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　市の花、オオガハスの季節がやってきました。世界最古の花として世界中に広
がっている、千葉市が誇る地域資源の一つです。
　今年も千葉公園で大賀ハスまつりを6月15日から23日まで開催し、週末には大人気の象鼻杯体
験や音楽演奏、出店販売なども行いますのでお楽しみください。
　また、昨年は、幻想的な光のアートと水上ステージでアートパフォーマンスを行うYohaS（夜
ハス）が開催され、2.8万人が訪れる大変な盛り上がりとなりました。今年も本祭が6月8日に、
前夜祭Weekが6月1日から7日まで開催されますので、ぜひお越しください。
　ほかにも、オオガハスの名所や栽培地における学習・栽培・ガイドなどのボランティアとして活
躍する人材、「ハス守りさん」の養成講座など、オオガハスの魅力を高める事業も拡充しています。
　同じく千葉市が誇る古代の遺産である加曽利貝塚は、昨年度の来場者数が77,222人と、36年
ぶりに過去最多を更新しました。2017年に国の特別史跡に指定されたことで注目を集めたほか、
45年ぶりに発掘調査を再開し、縄文に親しめるさまざまな取り組みを重ねてきた結果です。
　今後は加曽利貝塚グランドデザインに基づき、博物館の移転や利便性の向上などさまざまな整
備を進め、縄文時代の暮らしを体感できる体験型の学習観光施設を目指していきます。
　今後も千葉市が誇る古代の遺産を大切に守り、千葉市の魅力を高めていきたいと思います。
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千葉市データ　 （2019年5月1日現在）
人口  979,628人  前月（4月）比 1,470人増

（男 486,442人　女 493,186人）
世帯数 439,386世帯  面積 271.77㎢
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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！

オオガハス

世界に誇る古代のロマン

　オオガハスは、約2,000年前から存在したと
される古代ハスで、世界最古の花と言われていま
す。6月中旬から7月上旬に開花の最盛期を迎え
ます。古代のロマンを秘めたオオガハスを見に行
ってみませんか。

Ｔ緑政課 ☎245-5753 Ｆ245-5885

　1951年、植物学者でありハスの権威でもあった大賀一
郎博士が、検見川から発掘された推定2,000年以上前の古
ハスの実3粒の発芽を試みました。そのうちの2粒は枯れて
しまいましたが、奇跡的に1粒が太古の眠りから目覚め、大
輪の花を咲かせました。

　オオガハスの実を育てると、みんなも知っているレン
コンになります。でも、食用に比べてオオガハスは花や
葉に栄養をたくさん送っているので、細くて小さいレン
コンができます。

　オオガハスが咲いているのは4日間です。

　オオガハスの純粋な種の遺伝的特性を維持しながら後世
に引き継ぐため、市では
系統保存を行っていま
す。オオガハスが他のハ
スと交配した種子で繁殖
しないよう、花が咲いた
あとの果

か

托
た く

を確実に刈り
取って、池とは別の鉢で
栽培しています。

2,000年の時を超えて蘇ったオオガハス

オオガハスの豆知識

はかないからこそ美しい   オオガハスの開花は４日間

純粋なオオガハスを守るために

オオガハスは、国内外150
カ所以上で大切に育てられ
ています。おお～。なんと
誇らしいことか。

ハス王
おう
Ｇ
じ

　早朝4～5時ごろから花
びらがゆるみ始め、とっく
り型に開いた後、全開せず
に8時ごろには閉じ始めま
す。

　深夜1時ごろからゆるみ
だし、朝7～9時ごろに全開
し、11時ごろに完全に閉じ
ます。

　深夜1時ごろから開き始
め、9～10時ごろに全開と
なり、昼ごろに閉じ始めま
すが、全て閉じずに半開の
状態になります。

　8時ごろまでに全開とな
り、花びらが少しずつ散り
始め、午後3時過ぎには完
全に散ってしまいます。

オオガハスを撮影してみよう

　オオガハスは、7～9時ご
ろに全開となります。11時
ごろには完全に閉じるの
で、なるべく早い時間（6
～9時）の撮影がおススメ
です。

！

オオガハスのシャッ
ターチャンスは朝で
す。お見逃しなく！
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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

Ｔ夜ハス運営事務局 ☎388-0433 Ｆ309-2022

市内でオオガハスが見られるスポット

千葉公園ではオオガハスを楽しめるイベントが盛りだくさん

みどりの楽講 in 千葉公園
「大賀ハスを楽しむ講座」

　オオガハスの葉などを使って、いろいろな楽しみ方を学べる
講座です。
　日　　時　6月8日㈯10：00～12：00
　会　　場　千葉公園蓮華亭　　対　　象　小学生以上の方
　定　　員　先着20人　　
　料　　金　1,000円（ハスの実おこわ弁当付き）
　申込方法　電話で、カフェ・ハーモニーへ。
Ｔカフェ・ハーモニー ☎070-4325-3650（月曜日を除く）
　中央・稲毛公園緑地事務所 ☎251-5103 Ｆ254-5834

しらさぎ公園

東京大学旧緑地植物実験所 見浜園

富田さとにわ耕園
　花見川区役所のすぐ近くにある公園で
す。6月下旬～7月上旬の最盛期は約150株
が開花します。
Ｔ花見川公園緑地事務所
　☎286-8740 Ｆ286-8827

　オオガハスのほか、地元ボランティアが育てている世界
のさまざまなハスが見られます。（13日㈯は観蓮会）
　Ｊ7月13日㈯～15日㈷6：00～10：00
Ｔ花見川区地域振興課 ☎275-6203 Ｆ275-6799

　四季折々の自然美が満喫できる幕張海浜公園内の日本庭園・見浜園で、
オオガハスが見られます。
Ｔ幕張海浜公園 ☎296-0126 Ｆ296-0128
　入園料＝大人100円、小学～高校生50円　開園時間＝8：00～17：00

　4月のシバザクラ、10月のコスモスで知られる富田さ
とにわ耕園でオオガハスが見られます。
Ｔ富田さとにわ耕園 
　☎226-0022（月曜日（祝日の場合は翌日）を除く）　
　Ｆ226-0501

（花見川区畑町1051）

オオガハスの魅力を間近で感じてください

千葉公園だけ
じゃない！

大賀ハスまつり
大賀ハスガイド
　ハス池のオオガハスを見ながら、歴史や見どころなどを聞くことができます。
　日　時　６月15日㈯～23日㈰7：40～8：10・8：10～8：40

ワンコイン講座
　日　時　6月17日㈪～21日㈮10：00～11：30
　内　容　 コケ玉づくり、ハーバリウム、ハイドロカルチャー、
　　　　　果托クラフト
　定　員　先着20人（当日9：30から整理券を配布）
　料　金　500円

週末イベント
　日　程　6月15日㈯・16日㈰・22日㈯・23日㈰
　象鼻杯の体験　ｔ10：00から
　　Ｉ先着100人（当日9：30から整理券を配布)
　飲食物などの販売　ｔ8：00～15：00
　演奏会　ｔ9：00～14：00（15日㈯は9：30から）

Ｔ花びと会ちば事務局（緑政課内）☎245-5753 Ｆ245-5885

YohaS 夜ハス

　プロジェクションマッピングやアートパフォーマンスを楽しめる夜の
エンターテインメントです。

日　時
前夜祭Week＝6月1日㈯～7日㈮
17：00～21：00
本祭＝6月8日㈯16：30～21：00
会　場
千葉公園蓮華亭･綿打池
　イベントの内容など詳しくは、

ちはなちゃんとお散歩しよう

茎をストローにして飲み物を飲む象鼻杯

各イベントの内容など詳しくは、大賀ハスまつり2019　

夜ハス

必見！！

6/15㈯～23㈰
千葉公園蓮華亭・ハス池・多目的広場
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市・県民税第1期の納期限は7月1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

市・県民税の仕組み 納税通知書の発送

納税方法

所得証明書の交付開始日

課税管理課 担当Sさん

～市政を支える大切な財源～

市･県民税の仕組み

均等割と所得割
　個人の市・県民税は、均等割と所得割で構成されており、賦課期
日（1月1日）現在市内に住所のある方は、収入や所得控除の状況
に応じて、均等割と所得割が課税されます。

　また、賦課期日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷のあ
る方で、事務所などのある区内に住所のない方には、事務所など
のある区で均等割が課税されます。
均等割･所得割とも課税されない方
　次のいずれかに該当する方には、市･県民税は課税されません。
 • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
 •  障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が

125万円以下の方
 • 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の方

所得割が課税されない方
　前年の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の方には、
所得割は課税されません。

＊ 計算式中の21万円と32万円は、同一生計配偶者、控除対象扶
養親族および16歳未満の扶養親族がいる場合に加算します。

均等割　 一定以上の所得の方が、均等（年間で市民税
3,500円、県民税1,500円）に納めるものです。

所得割　 一定以上の所得の方が、所得額に応じて納める
ものです。

　今年度の市民税･県民税納税通知書を、6月10日㈪に発送しま
す。なお、災害や生活困窮などの事情により、市・県民税の納税が
困難な場合は、納期限の延長や減免を受けられる場合があります。
詳しくは、市税事務所市民税課個人市民税班へお問い合わせくだ
さい。

給与や公的年金収入がある方
◦ 会社員などの給与所得者

は、6月から翌年5月までの
12回に分けて給与からの
天引き（特別徴収）で納め
ます（均等割のみの方は1
回払い）。

◦ 公的年金の受給者で、一定
条件を満たす方は、6回に
分けて公的年金からの天引
きで納めます。

自営業の方など
　市税事務所から送付される市・県民税納付書または口座振替で、年
4回に分けて納めます（均等割のみの方は1回払い）。

　今年度分の所得証明書は、6月10日㈪から市税事務所市民税
課、区役所市民総合窓口課、市税出張所、市民センターおよびコ
ンビニエンスストアで発行します（給与からの天引きのみの方に
ついては、コンビニエンスストアを除いて5月10日から発行して
います）。詳しくは、市税事務所市民税課管理班へお問い合わせく
ださい。

今年度の主な税制改正
配偶者控除の見直し
　配偶者控除について、納税義務者（扶養者）に所得制限が設け
られ、合計所得金額が900万円（給与収入1,120万円）を超える
と控除額が逓減することとなりました。
配偶者特別控除の見直し
　配偶者特別控除について、控除
の適用を受けられる配偶者の合計
所得金額の上限が76万円から
123万円に引き上げられました。
また、配偶者控除と同様に、納税
義務者の合計所得金額が900万円
を超えると控除額が逓減すること
となりました。

