生の子どもが
いる保護者
Ｉ各日先着2人（1人120分程度）
Ｍ9/2㈪から電話で

葛城公民館
☎222-8554
Ｆ222-1453

みんなに優しいユニ
バーサルデザイン

10/10㈭10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ9/2㈪から電話で

川戸公民館
☎265-9256
Ｆ265-4372

初心者向け 
男の料理教室

9/29㈰10：00～13：00
Ｈ成人男性　Ｉ先着16人　Ｋ600円
Ｍ9/2㈪から電話で

新宿公民館
☎243-4343
Ｆ243-3972

暮らしのセミナー 
「大人の木工教室」

9/17㈫9：30～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ700円
Ｍ9/2㈪から電話で

末広公民館
☎264-1842
Ｆ264-3746

Tシャツをリメイク
して布ぞうり作り

9/17㈫・18㈬14：00～16：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ500円
Ｍ9/2㈪から電話で

椿森公民館
☎254-0085
Ｆ254-1285

健康体操体験教室 
「イスに座ったまま
筋力アップ！」

9/17㈫10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着15人
Ｍ電話で

星久喜公民館
☎266-4392
Ｆ266-4981

恋と伊勢物語～業平
の恋と名門一族への
エレジー～

9/21～10/12の土曜日10：00～12：00
全4回　Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ700円
Ｍ9/2㈪から電話で

松ケ丘公民館
☎261-5990
Ｆ263-9280

ふるさと歴史講座
9/12～10/3の木曜日10：00～12：00 

（10/3は9：00から）　全4回　Ｈ成人
Ｉ先着30人　Ｍ電話で

宮崎公民館
☎263-5934
Ｆ263-4904

プラレール
「みんなでつくるみ
んなの駅」

9/28㈯・29㈰10：00～16：00　全2回
Ｇ履物を入れる袋
Ｃ小学2年生以下は保護者同伴
Ｍ当日直接来館

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
Ｆ271-6994

ベビーマッサージ体
験教室

9/19㈭・26㈭10：00～12：00　全2回
Ｈ3カ月～12カ月児と保護者 
Ｉ先着10組20人　Ｍ9/3㈫から電話で

検見川公民館
☎271-8220
Ｆ271-9319

親子でリフレッシュ
体操教室

9/12㈭・26㈭13：00～14：00　全2回
Ｈ3カ月～1歳児と保護者 
Ｉ先着10組20人　
Ｍ9/3㈫から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
Ｆ259-6431

犢橋歴史講座 
「犢橋」命名の由来に
ついて

9/28㈯10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着15人
Ｍ9/5㈭から電話で

花園公民館
☎273-8842
Ｆ271-0370

子育て教室（親子遊
びを楽しもう）

9/17～10/1の火曜日10：00～11：30
全3回　Ｈ1・2歳児と保護者　Ｉ先着15組
Ｍ9/3㈫から電話で

花見川公民館
☎257-2756
Ｆ286-0185

知って安心高齢者と
成年後見制度

9/18㈬10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ9/3㈫から電話で

幕張公民館
☎273-7522
Ｆ273-6185

徳川家康の関東入国
と房総～豊臣期にお
ける房総の態様～

9/26㈭14：00～16：00
Ｈ成人　Ｉ先着30人
Ｍ9/3㈫から電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
Ｆ243-3962

パソコン講座 
「Excel入門」

9/24㈫～27㈮9：00～12：00　全4回
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ1,200円
Ｍ9/2㈪から電話で

草野公民館
☎287-3791
Ｆ287-3672

エンディングノート
の書き方

9/13㈮10：00～12：00
Ｈ50歳以上の方　Ｉ先着30人
Ｍ9/2㈪から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
Ｆ247-1931

新そばを打とう
「そば打ち体験講座」

9/15㈰・23㈪13：00～17：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着12人　Ｋ2,000円
Ｍ9/2㈪から電話で

山王公民館
☎421-1121
Ｆ423-0359

講話「高齢者によく
見られる疾病と予防
･糖尿病編」

10/17㈭14：00～16：00
Ｈ成人　Ｉ先着30人
Ｍ9/2㈪から電話で

千草台公民館
☎255-3032
Ｆ255-3682

押し花教室
9/17㈫、10/9㈬9：30～11：30　全2回   
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ2,100円
Ｍ9/2㈪から電話で