市税の使いみちポータルサイトをご活用ください
　市では、税収に応じた予算で、社会保障や教育、都市基盤整備
などの行政サービスを行い、皆さんに還元しています。
　皆さんがどれだけの税金、公共料金などを負担し、どれだけの
公的サービスを受けているのか、一目でわかりますので、ぜひご
活用ください。 千葉市　市税の使いみち

Ｔ市税事務所市民税課
　　東部（中 央・若 葉・緑 区）個人市民税班 ☎233-8140　管理班 ☎233-8137 Ｆ233-8354 
　　西部（花見川・稲毛・美浜区）個人市民税班 ☎270-3140　管理班 ☎270-3137 Ｆ270-3227
　課税管理課 ☎245-5120 Ｆ245-5540

　市では、皆さんの生活に直接結びついた幅広い仕事を行っています。市税は、これらの経費
を賄う上で最も大きな割合を占める大切な財源です。
　市税に対する理解を深めるため、個人の市･県民税（住民税）の仕組みを紹介します。

よくある質問に担当者がお答えします

35万円×（同一生計配偶者＋控除対象扶養親族数
 ＋16歳未満の扶養親族数＋1）＋21万円

35万円×（同一生計配偶者＋控除対象扶養親族数
 ＋16歳未満の扶養親族数＋1）＋32万円

配偶者特別控除の適用
範囲が広がり、働きたい
方が、今までよりも就業
調整を意識しなくて済む
ようになります。

県内の全市町村で、天引
きを徹底するため、給与
所得者は原則、給与から
天引きされます。

公的年金等の場合は、
原則として公的年金等
から天引きされます。

2019年1月1日現在の住所がA市であるため、A市
に納めることになります。

退職時に一括して支払った市・県民税は、本来、
毎月の給与から天引きされるはずだった2018年
度分の残額です。2018年1月から退職時までの
給与所得などに対する市・県民税は翌年に課税さ
れますので、2019年度分の納税通知書が送られ
ます。

2018年度中に退職し、退職時に一括して市･
県民税を納めました。ところが、2019年度も
納税通知書が送られてくるそうです。どうし
てでしょうか。

2019年1月21日にA市から千葉市へ引っ越し
ました。2019年度の市･県民税はどちらの市
へ納めるのでしょうか。
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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

納付義務者
　国民健康保険料の納付義務者は世帯主
です。
　世帯主本人が国民健康保険の加入者で
はない場合も、世帯内に加入者がいると
きは、世帯主宛てに通知書を送付します。
支払方法と回数
　方　法　口座振替または納付書での支払い、年金からの天引き
　　　　　支払方法は、通知書に記載しています。
　回　数　�口座振替または納付書で支払いの方は、6月から翌年3�

月までの年10回払いで、毎月末日が支払期限（納期�
限）です。年金からの天引きの方は年6回（年金受給日）
です。

口座振替･納付書での支払い
　口座振替の方は、納期限の日に指定の口座から引き落とされます。
納付書の方は、通知書と併せて郵送する納付書でお支払いください。
支払場所は通知書の裏面をご確認ください。コンビニエンスストア
を利用する場合は、領収証書とレシートを必ず受け取り、大切に保
管してください。

便利な口座振替をご利用ください
　保険料の支払いは、原則として口座振替です。一度手続きすれ
ば翌年度以降も自動的に振替となりますので、ぜひご利用くださ
い。
　申込方法
　　◦ホームページの申込フォームから
　　◦通知書に同封の口座振替依頼書を郵送
　　◦区役所市民総合窓口課または市民センター
　　　で直接（キャッシュカードを持参してくだ
　　　さい）

　支払方法や保険料など詳しくは、 千葉市　国民健康保険　

納期限内の納付が難しい…そんなときは
　失業や営業不振など、何かの事情で保
険料を納期限内に納付することが困難に
なってしまったとき、滞納している保険
料を一括して納付することが困難になっ
てしまった場合は、必ず健康保険課まで連絡してください。
Ｔ健康保険課�☎245-5164�Ｆ245-5544

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�☎245-5144�Ｆ245-5544�

国民健康保険料の改定と計算方法
　国民健康保険は保険料と公費で賄われていますが、高齢化、医療の高
度化などにより1人当たりの医療費は増加しており、保険料を【下表】の
とおり改定しました。保険料は医療分、後期高齢者支援金分、介護分の
合計金額です（それぞれ上限あり＝賦課限度額）。

保険料軽減対象範囲の拡大と減額割合の変更
　前年中の所得が基準額以下の世帯は、その所得に応じて被保険者均等
割額、世帯別平等割額を減額しており、5割・2割の減額については対象
範囲を拡大します。

　減額の適用を受けるためには、19歳以上の世帯員全員が、所得の申告
（所得が無い方を含む）をしている必要があります。

区　分
国民健康保険料（年額）

医療分 後期高齢者
支援金分 介護分

対象となる被保険者 すべての方 40～64歳の方

所得割額
（被保険者ごと）

(所得-33万円)�
×6.82%
［6.60％］

(所得-33万円)
×2.44%
［2.17％］

(所得-33万円)
×1.99%
［2.12％］

被保険者均等割額
(1人あたり)

19,560円
［19,320円］

6,960円
［6,360円］

9,000円
［9,720円］

世帯別平等割額
(1世帯あたり)

25,320円
［25,200円］

8,880円
［8,160円］

6,840円
［7,080円］

賦 課 限 度 額 61万円
［58万円］ 19万円 16万円

［　］内は、改定前の保険料率・金額

世帯の総所得金額（基準額） 減額割合
33万円以下 7割

33万円＋28万円×被保険者数以下
［33万円＋27.5万円×被保険者数以下］ 5割

2割

200万円未満 0.8割
［1割］＊

［　］内は、変更前の金額・割合
＊減額割合を段階的に引き下げ、2022年度に廃止します。

被
保
険
者
数

1人 122万円未満
2人 173万円未満
3人 212万円未満
4人 244万円未満
5人以上 33万円＋51万円×被保険者数以下
［33万円＋50万円×被保険者数以下］

市営住宅の入居者募集　 消防音楽隊
ふれあいコンサート　市営住宅の一般世帯向け住宅、期限付き住宅の入居者を募集します。

期限付き住宅は学校などが近く、一般世帯向け住宅より広いなど、子
育てがしやすい住宅で、入居日から10年間住むことができます。
　入居予定日　10月1日㈫以降　　抽 選 日　7月31日㈬
　申 込 書　6月25日㈫から、市住宅供給公社（中央コミュニティセ
　　�ンター1階）、区役所地域振興課、保健福祉センター、県住まい情
報プラザ（中央区栄町1-16）で配布。

　申 込方法　7月10日㈬消印有効。申込書に必要書類を添えて、〒
260-0026中央区千葉港2-1千葉市住宅供給公社へ郵送。重複申
込無効。

　申込資格や必要書類など詳しくは、申込書またはホームページをご
覧ください。 千葉市　市営住宅　

Ｔ市住宅供給公社�☎245-7513�Ｆ245-7517

　ルパン三世やスーパーマリオブラザーズのテーマ曲など、大人はも
ちろん、子どもも楽しめる曲を演奏す
る吹奏楽コンサートです。音楽を通し
て、防火・防災を呼びかけます。
　日　　時　�6月26日㈬
　　　　　　11：00～12：00
　会　　場　�生涯学習センター
　定　　員　�先着300人
　申込方法　��Eメールで、件名に「消防音楽隊ふれあいコンサート」、

本文に必要事項を明記して、市役所コールセンター
Ｅevent@callcenter-chibacity.jpへ。電話、FAXも可。

Ｔ市役所コールセンター�☎245-4894�Ｆ248-4894

6月中旬に保険料通知書を郵送

国民健康保険料
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ケーブルテレビ広報番組 J：COM千葉「ちば情報Clip」は第1･3水～土曜日9：00～、20：00～放送

ちば市政だより

6月中旬に決定通知書を郵送

65歳以上の方の介護保険料
　65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の状況、前年中の所得などにより決定します。6月中旬に決定
通知書を郵送しますので、ご確認ください。なお、消費税率の引き上げに伴い、第1段階から第3段階までの
保険料を軽減しています。
支払方法と回数
　年金が年額18万円（月額1万5千円）以上の方
　　方法＝年金からの天引き
　　回数＝年6回
　年金が年額18万円（月額1万5千円）未満の方
　　方法＝口座振替または納付書で支払い
　　回数＝年10回
口座振替･納付書での支払い
　口座振替の方は、納期限の日（原則6月～来年3
月の末日）に銀行などの口座から引き落とされま
す。納付書の方は、決定通知書と併せて郵送する
納付書でお支払いください。
保険料の減免制度
　次のいずれかに該当する方は、申請により介護
保険料が減免されます。申請書類など詳しくは、
お住まいの区の高齢障害支援課介護保険室へご相
談ください。
•保険料段階が第2･第3段階で低所得の方
• �災害その他特別な事情により、収入等が著しく
減少した方
• �東日本大震災により被災した方で、帰還困難区
域など特定の区域から避難している方
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

介護保険料の決定方法と保険料額
　65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の状況、前年中の所得などにより、13段階に
区分し決定します。

40歳以上の方へ

毎年の健診で生活習慣病を予防しましょう
健診とは
　健診（特定健康診査･健康診査）とは、生活習慣病を予防
するため、40歳以上の方を対象に、加入している医療保険
（保険証の発行元）が行います。
　主に、内臓脂肪の蓄積に着目し、結果をもとに保健指導
を行うことで、要因となっている生活習慣の改善を目指し
ています。
　どの医療保険に加入していても、40歳以上であれば受け
られます。受け方や実施時期などは、保険証の発行元に確
認しましょう。
市が行っている健診
　市では、市内在住の千葉市国民健康保険と千葉県後期高齢者医療制度
に加入している方を対象に、健診を実施しています。
　対象となる方には、5月末までにお手元に届くように受診券を発送し
ていますので、受診券が届いていない方や紛失した方などは、健康保険
課にお問い合わせください。
　有効期限は来年の2月29日㈯までです。医療機関の予約が取りやす
い、秋口までの受診がおすすめです。
　受診方法　協力医療機関に直接予約の上、受診。
　持 ち 物　受診券、保険証
　料　　金　�500円（後期高齢者の方は無料）
　協力医療機関など詳しくは、受診券に同封の案内をご覧いただくか、
ホームページでご確認ください。 千葉市　健康診査　

Ｔ健康保険課�☎245-5146�Ｆ245-5544

健診結果を活かしましょう
　千葉市国民健康保険の医療費全体の1/3を生活習慣病が占めてい
ます。健診結果から日々の生活習慣を見直すことで、発病や重症化
を予防することができます。
特定保健指導を受けましょうと言われたら
　生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による予防効果
が期待できます。専門スタッフによるサポートを受けましょう。
再検査、治療が必要と言われたら
　自覚症状がなくても、必ず受診しましょう。生活習慣病は、自覚
症状なく進行します。自覚症状が出る頃には、重症になっている病
気もあります。

保険料段階 対象となる方 年額保険料

第1段階

老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税の方、生活保護被保護者、
中国残留邦人等支援給付を受給している方など

23,850円�

本人が�
市民税非課税

世帯員全員
が市民税非
課税の方

本人の課税年金収入額とそのほかの合計所得金額
の合計額が80万円以下の方など

第2段階
本人の課税年金収入額とそのほかの合計所得金額
の合計額が80万円を超えて120万円以下の方な
ど

33,390円�

第3段階 上記以外の方、転入等により世帯の課税状況等が
把握できない方など 46,110円�

第4段階 同じ世帯に
市民税課税
者がいる方

本人の課税年金収入額とそのほかの合計所得金額
の合計額が80万円以下の方など 57,240円�

第5段階 上記以外の方など 63,600円�

第6段階

本人が�
市民税課税

本人の合計所得金額が80万円未満の方など 66,780円�

第7段階 本人の合計所得金額が80万円以上125万円未満の方など 69,960円�

第8段階 本人の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方など 79,500円�

第9段階 本人の合計所得金額が190万円以上300万円未満の方など 95,400円�

第10段階 本人の合計所得金額が300万円以上500万円未満の方など 111,300円�

第11段階 本人の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方など 127,200円�

第12段階 本人の合計所得金額が700万円以上900万円未満の方など 143,100円�

第13段階 本人の合計所得金額が900万円以上の方 152,640円�

区分 特定健康診査 健康診査

対象者 40～74歳の各医療保険被保険者
後期高齢者医療制度被保険者
（75歳以上の方、一定の障害がある
と認定された65歳以上の方）

内容

問診、身体測定（身長・体重・腹囲
・BMI）、理学的検査、血圧測定、
尿検査、血液検査（脂質、血糖、
肝機能、腎機能、尿酸）

問診、身体測定（身長・体重・BMI）、
理学的検査、血圧測定、尿検査、血
液検査（脂質、血糖、肝機能、腎機
能、アルブミン）

＊医師が必要と認めた場合、貧血検査　心電図検査　眼底検査
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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

がん検診
　がんという病名はよく耳にしても、自分はかからないから大丈夫と思っ
ていませんか。日本では、約2人に1人が、がんにかかるといわれ、3人に
1人が、がんで亡くなっています。
　市でも、がんは死因の第1位となっており、年間約2,500人が、がんで
亡くなっています。
　がんは知らないうちに発生し、一定の大きさにならないと自覚症状が現
れません。早期に発見し、治療できれば、がんによる死亡のリスクは低下
し、治療にかかる時間や身体的負担、経済的負担は一般的に少なくて済み
ます。自分はもちろん家族のためにも、がん検診を受けましょう。
市で行っているがん検診
　市のがん検診では検査にかか
る費用の一部を市が負担してい
るため、実際にかかる費用より
も安く受けることができます。
市のがん検診を受けるには「が
ん検診等受診券シール」が必要
です。
　がん検診を受診して精密検査
が必要と判定された方は、必ず
医療機関を受診しましょう。
　また、明らかな自覚症状のあ
る方も、それぞれの身体状態に
応じた適切な検査や治療が必要
になりますので、必ず受診しま
しょう。

検診名 対象
（2020年3月31日時点の年齢）

主な検診項目
（すべての検診に問診を含む）

料金*1

個別検診 集団検診
肺がん検診 40歳以上 胸部エックス線検査 600円 300円
大腸がん検診 40歳以上 便潜血検査 600円 300円

胃がん検診 40歳以上（前年度、内視鏡検査
未受診の方）

胃部エックス線検査 2,200円 1,100円
胃内視鏡検査（50歳以上で偶数
歳の方のみ選択可） 3,000円

乳がん検診*2
30歳代の女性 超音波検査 1,200円 600円
40歳代の女性 マンモグラフィ2方向 1,500円 750円
50歳以上の女性 マンモグラフィ1方向 1,200円 600円

子宮がん検診*2 20歳以上の女性 子宮頸部細胞診 1,200円 600円
前立腺がん検診 50歳以上5歳ごとの男性 血液検査 1,200円
胃がんリスク検査 20～39歳（1人1回） 血液検査 500円
＊1　70歳（肺がん検診は65歳）以上は無料。市民税非課税世帯などの方は、費用免除制度があります。
＊2　2年に1度（前年度、市の検診を受診していない方）、受診できます。

口腔がん検診
　舌や歯肉など口の中のさまざまな場所にもがんはでき、近年その
数は増加傾向にあります。口腔がんの早期発見・早期治療を図るた
め、検診を実施しています。
　対　　象　�市内在住で40歳以上の方
　検診期間　6月10日㈪～来年1月24日㈮
　定　　員　�先着2,000人
　実地場所　協力歯科医療機関
　料　　金　�500円
　申�込方法　�来年1月20日㈪必着。はがき（1人1通）に必要事項を

明記して、〒261-0001美浜区幸町1-3-9千葉市歯科
医師会「口腔がん検診申込」係へ。ホームページから
も可。

　協力歯科医療機関など詳しくは、 千葉市　歯科医師会　

Ｔ市歯科医師会�☎242-2982�Ｆ248-2970�

歯周病検診
　歯周病は、口の中だけでなく、動脈硬化
や糖尿病などの全身の疾患と密接な関係
があります。歯周病を予防するため、原因
となる歯垢の付き方、歯周組織の状態を診
てもらいましょう。
　対象の方に、受診券シールをがん検診の
検診書類と一緒に郵送しました。この機会
に、ぜひご利用ください。
　対　　象　�来年3月31日時点で40･45･50･55･60･65･70歳の方
　検診期間　来年2月29日㈯まで
　料　　金　�500円（70歳の方は無料。市民税非課税世帯などの方

は、費用免除制度があります）
　受診方法　�受診券シールを持参の上、協力歯科医療機関で受診
Ｔ健康支援課�☎238-9930�Ｆ238-9946

検診期間　来年2月29日㈯まで
受�診方法　検診ごとに個別検診または集団検診のどちら
かを選択し、受診してください。検診の際は、検診名
が印字された受診券シールが必要です。

　個�別検診　協力医療機関で受診する方法です。医療機
関に予約をして、受診してください。

　集�団検診　検診車で受診する方法です。保健福祉セン
ター、公民館などを会場に実施します。検診ごとに
日程、受診方法が異なるので、集団検診日程表で確
認の上、受診してください（乳がん、子宮がん検診
は、平日の夜間や土曜日に実施する日程のほか、子
どもの見守りサービスを実施する日程もあります）。

検診書類を5月中旬に郵送しました
　次の方に検診書類（受診券シール、がん検診等のご案
内（冊子）、集団検診日程表）を5月中旬に郵送しました。
◦2014年4月以降に、市のがん検診を申し込みまたは受
診したことがある方
◦20、25、30、35、40、45、50、55、60歳の方
◦65歳以上の方
　【上記】に該当しない方で検診を希望する場合は、健
康支援課へお申し込みください。後日、検診書類を郵送
します。
　検�診書類の申込方法　はがきに必要事項のほか、「がん検診書類申し込み」
と明記して、〒261-8755千葉市役所健康支援課へ。電話、FAX、電子
申請も可。 千葉市　がん検診　

定期的に検診を受けていたから、
ここで発見できたんだね。

がんを早期に発見できる期間はわずかです！
定期的にがん検診を受けていない
と、自覚症状が出た時にはがんが
進行している可能性もあります。およそ10年

わずか1・2年

1㎝ 2㎝ 進行した
がん

定期的にがん検診

がん細胞がん細胞

＊がんの種類などによって進行の度合いは異なります。

異常なし 早期発見

大きさが１㎝未満のがんは
検診での発見は難しい

１㎝の大きさになるまで 早期発見
できる期間

から、

がん

歯周病は、自覚症状なく
進行します。40歳代の約
48パーセントが歯周病
と言われています。

編集担当W

早期発見・早期治療を心掛けよう

検診を受けましょう！

Ｔ市役所コールセンター�☎245-4894　健康支援課�☎238-9930�Ｆ238-9946
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来年4月1日から受動喫煙対策が義務に！

飲食店の禁煙化を補助します
感染症を防ぐため蚊にご注意を！

　飲食店の屋内禁煙化に合わせて壁紙交換などの内装改修を行う場
合、工事費などの一部を補助します。
　対 象 者　既存の小規模な飲食店（今年1月9日以前から営業してい

る、資本金5千万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の飲
食店）

　対�象経費　喫煙室間仕切壁の撤去、内装仕上げの改修、撤去･改修と
合わせて行う家具備品（カーテン、エアコンなど）の交換など

　補 助 額　対象経費の9/10（上限10万円）
　件　　数　500件程度
　申�請方法　8月30日㈮必着。申請書（市ホームページから印刷も可）

と必要書類を〒260-0026中央区千葉港2-1千葉市役所健康企画
課へ。

　着工前に申請し、来年3月15日までに工事を完了させる必要があり
ます。要件や必要書類など詳しくは、 千葉市　禁煙化補助　

Ｔ健康企画課 ☎245-5201 Ｆ245-5554

　蚊は、ジカ熱やデング熱、日本脳炎などの感染症を媒介する場合が
あります。感染症を防ぐためには、蚊の数を減らすこと、蚊に刺され
ないことが重要となります。
　特に、蚊の幼虫（ボウフラ）対策は、今の時期から始めましょう。
蚊を発生させないために　
　蚊の幼虫が生息できる水たまりをなくしましょう。
◦雨どいや側溝は、定期的に清掃しましょう。
◦植木鉢の受け皿や空き容器、ビニールシート、古タイヤなどに水を