都賀公民館
☎251-7670
Ｆ284-0627

大人のためのスマホ
教室「初めてのスマ
ホから簡単アプリ体
験まで」

10/2㈬・16㈬10：00～12：00　全2回
Ｈ成人　
Ｉ先着25人
Ｍ9/2㈪から電話で

轟公民館
☎251-7998
Ｆ285-6301

パソコン講座①ワー
ドとエクセルで年賀
状作り②日常生活に
役立つ表作り

①9/17㈫～20㈮9：00～12：00　全4回
②9/21㈯・22㈰9：00～15：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ各先着10人　
Ｋ①1,200円、②500円　
Ｍ9/3㈫から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
Ｆ286-6442

親子ふれあい教室

10/24・31、11/7・21の木曜日9：30～11：30
全4回　Ｈ1歳6カ月～3歳児と保護者
Ｉ先着15組
Ｍ9/3㈫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
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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

若
葉

大宮公民館
☎26₅-22₈4
Ｆ26₅-694₈

郷土史講座「千葉氏
の変遷」

9/2₈㈯10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ9/3㈫から電話で

加曽利公民館
☎232-₅1₈2
Ｆ232-640₈

セカンドライフ講座
「遺言状の書き方他」

9/2₅㈬10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ各先着20人
Ｍ9/2㈪から電話で

桜木公民館
☎234-11₇1
Ｆ234-11₇2

パソコン講座～ワー
ドでチラシづくり～

10/₈㈫～11㈮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　Ｍ9/3㈫から直接来館

更科公民館
☎239-0₅0₇
Ｆ239-0₅69

そば打ち教室
9/21㈯9：30～12：30
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ1,₅00円
Ｍ9/2㈪から直接来館（料金持参）

白井公民館
☎22₈-0₅03
Ｆ22₈-616₈

県文書館歴史講座
「神道・神社の歴史と
房総」

9/2₅㈬10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ9/2㈪から電話で

千城台公民館
☎23₇-1400
Ｆ23₇-1401

成年後見制度とは～
いっしょに学んでみ
ませんか？～

9/19㈭10：00～11：30
Ｈ成人　Ｉ先着2₅人
Ｍ9/2㈪から電話で

みつわ台公民館
☎2₅4-₈4₅₈
Ｆ2₅4-313₅

文書館講座～大名行
列にみる格式

9/24㈫10：30～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着30人
Ｍ9/2㈪から電話で

若松公民館
☎231-₇991
Ｆ231-0₇9₈

正宗太極拳
9/10～10/1の火曜日1₅：1₅～16：4₅　全4回
Ｈ成人　Ｉ先着12人
Ｍ9/2㈪から電話で

緑

越智公民館
☎294-69₇1
Ｆ294-1931

詩吟入門教室 
「万葉集を詠う」

9/29㈰13：00～16：30
Ｈ成人　Ｉ先着1₅人
Ｍ9/2㈪から電話で

おゆみ野公民館
☎293-1₅20
Ｆ293-1₅21

M'S kitchen2019
乳製品の腸活調理実
習

9/1₈㈬10：30～13：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ600円
Ｍ9/2㈪から電話で

椎名公民館
☎292-0210
Ｆ292-4631

秋の花づくり入門
9/26、10/24、11/2₈の木曜日10：00～11：30
　全3回　Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ300円
Ｍ9/2㈪から電話で

土気公民館
☎294-0049
Ｆ294-4233

初心者のための能入
門講座

9/30㈪13：30～1₅：30
Ｈ成人　Ｉ先着1₅人　Ｋ₅00円
Ｍ9/2㈪から電話で

誉田公民館
☎291-1₅12
Ｆ292-₇4₈₇

タブレットを使った
脳トレーニング体験
講座（シニア向け）

9/20㈮13：30～1₅：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ9/3㈫から電話で

美
浜

磯辺公民館
☎2₇₈-0033
Ｆ2₇₈-99₅9

文学散歩「新元号令
和を語る」、「源氏物
語桐壺の巻を語る」

10/10㈭・24㈭13：30～1₅：30　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着30人
Ｍ9/26㈭から電話で

稲浜公民館
☎24₇-₈₅₅₅
Ｆ23₈-41₇6

シニアライフアップ
講座①エンディング
ノートと相続対策②
タブレットによる脳
トレ

①9/30㈪10：00～12：00 
②10/29㈫10：00～12：00 
Ｈ成人　 
Ｉ①先着30人、②先着20人
Ｍ9/9㈪から電話で

打瀬公民館
☎296-₅100
Ｆ296-₅₅66

大人の科学教室「ポ
ンポン蒸気船を作っ
て走らせよう」

9/2₈㈯14：00～1₅：30
Ｈ成人　Ｉ先着24人　Ｋ200円
Ｍ9/2㈪から電話で

幸町公民館
☎24₇-0666
Ｆ23₈-41₅3

文学講座「浅田次郎
と千葉」

9/2₈㈯10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ9/3㈫から電話で

高浜公民館
☎24₈-₇₅00
Ｆ24₈-6₈₅1

古典を楽しむ「平家
物語～女性哀話～」

9/13～10/4の金曜日10：00～12：00
全4回　Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ9/3㈫から電話で

幕張西公民館
☎2₇2-2₇33
Ｆ2₇1-₈944

シニア向けスマート
フォン講座

9/1₈㈬10：00～12：00　Ｈ60歳以上でスマ
ートフォンを持っていない方
Ｉ先着20人　Ｍ9/2㈪から電話で

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

9/ 2㈪
9㈪

30㈪

新宿公民館
宮崎公民館
星久喜公民館

松ケ丘公民館
☎261-₅990

花
見
川

11㈬
2₅㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎2₇3-₇₅22
稲
毛

2㈪
20㈮

都賀公民館
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

9⊘12㈭
26㈭

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎23₇-1400

緑 4㈬
9㈪

おゆみ野公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎291-1₅12

美
浜

₅㈭
19㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎24₇-₈₅₅₅

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

Ｍ当日直接会場へ
図書館のわらべうたと絵本の会
Ｎわらべうたや絵本の読み聞かせ

図書館

区 図書館名 日時・対象・定員など

中
央

中央図書館
☎2₈₇-39₈0
Ｆ2₈₇-40₇4

毎月第2金曜日①10：00～10：30②11：00～11：30
Ｈ①1歳児と保護者、②2歳児と保護者
Ｉ各先着1₅組
Ｂ生涯学習センター地下1階スタジオ

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
催しなど
Ｍ当日直接会場へ

催し・展示名など 日時・定員・料金
アート展「花咲くアートライフ」 9/3㈫～₈㈰
クラフト展「自然とほほえむ心の遊び場」 9/10㈫～16㈷

体験教室「ドリームキャッチャー作り」 9/14㈯11：00～16：00
Ｉ先着30人　Ｋ300円

写真展「高浜写真同好会写真展」 9/1₈㈬～23㈷
絵画展「太平洋・DICクラブ絵画展」 9/2₅㈬～29㈰
フラワーカレッジ参加者募集
Ｍ9/10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

教室名 日時･定員･料金
ハロウィン魔除けのルームフレ
グランスとハーブティー作り

10/2㈬10：30～12：30
Ｉ20人　Ｋ2,000円

栗の渋皮染めスカーフ 10/16㈬13：30～1₅：30
Ｉ20人　Ｋ2,000円

蔦の絡まるシルバーリング 10/23㈬13：30～1₅：30
Ｉ10人　Ｋ2,000円

はじめての七宝焼 10/2₅㈮13：30～1₅：30
Ｉ20人　Ｋ2,₇00円

☎209-₈₇₇1 Ｆ209-₈₇₇6　月曜日・祝日休館男女共同参画センター
Ｍ①E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。②10/4㈮必着。Ｅ前記ま
たはｏにｊのほか、参加人数（2人まで）を明記して、〒260-0₈44中央区千葉寺町
120₈-2千葉市男女共同参画センターへ

講座名 日時・対象・定員・内容

①女性のためのエンパワーメント
講座「乗り越える壁は自分自身！
～仕事に活かせる実践力～」

10/19㈯・26㈯13：30～16：00
Ｈ女性 
Ｉ先着20人　Ｃ1歳6カ月以上の就学前児を対
象に託児あり（Ｍ講座開始2週間前まで）

②20th千葉市ハーモニープラザ・
千葉市男女共同参画センター開館
20周年記念事業「ダ・カーポトーク
＆コンサート～時をこえて、男女
がともに～」

11/1₅㈮14：30～16：00
Ｂハーモニープラザ
Ｉ2₈0人（就学前児の入場不可）

いきいきプラザ・センター
Ｈ市内在住の方（①～⑤⑦～⑨60歳以上の方、⑥₅0歳以上の方）
Ｍ①～⑦⑨9⊘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｡ ⑧当日直接会場へ