ためないようにしましょう。
◦くみ置きの水は、週に1回取り換えましょう。
蚊に刺されないために
　蚊の多い場所（やぶ、草むらなど）に行く時には、長袖シャツ・長ズ
ボンを着用するなど、肌の露出を避けましょう。また、必要に応じて、
虫よけ剤や蚊取り線香などを使用しましょう。
Ｔ環境衛生課（蚊の対策関係） ☎238-9940 Ｆ238-9945
　感染症対策課（感染症関係） ☎238-9974 Ｆ238-9932

　食べることは、私たちが生きていくためにとても大切なことです。この機会に、食べることについて
考えてみませんか。詳しくは、 千葉市　食育　

食育講演会「つながる食育～乳幼児期から学童期の効果的な食育の実
践方法～」
　Ｊ7月2日㈫14：50～16：20
　Ｂ総合保健医療センター　Ｉ先着20人
　Ｍ6月3日㈪～20日㈭までに電話で、健康支援課へ。

第3次千葉市食育推進計画を策定しました
　市民や行政、関係団体などが連携して取り組む、食育を推進するた
めの行動計画です。詳しくは、ホームページをご覧ください。
Ｔ健康支援課 ☎238-9926 Ｆ238-9946

食育月間パネル展
　食と健康に関する情報などをパネルで紹介します。
　Ｊ�6月25日㈫～7月1日㈪9：00～21：00（6月25日は12：00か

ら、7月1日は11：00まで）
　Ｂ生涯学習センター
　Ｎ バランスの良い食事やレシピ、保育所（園）や小学校などでの

食育活動など

食育のつどい2019
　食について、クイズなどを通して楽
しく学べるイベントを開催します。
　Ｊ6月22日㈯10：00～16：00
　Ｂ ラパーク千城台（若葉区千城台北

3-21-1）
　Ｎ�食に関する展示ブースやクイズ、

レシピ紹介など

食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座
　Ｊ�9月20日、10月11日、11月8日、12月13日、来年1月17日、2月

14日の金曜日10：00～15：00　全6回

ヘルスメイトによる
料理教室

　 Ｂ中央保健福祉センター 
Ｈ市内在住のおおむね60歳未満の方

　Ｉ30人程度（面談により選考）
　Ｋ1,000円程度
　Ｍ 7月31日㈬までに電話で、お住まいの

区の保健福祉センター健康課へ。
Ｔ保健福祉センター健康課
　　中　央 ☎221-2582 Ｆ221-2590　花見川 ☎275-6296 Ｆ275-6298
　　稲　毛 ☎284-6494 Ｆ284-6496　若　葉 ☎233-8714 Ｆ233-8198
　　　緑　 ☎292-2630 Ｆ292-1804　美　浜 ☎270-2221 Ｆ270-2065

6月は食育月間

おいしいね、たのしいね、たべるってだいじだね
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ラジオ広報番組 bayfm「ベイ･モーニング･グローリー」は、毎週日曜日8：00～8：55放送。千葉市の今をさわやかな音楽とともにお届け♪

ちば市政だより

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

6/1㈯～9/30㈪は食品衛生夏期対策期間

食中毒を予防しましょう
　食中毒予防の3原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、やっ
つける」です。家庭でも次の点に十分注意しましょう。　
　食品の購入　 肉･魚･野菜などの生鮮食品は新鮮な物を購入しま

しょう。
　家庭での保存　 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷

蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
　下　準　備　 調理器具は使用前に塩素系漂白剤につけるか、熱湯

消毒しましょう。生の肉や魚などの汁が、サラダな
ど生で食べる食品や調理済の食品にかからないよう
にしましょう。

　調　　　　理　 食品を取り扱うときには手を洗いましょう。加熱し
て調理する食品は、十分に加熱（目安は、食品の中
心部の温度が85℃～90℃で90秒以上）しましょ
う。特にレバーなどの内臓や生の肉は、新鮮なもの
でもＯ157などの食中毒菌が付着している可能性
があります。表面だけでなく中心部まで十分加熱し
て食べましょう。

　食　　　　事　食事の前には必ず手を洗いましょう。
　残った食品　 放置せず、清潔な器具、容器に入れ、冷蔵庫などで

保存し、早めに食べましょう。温め直す時も食品全
体を十分に加熱しましょう。

Ｔ食品安全課 ☎238-9935 Ｆ238-9936　

Ｔ動物保護指導センター 
　☎258-7817 Ｆ258-7818

飼い主力大丈夫？
あなたの

この機会に動物を理解し、正しい飼い方としつけについて考えましょう。

❶動物が生涯を全うするまで責任を持って飼ってね

❷排泄物は責任を持って片付けてね

❸繁殖を望まない場合、避妊去勢手術してね

❹迷子札やマイクロチップなど身元がわかるものをつけ、いなくなったときは、責任を持って探してね。
　動物保護指導センターや最寄りの警察署で保護していることもありますので、すぐにお問い合わせください。
❺危険な動物（特定動物）を飼うときは事前に許可を取ってね。

❻動物を遺棄することは禁止! やむを得ず飼えなくなった場合は、新しい飼い主を見つけてね。
　どうしても飼えなくなる場合は、事前に動物保護指導センターにご相談ください。

飼い主力向上のための 6つのポイント

　猫は室内で飼いましょう。屋外
で飼うと、他人の敷地での排泄や
ごみを荒らすなど、近隣に迷惑を
かけることがあります。屋内なら、
交通事故や、ほかの猫との接触に
よる病気の感染などを避けること
ができます。

を飼うときは
ここに注意

猫
　�放し飼いは条例で禁止されています。犬が逃げて人をかみ、け
がを負わせるなどの事故につながり非常に危険です。
　�散歩中は、リードで確実に犬を制御してください。
　ふんを持ち帰る道具を持って散歩してください。
　�犬が人をかんでしまったら、届け出が必要です。動物保護指導
センターにご連絡ください。
　�犬は必ず登録し、毎年度1回、狂犬病予防注射を受けさせてく
ださい。鑑札・予防注射済票を首輪などに必ず装着してください。

犬 を飼うときはここに注意

りょく

　ペットと一緒に避難所へ避
難(同行避難)する時に備え、
避難先で周囲へ迷惑をかけな
いよう、日頃からしつけなど
の準備をしておきましょう。

災害が発生した
ときのために

６月は動物の正しい飼い方推進月間
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　私立幼稚園の入園料･保育料を助成しています。
今年度は制度切り替えに伴い、4月から9月までと
10月以降の入園料･保育料について、それぞれ手続
きを行う必要があります。
　対　　象　�市内在住で、私立幼稚園に通園している3～5歳児

（2013年（平成25年）4月2日～2016年（平成28年）
4月1日生まれ）の保護者

　　　　　　�現在通園していなくても、今年の4月2日以降に3歳に達
し、入園する場合は助成を受けることができます。

　申請書類　通園している幼稚園を通じて6月下旬以降に配布
　申請方法　�幼稚園を通じて申請。詳しくは、幼稚園または幼保支援

課へお問い合わせください。なお、市外の幼稚園に通園し
ている場合は、お早めに幼稚園にお問い合わせください。

詳しくは、 千葉市　幼稚園補助　 またはお問い合わせください。
Ｔ各幼稚園または幼保支援課�☎245-5100�Ｆ245-5629

　これから父親･母親になるための準備として、2
人で協力して子育てをする意義や産後の役割に
ついて、ワークショップなどを通じて学びます。
特に父親が主体的に育児に取り組むことができ
るよう、他の参加者と、親になる喜びや不安など
を話し合いながら、必要な知識を学ぶ参加型のプ
ログラムです（沐浴などの実技指導は行いません）。
　日　　時　7月7日、8月18日、9月1日の日曜日9：30～12：00
　会　　場　中央コミュニティセンター
　対　　象　これから父親･母親になる夫婦など
　定　　員　各日先着18組
　申込方法　�6月3日㈪9：00から電話で、幼保支援課へ。Ｅshien.

CFC@city.chiba.lg.jpも可（必要事項のほか、2人の名
前、出産予定日を明記）。

Ｔ幼保支援課�☎245-5105�Ｆ245-5629�

私立幼稚園の入園料・保育料を助成プレパパママ講座

～未来を担う子どものために～

学校の働き方改革
　市では、学校における働き方改革に取り組んでいます。教員が子どもと向き合う時間を確保し、よ
り良い教育が実現できるように働き方を変えていきます。
Ｔ教育職員課�☎245-5940�Ｆ245-5987

どうして働き方改革が必要なの？
　学校が抱える問題が複雑化、多様化する中、
教員の長時間労働が問題になっています。市の
教員の半数以上が国の上限を超える残業をし
ています。教員の慢性的な疲労や授業準備時間の不足が教育の質
の低下につながることになりかねません。

どんな方法で改革するの？
　教員が本来業務に専念できる環境を整えるため、教員の業務の
明確化、専用システムの改修、夜間の電話対応の自動化などを行
います。
　さらに、市民ボランティアの協力を得ることにより、授業準備
や、子どもに向き合う時間を確保します。

学校の働き方改革について詳しくは、 千葉市　働き方改革プラン　

教員の働き方を変える
ことにより、入念な授
業準備で子どもの学力
を向上させられるほ
か、必要に応じた家庭
訪問などの時間に充て
られます。

運動会運営補助
運動会中の見回り活動と終了
後の機材片づけなどを行う

市民ボランティアの協力で変わります！
　学校における働き方改革を進めるには、地域の皆さんの理解と協力が欠かせません。子どもたちの未来の
ために、皆さんができる活動でご協力をお願いします。ぜひ、学校に相談してみてください。

登校指導
登下校時の交通安全指導を
行う

プール掃除
プール開きに向けた清掃活
動を行う

時間が有効に使われます!
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フクダ電子スクエアなど蘇我スポーツ公園内スポーツ施設の抽選受付は、利用希望日の前々月15日～末日です。詳しくは、 千葉市スポーツ施設　

ちば市政だより

8月から費用助成を開始

学校外教育バウチャー事業
　ひとり親家庭の約2人に1人が経済的に
困窮しており、学習塾や習い事に通いたく
ても通えない子どもが大勢います。
　そのような子どもに対し、学校外で学
び、体験する機会を増やすことを目的に、
民間の学習塾や習い事などに通うための
利用券（バウチャー）を支給します。
　対　　　象　�ひとり親家庭（母子・父子家庭）で、生活保護受給世帯