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松ケ丘歌声集会 9/21㈯13：30～1₅：00　
Ｉ先着₇0人

蘇我いきいきセンター ☎264-6966 Ｆ264-696₇

②高血圧と食事について 9/30㈪10：30～11：30　
Ｉ先着40人

花見川いきいきプラザ ☎216-00₈0 Ｆ216-00₈3
③「糖尿病0プロジェクト」
見直そう！ 血糖値と生活習慣

9/30㈪10：00～12：00　Ｉ先着40人
Ｎ講義･体操　Ｇタオル、飲み物

区 図書館名 日時・対象・定員など

中
央

みやこ図書館
☎233-₈333
Ｆ234-41₈₇

毎月第1火曜日11：00～11：30
Ｈ0～3歳児と保護者
Ｉ先着20組

花
見
川

花見川図書館
☎2₅0-2₈₅1
Ｆ2₅0-2₈₅3

毎月第3金曜日11：00～11：30
Ｈ0～3歳児と保護者
Ｉ先着10組

若
葉

若葉図書館
☎23₇-9361
Ｆ23₇-₅163

毎月第2水曜日10：00～10：30
Ｈ0～3歳児と保護者
Ｉ先着10組

緑
緑図書館

☎293-₅0₈0
Ｆ293-₅100

9/2₇㈮11：00～11：40
Ｈ受講時満1～3歳児と保護者
Ｉ先着1₈組

美
浜

美浜図書館
☎2₇₇-3003
Ｆ2₇₈-4303

10/10㈭①10：30～11：00②11：1₅～11：4₅
Ｈ①0・1歳児と保護者、②2・3歳児と保護者
Ｉ各先着1₅組 
Ｂ高洲・子育てリラックス館ひろば2

絵本講座
Ｎわらべうたと絵本の選び方、絵本の読み方
区 図書館名 日時・対象・定員

稲
毛

稲毛図書館
☎2₅4-1₈4₅
Ｆ2₈4-4₇9₅

9/2₅㈬・2₈㈯10：00～11：00
Ｈ受講時に満2・3歳児と保護者
Ｉ各先着10組
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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。

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

富山（GⅢ） 9/1㈰
広島（FⅠ） 1㈰～ 3㈫
大宮（FⅠ） 2㈪～ 4㈬
福井（FⅠ） 2㈪～ 4㈬
青森（GⅢ） 5㈭～ 8㈰
富山（FⅠ）  6㈮～ 8㈰
久留米（FⅠ）ナイター 6㈮～ 8㈰
福井（FⅠ） 10㈫ ･ 11㈬
西武園（FⅠ） 10㈫～12㈭
防府（FⅠ） 10㈫～12㈭
共同通信社杯松阪（GⅡ） 13㈮～16㈷

レース名 日程
広島（FⅡ）モーニング 9/14㈯～16㈷
小田原（FⅠ） 17㈫～19㈭
名古屋（FⅠ） 17㈫～19㈭
取手（FⅠ） 19㈭～21㈯
函館（FⅠ）ナイター 21㈯～23㈷
岐阜（GⅢ） 21㈯～24㈫
弥彦（FⅠ） 26㈭ ･ 27㈮
京都向日町（GⅢ） 26㈭～29㈰
いわき平（FⅠ）ナイター 27㈮～29㈰
小田原（FⅠ） 29㈰～10/1㈫

☎209-8779 Ｆ209-8782　月曜日（祝日の場
合は翌日）・祝日休館障害者福祉センター

障害者福祉講座（後期･短期）

Ｈ身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方（①は水中を一人で歩ける方、②は水
中を一人で歩けない方）
Ｍ9月13日㈮必着。ｏ（1通1人1講座、⑦を除いて1人3講座まで）にｊのほか、①
②は希望時間帯を明記して、〒260-0844中央区千葉寺町1208-2千葉市障害者福祉
センターへ。Ｅkizuna@mbj.nifty.comも可

講座名 日時・対象・定員

①水中運動A
10/4～来年3/6（1/3を除く）の第1･3金曜日
10：30～11：30、13：30～14：30、14：30～15：30
各全10回　Ｉ各10人

対　　象　市内在住の60歳以上の方（10月1日現在）
料　　金　無料（教材費、保険料などを除く）
申込方法　 9月10日㈫消印有効。ｏにｊ（記入例参照）を明記して、各いきいきプ

ラザへ郵送。市社会福祉事業団ｈからも申し込み可。1つの区につき1講座
のみ、前期講座の受講者も後期講座に申し込みできます。ただし、前期およ
び前年度に同一区内で受講した同一講座には申し込めません。また、今年度、
同一区内ですでに通年の講座を受講中の方は申し込めません。

公開抽選　 応募多数の場合は、9月17日㈫9：30から各いきいきプラザで公開抽選。結
果は9月21日㈯に発送。同一区内で、2年連続落選し、欠員募集でも受講
していない方は、優先的に抽選します。

注意事項　・欠員募集は、9月21日㈯から各いきいきプラザに掲示します。
　　　　　・ 来館の際は公共交通機関をご利用ください。中央・美浜いきいきプラ

ザ、蘇我・花見川・あやめ台・大宮・真砂いきいきセンターには駐車場は
ありません。

中央いきいきプラザ
〒260-0807中央区松ケ丘町257-1

☎209-9000 Ｆ209-9006
№ 講座名 曜日 開始時間定員（人）
1 健康づくりで介護予防＊1 第1・3火 9：30 20
2 0から始めるスマートフォン 第2・4火 9：30 20
3 大人のためのダーツ教室 第1・3木 9：30 15
4 カラオケ 第1・3金 9：30 25
5 はじめての籐工芸 第2・4日 12：00 18
6･7の会場は、蘇我いきいきセンター
6 ゆる体操 第2・4火 9：30 18
7 脳活性化講座 第1･3水 9：30 24

花見川いきいきプラザ
　〒262-0011花見川区三角町750

☎216-0080 Ｆ216-0083
№ 講座名 曜日 開始時間定員（人）
1 アンドロイドタブレット入門A 第1・3月 12：00 20
2 スマートフォン入門 第1・3月 12：00 30
3 カラオケ 第2・4月 12：00 24
4 健康づくりで介護予防＊1 第2・4水 9：30 18
5 ゴルフ＊2 第1・3木 10：00 25
6 大人のためのダーツ教室A 第2・4土 9：30 15
7～9の会場は、花見川いきいきセンター
7 健康リフレッシュ体操 第1・3月 9：30 25
8 健康体操B 第2・4月 9：30 25
9 大人のためのダーツ教室B 第2・4水 12：00 15
10の会場は、さつきが丘いきいきセンター
10 骨格改善コンディショニング 第2・4月 9：30 20

稲毛いきいきプラザ
〒263-0031稲毛区稲毛東6-19-1

☎242-8005 Ｆ242-8175
№ 講座名 曜日 開始時間定員（人）
1 ゆる体操 第1・3月 9：30 25
2 健康麻雀入門 第1･3火 12：00 24
3 健康リズム体操 第1・3水 9：30 20
4 健康づくりで介護予防＊1 第1・3木 9：30 20
5 色えんぴつ画 第1・3木 12：00 20
6 アンドロイドタブレット入門 第2・4土 9：30 20
7・8の会場は、あやめ台いきいきセンター
7 スマートフォン入門 第2・4月 14：30 24
8 ヨガビリー 第2･4木 14：30 16

若葉いきいきプラザ
〒265-0067若葉区北谷津町333-2

☎228-5010 Ｆ228-8956
№ 講座名 曜日 開始時間定員（人）
1 アンドロイドタブレット入門 第2・4日 12：00 18
2 パソコン「ワード･エクセル実践入門」第2・4日 14：30 16
3 健康づくりで介護予防＊1 第1・3火 9：30 20
4 ゴルフ＊3 第1・3金 14：00 25
5 千葉の郷土史（近くを歩く） 第2・4金 12：00 20
6･7の会場は、大宮いきいきセンター
6 アンドロイドスマートフォン入門A 第2・4月 14：30 20
7 ヨガビリーB 第2・4火 14：30 12
8･9の会場は、都賀いきいきセンター
8 パソコン教室 第2・4月 9：30 18
9 アンドロイドスマートフォン入門B 第2・4火 14：30 20