の小学5・6年生
　定　　　員　�各学年45人
　支 給 限 度　月額1万円相当
　申 込 方 法　�7月5日㈮消印有効。申込書（こども家庭支援課で配

布。ホームページから印刷も可）を、〒260-8722千
葉市役所こども家庭支援課へ郵送。

児童手当継続には現況届が必要です
　中学生以下の子どもを養育している方に児童手当を支給していま
す。児童手当受給中の方に現況届を発送しましたので、6月28日㈮ま
でに、保健福祉センターこども家庭課へ郵送などで提出してください。
　現況届の提出がない場合、6月分以降の手当は支給されません。

今が旬！ブルーベリー摘み
　今年もブルーベリーのシーズンがやってき
ました。市内の農園では、いろいろな品種のブ
ルーベリーが栽培されているので、食べ比べも
楽しめます。農園ならではの摘みたての完熟ブ
ルーベリーを味わってみませんか。
　料金や品種など詳しくは、各農園までお問い
合わせください。

＊天候により収穫時期がずれる場合や、採れない場合があります。
Ｔ市園芸協会�☎228-7111�Ｆ228-5779　月曜日休業

千葉市芸術文化新人賞の候補者募集
　将来の活躍が期待される芸術家を表彰する、千葉市芸術文化新人賞
の候補者を募集します。自薦・他薦は問いません。才能あふれる芸術家
を推薦してください。
　対　　象　�次の全てを満たす個人または団体
　　　　　　◦芸術文化の分野（音楽、演劇、舞踊、美術、文学など）
　　　　　　　で活発に活動を展開している
　　　　　　◦おおむね5年以上にわたる活動歴がある
　　　　　　◦�市内出身・在住・活動拠点を置くなど、千葉市にゆかり

がある
　推薦方法　�8月31日㈯消印有効。推薦用紙（文化振興課、区役所地

域振興課などで配布。ホームページから印刷も可）を、
〒260-8722千葉市役所文化振興課へ郵送。

　受賞区分　新人賞（副賞30万円）と奨励賞の2部門
　選考委員会で選考し、結果は全員に12月末ごろ郵送します。
　詳しくは、 千葉市芸術文化新人賞　

Ｔ文化振興課�☎245-5961�Ｆ245-5592

農園名 期間 問い合わせ

タンジョウ農場 6月上旬～8月上旬 花見川区大日町1399-2
☎090-9340-5631

ドラゴンファーム 6月上旬～8月下旬
（予約制）

若葉区小倉町1458-3
☎235-3788

猪野ナーセリー 6月中旬～8月下旬 若葉区富田町542
☎080-2263-8666

B.ベリーファーム
泉の丘 6月中旬～8月下旬 若葉区上泉町648付近

☎090-8454-9579

ほかり果樹園 6月中旬～8月下旬 緑区平川町2139
☎080-6730-2300

浅野フルーツ園 6月中旬～9月上旬 若葉区中野町12
☎228-1840支

給
額

対象 支給額（月額） 特例支給
3歳未満 1万5千円 児童を養育している方の

2018年中の所得が所得制
限限度額【下表】以上の場
合、一律5千円

3歳～
小学生

1万円（第3子以降
1万5千円）

中学生 1万円

所
得
制
限

限
度
額

扶養親族等の数 所得制限限度額 給与収入の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960.0万円

＊所得制限限度額は扶養親族などが1人増えるごとに38万円ずつ増加

子ども医療費助成受給券の更新手続き
　現在お持ちの子ども医療費助成受給券の有効期限は、7月31日㈬
です。
　所得金額などに関する市の調査に同意していない方など、更新手
続きが必要な方に更新書類を発送しました。
　書類が届いた方は6月28日㈮までに、申請書を保健福祉センター
こども家庭課へ郵送などで提出してください。
　なお、更新手続きが必要ない方には、8月1日㈭から有効な受給券
を7月下旬に発送します。

Ｔ保健福祉センターこども家庭課
　　中　央�☎221-2149�Ｆ221-2606　花見川�☎275-6421�Ｆ275-6318
　　稲　毛�☎284-6137�Ｆ284-6182　若　葉�☎233-8150�Ｆ233-8178
　　　緑　�☎292-8137�Ｆ292-8284　美　浜�☎270-3150�Ｆ270-3291

　詳しくは、 千葉市　学校外教育バウチャー　

Ｔこども家庭支援課�☎245-5179�Ｆ245-5631

ひとり親家庭の子どもを支援しませんか
　この制度はふるさと応援寄附金制度で寄せられた寄附金を活用し
ています。
　支援を行うには、寄附金の使いみちで「ひとり親家庭の子どもの
ための教育支援（社会福祉基金）」を選んでください。
　ご協力をお願いします。
教育サービスの提供者を募集します
　事業の提携先として、学習塾や習い事などを運営する教育サービ
ス事業者を募集しています。

アジア最高位の大会を市内で開催

アジアフェンシング選手権大会2019
　アジア・オセアニア地域から
約30の国と地域の選手が参加
するアジアフェンシング選手権
大会2019を開催します。
　フェンシングは、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。
　この機会に、観戦してみませんか。
　日　　程　6月13日㈭～18日㈫� 会　　場　千葉ポートアリーナ
　詳しくは、 アジアフェンシング　2019　

Ｔアジアフェンシング選手権大会実行委員会
　☎03-3481-2378�Ｆ03-3481-2379

Augusto Bizzi
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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

日本美術コレクション展
～夢のCHITABASHI美術館!?
　良質な古美術をコレクションして
いることで知られる千葉市美術館と
板橋区立美術館のコラボレーション
企画です。もしも2館が合体した
「CHITABASHI（ちたばし）美術館」
があったとしたら、というコンセプト
で開催する、約120点の夢の競演を
お楽しみください。
　会　期　6月1日㈯〜23日㈰
　会　場　市美術館8・7階展示室
　観覧料　一般200円
　　　　　大学生150円

関連イベント
わくわく親子デー
�　ベビーカー、小さなお子さん連れの観覧や、作品をめぐる楽しい
おしゃべりを歓迎します。親子参加型イベントもあります。
　Ｊ6月15日㈯10：00〜15：00　Ｂ8・7階展示室
�市民美術講座「ようこそCHITABASHI美術館へ！～本展のみどころ」
　Ｊ6月16日㈰14：00から　Ｂ11階講堂
　Ｉ当日先着150人

Ｔ市美術館�☎221-2311�Ｆ221-2316
　開館時間=10：00〜18：00（金･土曜日は20：00まで）

柴
田
是
真「
猫
鼠
を
覗
う
図
」（
部
分
）

明
治
時
代
　
板
橋
区
立
美
術
館
蔵

幕張ビーチ花火フェスタ2019
入場券を販売中
　幕張ビーチ花火フェスタを間近で観覧できる有料観覧席の入場券を
販売しています。お早目にご購入ください。
　日　　時　8月3日㈯19：30〜20：30
　会　　場　幕張海浜公園　　販売期間　8月2日㈮まで
　販�売場所　千葉モノレール各駅窓口（千葉みなと、千葉、都賀、千
城台）、各種プレイガイドなど

市民優待席へ招待します !
　募集人数　8,000人
　申�込方法　6月20日㈭までに、ホームページ（https:�
//forms.gle/qbrxeHJmSzy1uLwP7）から。はが
きも可（氏名、住所、希望人数（5人まで）を明記
して、〒260-0022中央区神明町13-4幕張ビーチ花
火フェスタ市民優待係へ）。

　当選発表　当選者には、7月20日㈯までに、はがきでお知らせします。

　有料観覧席と市民優待席いずれも、1席につき就学前児1人同伴でき
ます。
ＴNTTハローダイヤル�☎050-5542-8600
　千葉市民花火大会実行委員会（観光協会内）
　☎242-0007�Ｆ301-0280

8/17㈯前夜祭･18㈰本祭り　中央公園などで開催

千葉の親子三代夏祭り参加者募集
　千葉の親子三代夏祭りのイベントの参加者を募集します。
　一緒に盛り上げましょう !
　内　　容　①ダンスパーク
　　　　　　②ストリートステージ
　　　　　　（ダンス･演奏など）
　　　　　　③よさこい鳴子踊り
　　　　　　④出店（飲食･物販など）
　　　　　　⑤パレード･武者行列
　　　　　　⑥千葉おどり（おどり･太鼓）
　　　　　　＊①8月17日㈯、②〜⑥18日㈰に開催。
　申込期限　6月14日㈮まで
　条件･申込方法など詳しくは、応募用紙（市民自治推進課、区役所地
域振興課で配布。ホームページから印刷も可）をご覧ください。

100円募金にご協力を
　千葉市を美しくする会では、千葉の親子三代夏祭りなどの活動を、
募金などにより行っています。ぜひ、ご協力をお願いします。
Ｔ千葉市を美しくする会（市民自治推進課内）
　☎245-5138�Ｆ245-5665　 千葉市を美しくする会　

　千葉の親子三代夏祭り実行委員会（①〜④に関すること）
　☎201-5515�Ｆ201-5510

千葉氏ダンボール甲冑づくり教室の参加者募集
　千葉氏の学習とダンボール甲冑作りを行います。
　日　　時　Ⓐ7月20日㈯、Ⓑ27日㈯
　　　　　　9：30〜12：00
　会　　場　Ⓐ穴川コミュニティセンター
　　　　　　Ⓑ鎌取コミュニティセンター
　対　　象　市内在住･在学の小学3〜6年生と保護者
　定　　員　Ⓐ15組30人　Ⓑ10組20人
　申込方法など詳しくは、応募用紙（市民自治推進課、区役所地域
振興課で配布。ホームページから印刷も可）をご覧ください。

キッズ入門スポーツ教室

　対　　象　市内在住･在学の小学生
　申�込方法　6月15日㈯必着。往復はがき（1人1教室1通）に必要事
項を明記して、〒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市スポーツ協会�☎238-2380�Ｆ203-8936