緑いきいきプラザ
〒266-0005緑区誉田町2-15-65

☎300-1313 Ｆ300-1511
№ 講座名 曜日 開始時間定員（人）
1 男の料理＊4 第2・4火 9：30 15
2 ゴルフ＊5 第1・3水 13：00 20
3 健康づくりで介護予防＊1 第2・4木 14：30 20
4 アンドロイドタブレット 第1・3金 14：30 20
5 パソコン 第2・4金 12：00 18
6・7の会場は、越智いきいきセンター
6 歌って健幸！ 第1・3火 9：30 20
7 気功体操 第1・3金 12：00 16
8･9の会場は、土気いきいきセンター
8 音楽で心と身体のリフレッシュ 第1・3水 14：30 20
9 ボールde体操 第1・3土 12：00 20

美浜いきいきプラザ
〒261-0004美浜区高洲3-5-6

☎270-1800 Ｆ270-1811
№ 講座名 曜日 開始時間定員（人）
1 健康づくりで介護予防＊1 第2・4水 12：00 30
2 手話コーラス 第2・4水 14：30 20
3 ゆるやか体操 第2・4木 14：30 30
4 デジカメを楽しむ 第2・4木 14：30 20
5 アンドロイドタブレット入門 第2・4金 12：00 20
6～8の会場は、真砂いきいきセンター
6 脳活！ぬりえセラピー 第1・3木 14：30 20
7 パソコン 第2・4金 9：30 16
8 やさしいヨーガ 第2・4日 14：30 22

＊1体操と口腔ケア、栄養指導など
＊2～5の会場は次のとおり
　 ＊2日本インテックゴルフゾーン（花見川区犢橋町1685-3）、＊3ダイナミックゴルフ千葉（若葉区佐和町323）、＊4越智公民館、＊5誉田ゴルフセンター（緑区誉田町1-56-1）

いきいきプラザ・センター 高齢者福祉講座（後期）
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１ 講座番号・講座名
２ 氏名（フリガナ）
３ 郵便番号・住所
４ 電話番号
５ 年齢・性別

講座名 日時・定員・内容など
稲毛いきいきプラザ ☎242-8005 Ｆ242-8175

④レクで脳トレ 9/17㈫10：00～12：00、13：30～15：30
Ｉ各先着40人

あやめ台いきいきセンター ☎207-1388 Ｆ207-1368
⑤あやめ台いきいき寄席～笑う門には
福来る～ 9/30㈪10：30～12：00　Ｉ先着60人

若葉いきいきプラザ ☎228-5010 Ｆ228-8956
⑥50歳からの人生設計～墓じまい～ 9/15㈰10：00～12：00　Ｉ先着30人
都賀いきいきセンター ☎232-4771 Ｆ232-4773
⑦歌って若返り教室 9/28㈯10：00～12：00　Ｉ先着30人
緑いきいきプラザ ☎300-1313 Ｆ300-1511

⑧健康フェスティバル

9/14㈯9：30～11：30、13：00～15：00
Ｂおゆみ野ふれあい館（緑区おゆみ野中
央8-2）
Ｎ骨密度、血管年齢、血流、足指、健康
相談など

土気いきいきセンター ☎205-1000 Ｆ205-1001
⑨高齢者講演会

「自分で決めるいきいき終活（基礎編）」
9月27日㈮10：00～12：00
Ｉ先着30人　Ｇ筆記用具、飲み物

講座名 日時・対象・定員

②水中運動B
10/11～来年3/13（12/27を除く）の第2･4金曜日
10：30～11：30、13：30～14：30、14：30～15：30
各全10回　Ｉ各6人

③卓球（ラージボール）入門 10/8～来年3/24（10/22、2/11を除く）の第2･4
火曜日13：30～15：30　全10回　Ｉ22人

④ピラティス 10/9～来年3/11（12/25を除く）の第2･4水曜日
13：30～14：30　全10回　Ｉ10人

⑤初めてのパソコン
10/18～来年3/6（11/15、1/3を除く）の第1･3
金曜日13：30～15：30　全8回
Ｉ10人　Ｋ400円

⑥アーチェリー入門 10/19、11/9、12/7・21、1/18、2/15、3/14の
土曜日10：00～12：00　全7回　Ｉ8人

⑦魅せる写真入門 10/29㈫、11/12㈫10：00～12：00　全2回　Ｉ12人

⑧タブレット入門
11/19～来年3/3の第1･3火曜日13：30～15：30
全8回　
Ｉ10人　Ｋ400円
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実りの秋到来 !!
農業体験しませんか？
　実りの秋、農家が育てた野菜や果物が収穫の時期を迎えています。
畑から自分で収穫する秋の恵みのおいしさは更に格別 !千葉市の農の
魅力を身近に感じられる農業体験、ぜひご参加ください。