区 会場名 教室名 日時 回数 定員 料金

中
央

青葉の森
スポーツプラザ ソフトテニス

7/29㈪〜8/1㈭�
9：30〜11：00 4 30人 900円

千葉公園
スポーツ施設

バドミントン① 7/22㈪〜25㈭�10：00〜11：30 4 30人 800円

バドミントン② 8/19㈪〜22㈭�10：00〜11：30 4 30人 800円

卓球 7/22㈪〜25㈭�
10：00〜11：30 4 30人 800円

バレーボール 8/19㈪〜23㈮�
10：00〜11：30 5 30人 600円

中央コミュニ
ティセンター

合気道＆護身術 7/23㈫〜26㈮�10：00〜11：30 4 30人 700円

リズムダンス 8/6㈫〜9㈮�
9：15〜10：45 4 20人 500円

美
浜
アクアリンク
ちば アイススケート 8/19㈪〜21㈬�9：30〜10：30 3 50人

1,000円
(別途貸
靴代1回
300円)

浜
川
見
検
至

浜
川
見
検
至

野
志
習
新
至

野
志
習
新
至

市
野
志
習
至

市
野
志
習
至

自由観覧席自由観覧席

自由
観覧席
自由
観覧席

スタジアム席立入禁止区域立入禁止区域

立入禁止区域立入禁止区域
幕張海浜公園幕張海浜公園

域
区
止
禁
入
立

域
区
止
禁
入
立

海浜幕張駅海浜幕張駅

市民優待席

辺
磯
至

辺
磯
至

＊ 幕張海浜公園内に設置していた自由観覧
席は、幕張メッセ駐車場内に変更します。

ビーチ席A
ビーチ席Ｃ
スタジアム席
テラス席
シーサイド席

有料観覧席
4,000円
3,000円
2,500円
2,500円
1,500円

幕張メッセ駐車場付近の海沿いに、テラ
ス席（有料）と自由観覧席を増設しました。

自由
観覧席

テラス席
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テレビ広報番組 チバテレ「ザ・サンデー千葉市」。今月の放送は、2日㈰9：00～9：15「にぎわいの生まれる街!! 西千葉」

ちば市政だより

環境にやさしい取り組みを実践しよう !  

夏のライフスタイル実践～レッツCOOL CHOICE～
　COOL CHOICE（クールチョイス）とは、2013年度を基準に2030
年度までに国内の温室効果ガス排出量を26パーセント削減するとい
う目標を達成するため、環境にやさしい選択をする運動です。
例えばこんなことからやってみましょう

　詳しくは、 COOL CHOICE　

Ｔ環境保全課 ☎245-5199 Ｆ245-5553

6月は不法投棄防止強化月間

不法投棄をしない、させない
　不法投棄とは、ごみを道路や空き地に捨て
るなど、ごみ出しルールを守らずに捨てるこ
とです。市では、不法投棄を防止するため、
啓発·キャンペーン活動のほか、監視カメラの
設置や監視パトロールの実施などの対策を
行っています。皆さんも、ごみの分別・排出ル
ールを守り正しく出しましょう。
廃家電製品·粗大ごみは正しく出しましょう !
　 家電リサイクル対象品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗

濯機、衣類乾燥機）
　 • 販売店に引き取りを依頼
　 • 指定引き取り場所に自己搬入
　　　中田屋㈱（稲毛区六方町210）☎423-1148
　　　日本通運㈱千葉支店千葉中央事務所（美浜区新港153）
　　　☎243-0071
　 • 千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合☎204-5805に依頼
　粗大ごみ（家電リサイクル対象品目を除く）
　 • 粗大ごみ受付センター☎302-5374に申し込む
　　　受付日時＝月～金曜日9：00～16：00、土曜日9：00～11：30
　 • 市ホームページから申し込む　 千葉市　粗大ごみ　申込　

　 • 清掃施設（環境事業所·清掃工場）へ直接持ち込む（要事前連絡）
廃家電製品などの不用品回収業者にご注意ください !
　軽トラックなどで巡回し、廃家電製品などの
不用品の処理を請け負う業者や、空き地などに
拠点を構え、無料回収と看板を掲げている業者
は、市の許可を受けておらず、廃棄物の収集や
処分を行うことはできない違法な業者です。
私有地にごみが捨てられた場合はどうすればいいの？
　土地の所有者·管理者は、私有地のごみを自らの責任で処理しなくて
はなりません。フェンスや、環境事業所や区役所で配布している看板
を設置しましょう。また、ごみの目隠しとなる雑草を定期的に刈りま
しょう。
Ｔ環境事業所　中　央・美　浜 ☎231-6342 Ｆ233-8046
　　　　　　　花見川・稲　毛 ☎259-1145 Ｆ257-6561
　　　　　　　若　葉・　緑 　☎292-4930 Ｆ292-4305

光化学スモッグにご注意を !
　これからの季節は光化学スモッグが発生しやすくなります。注意報
などの発令情報は、防災無線による市内放送のほか、次のような方法
で知ることができます。
• テレホンサービス ☎238-7491、238-7492
• ちばし安全·安心メール（登録方法は【14面】）
• 市ホームページ　 千葉市　光化学スモッグ　

注意報などの発令時の注意点
• 外出を控え、窓を閉めて外気を遮断しましょう。
• 野外での激しい運動を控えましょう。
症状が出たとき
• 目がチカチカしたら洗顔しましょう。
• のどや鼻に刺激を感じたら、うがいをしましょう。
Ｔ環境規制課 ☎245-5189 Ｆ245-5581

庭木や家庭菜園などへの薬剤の
使用は控えめに !
　病害虫や雑草が気になる時期ですが、害虫の捕殺などの対策を優先
的に行い、周辺住民の健康や生活環境に影響を与えないよう、薬剤は
できる限り使用しないようにしましょう。また、やむを得ず使用する
場合は、次の点に注意しましょう。
• 病害虫が発生した箇所のみ、必要最低限の散布にとどめましょう。
• 風の弱い日や人通りの少ない時間帯を選びましょう。
• 薬剤の使用方法を守り、使用前には周辺の方に周知しましょう。
Ｔ環境保全課 ☎245-5185 Ｆ245-5553

野焼きは禁止されています !
　ごみの野外焼却は、一部例外を除き、廃棄物処理法違反となり、罰
則が適用される場合があります。また、住宅地での焼却は、生活環境
にも悪影響を及ぼし、近所同士のトラブルや火災の原因となります。
Ｔ環境事業所　中　央・美　浜 ☎231-6342 Ｆ233-8046
　　　　　　　花見川・稲　毛 ☎259-1145 Ｆ257-6561
　　　　　　　若　葉・　緑 　☎292-4930 Ｆ292-4305

昼間は照明の使用を控える

公共交通機関や自転車を利用する

自動車運転時は
エコドライブを
心掛ける

環境フェスティバル
日　時　 6月14日㈮
　　　　13：30～16：00
　　　　（13：00開場）
会　場　文化センター
内　容　 増田雅昭さん

（気象予報士）による身を守る天
気予報の使い方をテーマにした
講演、ピアノコンサート

定　員　当日先着500人

　6月は環境月間です。
　私たちの身のまわりには、地球温暖化をはじめとした取り組むべきさまざまな問題があります。
　地球温暖化は、世界中で多発する集中豪雨や干ばつなどの異常気象の要因と考えられており、人類共
通の差し迫った課題とされています。国内でも各地で毎年のように甚大な水害や土砂災害が発生してお
り、今後より一層の深刻化が懸念されています。
　環境にやさしい取り組みを実践しましょう。

冷房を使用する際は
温度を1度高く設定
する

編集担当C

増田雅昭さん

千葉市の平均気温
は1970年では、
14.8℃。2012年
は16.3℃。40年
間で1.5℃も上昇
しています
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NHKのデータ放送（テレビのチャンネルをNHKに合わせ、リモコンのdボタンを押す）で、避難勧告などの災害時緊急情報が確認できます。

ちば市政だより

　市内の一部の地域では、がけ崩れの危険性があります。が
け崩れは短時間で発生し、崩れた土砂が斜面の高さの倍以上
の距離まで届くことがあり、逃げ遅れると大変危険です。

・�ハザードマップで、浸水箇所を把握しましょう。
・�浸水被害に備えるため、普段から集水ますの表面を清掃し
ましょう。

　近年、短時間で強い雨が降る局地的大雨が発生しています。
　また、宅地化が進んだことによって、雨水が地下に浸み込
みにくくなり、低地部などでは雨水が地表面にあふれ、床上
浸水などの被害が発生する恐れがあります。

避難勧告などが発令されたら
・がけから離れた安全な場所へ一時的に避難する。
・�屋外が危険な場合は室内にとどまり、がけとは反対側のよ
り高い部屋などへ避難する。

こんながけは危ない
　がけに割れ目ができる、がけから小石が落ちてくる、がけ
から水が噴き出すなどの現象が見られ危険を感じたら、避難
勧告などの有無に関わらず、自主避難しましょう。

・�水深が50センチメートルを超
えると歩行が困難になります。
早目に避難してください。
・�屋外への避難が間に合わない
場合は、自宅の2階など高いところへ避難してください。
・�浸水時は、水圧でマンホールのふたが流されてしまうこと
があります。傘などを杖の代わりにすることで、より安全
に避難できます。

土砂災害浸水・冠水

知る

備え
る

避難
する

防災情報を入手しましょうもしも浸水被害に遭ってしまったら
ちばし安全・安心メール
　避難勧告などの災害時緊急情報をはじめ、防災・防犯情報をE
メールで送信します。ぜひ、ご登録ください。登録は、Ｅentry@
chiba-an.jpへ空メールを送信
防災ポータルサイト
　避難勧告などの災害時緊急情報のほか、気象情報、ハザード
マップ、緊急時連絡先など、防災に関するさまざまな情報を掲
載しています。詳しくは、

　床上浸水被害を受けた家屋は、固定資産税・都市計画税の減免
対象になります。納期限までに、市税事務所資産税課または市
税出張所へ申請が必要です。詳しくは、家屋がある区を担当す
る市税事務所資産税課へお問い合わせください。
Ｔ市税事務所資産税課
　東部（中　央・若�葉・緑　区）�☎233-8145�Ｆ233-8376
　西部（花見川・稲�毛・美浜区）�☎270-3145�Ｆ270-3227

浸水被害に備えるための助成制度

防水板設置
　住宅などの出入り口に防水板を
設置し、浸水被害を軽減します。浸
水被害が発生した地域での設置工
事には、市の助成制度があります。

Ｔ雨水対策課
　☎245-5613�Ｆ245-5497

雨水貯留槽･浸透ますの設置
　雨水の貯留
や地下浸透に
より、河川な
どへの負担を
減らし、浸水
被害を軽減し
ます。設置費
用の一部を補
助します。
Ｔ下水道営業課
　☎245-5412�Ｆ245-5614

千葉市　防災ポータル　

千葉市　浸水　 ・�土砂災害の恐れがある場所や
避難場所は、ホームページま
たは防災タウンページ（NTT
タウンページ㈱が今月末まで
に市内の全世帯・事業所に配
布）などで確認ができます。
自分の家が対象になっている
か確認しましょう。
　 千葉市　土砂災害　

・�家族や地域で、安全に避難できる避難場所や避難経路につ
いて話し合いましょう。
・�当面自分が必要とする品を納めた、非常持ち出し袋を事前
に用意しましょう。持ち出すものは最小限にしましょう。

雨は
危険
大雨から身を守る
　雨の多い季節です。長雨や集中豪雨によって、浸水や冠水、
土砂災害などの発生が想定されます。災害に備えて、日頃か
ら対策をしておきましょう。
Ｔ危機管理課 ☎245-5151 Ｆ245-5597

土砂災害警戒区域　　　カ所

土砂災害特別警戒区域　　　カ所

市　内

121
111 JR千葉駅前
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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郷土博物館 
千葉氏入門Q＆Aパネル展

Ｊ6月₃0日㈰まで
Ｎ千葉氏の歴史を解説
Ｔ郷土博物館☎₂₂₂-₈₂₃1Ｆ₂₂5-₇106。
月曜日（祝日の場合は翌日）休館。 
6月1₇日㈪臨時開館。

Ｙ加曽利貝塚博物館の催し

パネル展「加曽利貝塚の歴史」
Ｊ6月1日㈯～₃0日㈰
Ｎ加曽利貝塚博物館が開館した頃
の様子を、当時の写真で紹介

縄文時代研究講座
　 Ｊ6月1₂日～₂6日の水曜日10：00～

11：₃0
　Ｂ生涯学習センター
　Ｉ先着₈0人
　Ｍ当日直接会場へ
Ｔ加曽利貝塚博物館☎₂₃1-01₂₉Ｆ
₂₃1-4₉₈6。月曜日（祝日の場合は翌
日）休館

Ｖ消防団消防操法大会

Ｊ6月₂日㈰₈：₃0～14：00
Ｂ消防総合センター
Ｎ消防団員が、小型ポンプ操法の技
術を競います。
Ｔ消防局総務課☎₂0₂-16₃5Ｆ₂0₂-
16₃₇

Ｗ講演会「ご存知ですか? 
地域で支える後見制度」

Ｊ6月5日㈬14：00～16：00
Ｂ家庭裁判所
Ｎ地域連携の重要性や事例を紹介
Ｉ先着100人
Ｍ電話で、家庭裁判所総務課☎₃₃₃-
5₃0₃
Ｔ同課☎前記、地域包括ケア推進課
Ｆ₂45-5₂₉₃

Ｙわんぱく相撲千葉場所大会

Ｊ6月₂日㈰₉：₃0～16：₃0

Ｂ相撲場
Ｎ学年別トーナメントの個人戦
Ｈ4歳～小学生（保護者同伴）
Ｃ小学生用まわしと相撲パンツは主催
者で用意します。女子はＴシャツ着用。
Ｍ当日₉：00～₉：₃0直接会場で
Ｔ市相撲連盟・佐藤さん☎0₉0-461₃-
₉1₇6Ｆ₂₉1-₉₂14

Ｙ市民会館　おひるま寄席

Ｊ6月4日㈫1₃：₃0～15：₃0
Ｎ出演者＝林家彦いちさん（落語
家）、小梅さん（マジシャン）
Ｋ前売券（全席自由）＝₂,500円
Ｃ就学前児は入場不可。前売券販売
所＝市民会館、文化センター、市男
女共同参画センター、若葉文化ホー
ル、美浜文化ホール
Ｔ市民会館☎₂₂4-₂4₃1Ｆ₂₂4-₂4₃₉

Ｘちばしファミリー・サポート
・センター地区別交流会

Ｊ中央区＝6月₇日㈮。花見川区＝6月
1₂日㈬。稲毛区＝6月₃日㈪。若葉区
＝6月10日㈪。緑区＝6月5日㈬。美浜
区＝6月6日㈭。いずれも、10：00～
1₂：00。
Ｂ各保健福祉センター。稲毛区は小
中台地域福祉交流館
Ｎ子育てを援助してほしい方と援助
する方の交流会
Ｃ当日直接会場へ
Ｔちばしファミリー・サポート・セン
ター☎₂01-65₇1Ｆ₂01-65₇₂

Ｙ地方卸売市場市民感謝デー

Ｊ6月₈日㈯・₂₂日㈯₈：00～1₂：00ごろ
（水産棟は10：₃0ごろまで）
Ｎ新鮮な魚など、食料品の買い物や
食事が楽しめます。
水産棟の特別イベント「アサリ・シジ
ミのすくい取り」
Ｊ6月₂₂日㈯₉：00から（なくなり次
第終了）
Ｋ各1回₂00円
Ｃペット同伴不可
Ｔ地方卸売市場☎₂4₈-₃₂00Ｆ₂4₈-
₃₂0₂

Ｘ遊びの王国～CHIBA子ども
交歓大会～

Ｊ6月₈日㈯10：00～15：00
Ｂ千葉ポートパーク
Ｋ400円
ＮJEF千葉のサッカー教室、科学体
験、屋台など
Ｃ当日直接会場へ。雨天の場合、₉日
㈰に順延
Ｔ市子ども会育成連絡会☎₂4₇-₃050

（火・木曜日。FAX兼用）または健全
育成課☎₂45-5₉₇₃

Ｚ中田やつ耕園 ジャガイモの
収穫体験

Ｊ6月₈日㈯～₃0日㈰10：00～11：00、
14：00～15：00（なくなり次第終了）
Ｉ先着100口
Ｋ1口500円（ジャガイモ5株）
Ｍ電話で、中田やつ耕園☎₂₂₈-₂₂51。
Ｆ₂₂₈-₂₂5₂・Ｅinfo@nakatapark.
comも可（ｊを明記）。
Ｔ同園☎・Ｆ前記。月曜日（祝日の場
合は翌日）休園

Ｚ下田農業ふれあい館 
夏の収穫祭

Ｊ₇月14日㈰10：00～1₂：00
Ｈ小学生以上の方　Ｉ100人
Ｋ1口1,500円（枝豆5株、トウモロコ
シ4本）
Ｍ₇月₂日㈫消印有効。ｏにｊのほか、
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。Ｆ₂₃₇-₈₉₈₈、Ｅshimodafreai0₈. 
10@ec₂.technowave.ne.jpも可。
Ｔ同館☎₂₃₇-₈011Ｆ前記。月曜日（祝
日の場合は翌日）休館

Ｙ稲毛海浜公園自然観察会 
夏の虫むし探検隊

Ｊ6月₉日㈰10：00～1₂：00
Ｉ先着₃0人程度
Ｇ飲み物、虫採り網・虫かごなどの観
察道具
Ｃ雨天中止
Ｍ当日₉：45から、旧稲毛民間航空記
念館前で
Ｔ美浜公園緑地事務所☎₂₇₉-₈440Ｆ
₂₇₈-6₂₈₇

Ｙ昭和の森自然観察会 
水辺に生える植物のひみつ

Ｊ6月₉日㈰1₃：00～15：00
Ｋ50円｡ 駐車場400円
Ｃ雨天中止
Ｍ当日1₂：40から、昭和の森第₂駐車
場脇の東屋で
Ｔ緑公園緑地事務所☎₂₉4-₂₈₈4Ｆ
₂₉4-₂₈6₉

Ｙ花島公園自然観察会 
「森林浴を楽しもう」

Ｊ₇月10日㈬₉：₃0～11：₃0
Ｉ先着₂0人
Ｋ50円。駐車場₂00円
Ｃ雨天の場合、11日㈭に順延
Ｍ6月₃日㈪から電話で、花見川公園
緑地事務所☎₂₈6-₈₇40。Ｆ₂₈6-₈₈₂₇・
Ｅhanamigawa.URP@chiba.city.
lg.jpも可（ｊを明記）。

Ｙ大草谷津田いきものの里 
自然観察会

Ｊいきものの赤ちゃん探し＝6月16

日㈰。楽しもう！草花遊び＝₇月₇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
の里入り口広場。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

Ｚ教科書展示会

Ｊ6月14日㈮～₂₈日㈮（1₇日㈪を除
く）₉：₃0～16：₃0
Ｂ文化センター
Ｎ来年度に小・中・高等学校、特別支
援学校、特別支援学級で使用する教
科書の見本を展示
Ｔ教育指導課☎₂45-5₉₃6Ｆ₂45-5₉₈₉

Ｚシニア従業員のお仕事説明会

Ｊ①6月14日㈮14：00～15：₃0、②₂5日
㈫10：00～11：₃0
Ｂ①長沼コミュニティセンター、②
生涯学習センター
Ｎレジ接客など多様な働き方を紹介
Ｈ60歳以上の方　Ｉ各先着₂0人
Ｍ電話で、セブン-イレブンスタッフ
応募受付センター☎05₇0-0₃1-₇11
Ｔ同センター☎前記、㈱セブン-イレ
ブンジャパン千葉地区事務所Ｆ₂₇4-
65₂₉

Ｖ動物保護指導センター 
猫の譲渡会

Ｊ①6月15日㈯10：00～11：₃0、②₂4日
㈪1₃：₃0～15：₃0
Ｈ愛玩目的で終生飼うことができ、
適切な管理ができる方
Ｉ①先着10組
Ｃ②当日直接会場へ。猫の譲り渡し
は後日となります。条件など詳しく
は、お問い合わせください。
Ｍ①6月₃日㈪₈：₃0から電話で、動物
保護指導センター☎₂5₈-₇₈1₇
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂5₈-₇₈1₈

Ｙいなげの浜ロビーコンサート

Ｊ6月16日㈰1₃：00～14：₃0
Ｂ稲毛記念館
Ｉ先着50人
Ｃ当日直接会場へ。抹茶と紅茶の無
料配布も（1₂：00～15：₃0）
Ｔ同館☎₂₇₇-45₃4Ｆ₂₇₇-46₈₈。月曜
日（祝日の場合は翌日）休館