親子一日農家体験「落花生を学んで、掘って、食べる !」
　落花生の育ち方を学習し、収穫や袋詰めを体験します。落花生
のお土産付きです。
　期　　間　9月28日㈯･29日㈰9：00～12：00
　収穫場所　緑区平川町の畑
　対　　象　小学生と保護者（きょうだいの参加可）
　定　　員　各10組（1組4人まで）
　料　　金　1組1,000円
　申込方法　9月16日㈷までに、電子申請で。
　　　　　　 千葉市　親子一日農家体験　

Ｔ農政課 ☎245-5757 Ｆ245-5884

秋の観光農園
　市内では、たくさんの農産物が収穫できます。自分で収穫して、
実りの秋を楽しみませんか。

＊パンジー、ビオラ、葉ボタン
Ｔ市園芸協会 ☎228-7111 Ｆ228-5779

＊いずれも、月曜日（祝･休日の場合は翌日）休業（農政課を除く）

ジャンボ落花生「おおまさり」収穫体験
　千葉県で品種改良されたおおまさりの掘り取りを体験します。
　大きさは通常の落花生の約2倍。香りよく、甘みたっぷりな品
種です。
　日　　時　10月12日㈯･13日㈰
　　　　　　 9：00から、11：00から、13：00から、15：00から

所要時間1時間程度
　収穫場所　緑区東山科町の畑
　定　　員　各回20組程度
　料　　金　落花生100ｇあたり150円
　申込方法　 9月16日㈷消印有効。往復はがきに必要事項のほ

か、参加人数、駐車台数を明記して、〒265-0042
若葉区古泉町537千葉市園芸協会へ。FAXも可。

Ｔ市園芸協会 ☎228-7111 Ｆ228-5779

下田農業ふれあい館　秋の収穫祭
　日　　時　10月6日㈰10：00～12：00
　収穫場所　若葉区下田町の畑
　募集口数　100口
　料　　金　1口1,500円（落花生5株・サツマイモ5株）
　申込方法　 9月20日㈮必着。往復はがきに必要事項のほか、参

加人数、参加者全員の氏名･年齢、希望口数を明記し
て、〒265-0076若葉区下田町971下田農業ふれあ
い館へ。FAX、Eメールも可。

Ｔ下田農業ふれあい館 ☎237-8011 Ｆ237-8988
　Ｅshimodafreai08.10@ec2.technowave.ne.jp

枝豆の収穫オーナー募集
　期　　間　10月12日㈯～20日㈰
　収穫場所　若葉区富田町の畑
　募集区画　100区画（1区画約40株。複数区画も可）
　料　　金　1区画3,000円
　申込方法　電話で、富田さとにわ耕園へ。FAX、Eメールも可。
Ｔ富田さとにわ耕園 ☎226-0022 Ｆ226-0501
　Ｅcenter-renraku@tomita-kan.jp

農園名 時期 種類 所在地・問い合わせ

千葉中央観光
農園

9月中旬
～10月上旬

サツマ
イモ 若葉区小倉町471

☎231-2554
10月上旬まで クリ

若松みどりの
栗園 10月上旬まで クリ 若葉区若松町2257

☎231-1478

浅野フルーツ園

9月中旬
～10月上旬 クリ

若葉区中野町12
☎228-18409月下旬

～11月下旬 カキ

吉田農園

10月上旬
～11月下旬 リンゴ

若葉区下田町772
☎239-043610月上旬

～12月下旬 花苗＊
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日直  モンタ
　　　   （ニシゴリラ）動物公園日誌

　オレはニシゴリラのモンタだ。今年
で35才になる。人間でいえば、50才
ぐらいだ。これからさらに大人のしぶ
さが増してくるころだな。おっと、今
オレの背中のしらがを見ただろ？こ
れはシルバーバックといって、オレた
ちの世界では立派なオスの証なんだ。
呼び方もかっこいいよな。
　そんなオレだが、ストレスでお腹を
こわしちまうこともあるほどせんさ

いだったりもする。家族や仲間を敵から守るために警かいしたり、け
んかしている仲間の間に入ったりと、オレぐらいになると色んなこと
に気を使うんだ。人間界でいう、社会で戦うサラリーマンと同じだな。
オレたちが自分の胸を手のひらでたたくのを見たことがあるかもしれ
ないが、あれはおどかしているわけじゃなくて、自分の気持ちを落ち
着かせるためにすることもある。いつもの担当じゃない飼育員が来た
時なんかもそうだ。
　最近のオレのいやしは、朝一番
に日かげでのんびり横になってう
とうとする時間だ。最高に幸せだ
な。暑いときは、プールにつかり
ながら朝ごはんの牧草をいただく
こともある。リゾートホテルみた
いだって？まあ、がんばった自分
へのごほうびってやつだ。
Ｔ動物公園 ☎252-1111 Ｆ255-7116

① 生落花生を殻ごと塩ゆでし、冷めたら殻から実を取り出す。
②研いだ米と2合分の水に調味料を全て加えて混ぜ合わせ、最後に落
花生を入れて炊き込む。

Ｔ農政課 ☎245-5758 Ｆ245-5884

　千葉といえば落花生。市内でも
栽培がさかんです。その中でもゆ
で落花生として最近特に人気な
のが、おおまさりというジャンボ
落花生。実が大きく、塩ゆでする
と、ほくほくとした甘みが特徴で
す。

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

旬…9月～11月上旬

おおまさりの炊き込みご飯Recipe

〈材　料〉3人分
米　　　　　　　　…2合
濃口しょうゆ　　　…小さじ1
料理酒　　　　　　…小さじ1
生落花生（殻つき）…200ｇ

おおまさり

　市内でおおまさりの収穫体験ができます。詳しくは、【22面】をご
覧ください。

Tokyo ２０２０
関連情報

パラアスリートの未知（道）千葉市ゆかりのアスリートを紹介

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

　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）

　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。市内でもテコンドーなどの7競技が行われます。
　今回は、東京五輪音頭で東京2020大会を盛り上げよう
と活動している団体を紹介します。

　添田智恵選手は、男子車いすバスケットボールチー
ム千葉ホークス内唯一の女性プレーヤーです。
メダリストへの道
　競技を始めたきっかけは、脊髄損傷のため入院して
いた時の、仲間からの勧めでした。いざ練習に参加し
てみると、「簡単そうに見えたことができないし、走っ
ても遅いと、悔しいことばかり」。そこで、生来の負け
ず嫌いの性格から闘争心に火がつき、絶対にうまくなろうと退院後は仕事と
両立しながら練習に打ち込みました。
　練習では、フィジカル面やスピード、パワーがある外国人選手にも負けな
い体力づくりのために、男子に交じって同じトレーニングをこなしました。
女子だからといって甘やかされないし、自らも己を甘やかさない。そのスト
イックな努力が実を結び、競技を始めて1年後の1998年に世界選手権で日本
代表として初選出、2000年のシドニーパラリンピックでは見事銅メダルを
獲得しました。
東京2020大会への想い

　現在は、競技の普及活動や後輩の育成強化にもか
かわっている添田選手。パラリンピック競技はメダ
ルを獲得しないと放送されないことも多く、もどか
しさを感じることもあったそう。苦難を乗り越えた
アスリートとして、またパラスポーツを楽しむ一人
のファンとして、「日本で開催されることで、勝ち負
けに限らず、日本人選手が出場する競技をより多く
観戦できる機会が巡ってきたことはすごく楽しみ」
と語ります。

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

×添田智恵選手 車いすバスケットボール

千葉市の　　をつくたべ！

� NPO法人千葉よさこい連絡協議会C
ち

HIよR
れ ん

EN北
ほくてんかい

天魁
　 私 た ち は 、 東 京
2020大会を機に千葉
を訪れる方々に、よさ
こいならではの息の合
った演舞を通じて人と
人がつながることの素
晴らしさを感じてもら
いたいとの想いから、

東京五輪音頭-2020-の鳴子バージョンを作りました。県内
のイベントで踊るほか、振り付け講習会も開催しています。
日本文化の魅力を発信するとともに、東京2020大会の機
運を高めていきたいです。

（出演イベント、講習会などの詳細は同団体･金
か ね ざ き

崎さん☎ 
080-3210-9856へ）

踊って東京2020大会を応援
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