Ｙワンコインコンサート 
クラシックとジブリ音楽

Ｊ6月₂₂日㈯1₃：₃0～14：₃0
Ｂ千城台コミュニティセンター
Ｎ曲目＝月の光、となりのトトロなど
Ｋ前売券（全席自由）＝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。
Ｃ前売券販売所＝文化センター、市
民会館、市男女共同参画センター、
若葉文化ホール、美浜文化ホール
Ｔ文化振興財団☎₂₂1-₂411Ｆ₂₂4-
₈₂₃1

Ｙ混声合唱団コール・フェロー
ズ演奏会

Ｊ6月₂₉日㈯14：00～16：00
Ｂ市民会館
Ｋ1,000円（全席自由）
Ｔ混声合唱団コール・フェローズ・酒
本さん☎0₉0-₃₈0₉-₈0₇₈Ｆ₂₈5-1₂₃5

Ｙ千葉市管弦楽団 
定期演奏会

Ｊ6月₃0日㈰14：00～16：00

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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Ｂ市民会館
Ｋ1,000円（全席自由）
Ｔ千葉市管弦楽団・平賀さん☎0₉0-
₇1₇₈-₅0₉₈、文化振興課Ｆ₂₄₅-₅₅₉₂

Ｗこころの健康センターの催し

①精神障害者家族のつどい
Ｊ₆月1₇日㈪1₃：₄0～1₆：00
Ｎテーマ＝家族が元気になるために

②アルコールミーティング
Ｊ₆月₂1日㈮1₄：00～1₆：00
Ｎ学習会（テーマ＝問題の行動の
分析）と話し合い
Ｈお酒の問題で悩んでいる家族と
本人

③うつ病当事者の会
Ｊ₆月₂₅日㈫1₃：₃0～1₅：00
Ｎ病気のこと、生活・仕事の悩みな
どの語り合い
Ｈうつ病治療中の方

④こころのボランティア入門講座
Ｊ₆月₂₇日、₇月11日・₂₅日の木曜日
1₃：₃0～1₆：00。全₃回
Ｃ希望者は、こころの健康センタ
ー内フリースペースあおばでのボ
ランティア活動も

⑤依存症治療・回復プログラム
Ｊ第1・₃水曜日1₄：00～1₅：₃0
Ｈアルコール・薬物依存症でお悩
みの方
Ｃ事前面談あり
Ｃ①～③当日直接会場へ
Ｍ④⑤₆月₃日㈪から電話で、こころ
の健康センター☎₂0₄-1₅₈₂
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂0₄-1₅₈₄

Ｗ市ひきこもり地域支援セン
ターの催し

ひきこもり家族セミナー
Ｊ₆月₂1日㈮1₃：₃0～1₆：₃0
Ｎ家族同士の語り合いや、カウン
セラーによる助言
Ｈひきこもりの家族がいる方
Ｉ先着₂0人

講演会「ひきこもりで悩む方へ～家
族が前向きになるために～」
Ｊ₆月₂₈日㈮1₄：₃0～1₇：00
Ｂ美浜保健福祉センター
Ｎ講師＝白石弘巳さん（なでしこ
メンタルクリニック院長）
Ｉ先着100人
Ｍ₆月₃日㈪から電話で、市ひきこも
り地域支援センター☎₂0₄-1₆0₆。
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂0₄-1₆0₇

Ｘ幼稚園・こども園フェア

Ｊ₆月₂₂日㈯10：00～1₅：00
Ｂセンシティタワー、そごう千葉店
Ｎ幼稚園・認定こども園の紹介、園で
働きたい方の就職相談など
Ｔ幼稚園協会☎₂0₂-₅00₅Ｆ₂0₂-₅11₅

Ｚ交流会「テーマでつながる 
外国と日本」

Ｊ₆月₂₈日㈮10：00～1₂：₃0
Ｂ国際交流協会
Ｎ外国人による子育てについての日
本語スピーチと交流会
Ｉ先着₂0人
Ｍ電話で、国際交流協会☎₂₄₅-₅₇₅0。
Ｅchibatabunka@ccia-chiba.
or.jpも可（ｊを明記）。
Ｔ同協会☎前記Ｆ₂₄₅-₅₇₅1。日曜日、
祝日休業

Ｙちば大道芸の日

Ｊ₆月₂₃日㈰1₂：00・1₂：₃0・1₃：00・ 
1₄：00・1₄：₃0・1₅：00の₆回
Ｂ千葉銀座通り
Ｎフリーマーケットも

Ｃ雨天中止
Ｔ大道芸フェスティバルinちば実行
委員会☎₂01-₅₅1₅Ｆ₂01-₅₅10

Ｙツール・ド・わかば

Ｊ₆月₂₉日㈯₉：00～1₆：00
Ｎ大草谷津田いきものの里、石原ハ
ーブガーデンなど、若葉区内の里山
を自転車で巡ります（約₃₂キロメー
トル）。
Ｈ10歳以上の方（中学生以下は保護
者同伴）
Ｉ10人
Ｋ1,₇00円
Ｃ荒天中止
Ｍ₆月10日㈪までにＥメールで、ｊを
明記して、みんなのサイクリング実
行委員会・渡辺さんＥe.watanabe 
₂00₈@gmail.com
Ｔ同委員会・渡辺さん☎0₉0-₉₃₉₉-
₇₂₆₃Ｆ₂₃₂-0₃₆₅

Ｙ県立幕張海浜公園 
きらきら七夕飾り

Ｊ₆月₂₉日㈯～₇月₇日㈰₉：00～1₆：00
Ｎ見浜園前の大きな笹に短冊などを
飾れます。
Ｔ県立幕張海浜公園☎₂₉₆-01₂₆Ｆ
₂₉₆-01₂₈

Ｚ動物公園「地球が壊れる 
前に」上映・講演会

Ｊ₆月₂₉日㈯1₃：00～1₅：00
Ｂ動物科学館
Ｉ先着100人
Ｃ要入園料（高校生以上₇00円）
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ動物公園☎₂₅₂-₇₅₆₆Ｆ₂₅₅-₇11₆。
水曜日（祝日の場合は翌日）休園

Ｙ水墨画同好会連合会展

Ｊ₇月₂日㈫～₇日㈰₉：00～1₆：₃0
Ｂ県立美術館
Ｃ水墨画の体験も
Ｔ水墨画同好会連合会・宮原さん☎
₂₃₂-₇1₉₇（FAX兼用）

Ｗ肢体不自由・内部・ 
聴覚障害者バス旅行

Ｊ₇月1₂日㈮₉：₃0～1₆：00
Ｎ行き先は、江戸東京博物館
Ｈ1₈歳以上で、肢体不自由・内部・聴
覚障害のある方
Ｉ₃0人（初めての方を優先）
Ｇ身体障害者手帳
Ｋ1,000円程度
Ｃ集合＝₉：₃0市療育センターまたは
10：00JR千葉駅北口。解散＝1₅：₃0同
駅または1₆：00同センター。
Ｍ₆月1₅日㈯までに電話で、療育セン
ター分館ふれあいの家☎₂1₆-₅1₃0。
Ｆ₂₇₇-0₂₉1も可（ｊを明記）。
Ｔ同施設☎・Ｆ前記。月曜日（祝日の
場合は翌日も）、祝日休館。

Ｗ水泳大会

Ｊ①市選手権水泳大会＝₇月1₄日㈰。
②市民水泳大会＝₈月₄日㈰。いずれ
も、₉：00～1₆：₃0
Ｂ千葉公園プール

Ｈ小学生以上の方
Ｋ1種目₅00円
Ｃ申込書は市営プールで配布。水泳
協会ｈから印刷も可
Ｍ①₆月1₇日㈪・②₇月10日㈬必着。申
込書を、〒₂₆₂-00₂₃花見川区検見川
町₅-₂₃₂₄-₇藤代方・千葉市水泳協会へ。
Ｔ同協会・藤代さん☎0₇0-₆₄0₈-₅₅₆₈

（1₇：00～₂0：00）またはスポーツ振興
課☎₂₄₅-₅₉₆₈Ｆ₂₄₅-₅₉₉₄

教室・講座

Ｗ美浜区ボランティア 
センターの講座

Ｊ傾聴ボランティア入門講座＝₆月
1₃日㈭・₂0日㈭。全₂回。コミュニケ
ーション力アップ講座＝₇月₂日㈫。
いずれも、10：00～1₂：00
Ｂ美浜保健福祉センター
Ｉ各先着₃0人
Ｃちばシティポイント対象事業
Ｍ電話で、美浜区ボランティアセン
ター☎₂₇₈-₃₂₅₂
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₇₈-₅₇₇₅

Ｖ動物保護指導センター 
飼い犬のしつけ方教室

Ｊ①₆月1₃日㈭・②₂0日㈭1₃：₃0～ 
1₆：00
Ｎ①講習としつけのデモンストレー
ション、②しつけの実技（飼い犬同
伴）
Ｈ①市内在住で、犬を飼っている方

（予定含む）。②は①を受講予定で、
飼い犬（健康で、犬の登録・今年度の
狂犬病予防注射が済んでいること）
の制御ができる方
Ｉ①先着₂0人、②先着10人
Ｍ₆月₃日㈪₈：₃0から電話で、動物保
護指導センター☎₂₅₈-₇₈1₇
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₅₈-₇₈1₈

Ｘ親子でおいしくておなかが
喜ぶデザートづくり

Ｊ₆月1₅日㈯1₃：₃0～1₅：₃0
Ｂ南部青少年センター
Ｈ小学生と保護者　Ｉ先着10組
Ｋ1人₅00円
Ｍ電話で、南部青少年センター☎
₂₆₄-₈₉₉₅
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₆₈-10₃₂。月
曜日（祝日の場合は翌日も）、祝日休
館

Ｙふるさと農園の料理教室

Ｊ①太巻き祭りずし＝₆月₂1日㈮ 
₉：₃0～1₃：00、②親子でメロンを使っ
てスイーツ作り＝₆月₂₃日㈰₉：₃0～
1₄：00
Ｈ②小学生と保護者
Ｉ①₂₄人、②1₂組₂₄人
Ｋ1,₅00円
Ｍ₆月₇日㈮必着。ｏ(1講座1人1通)に
ｊを明記して、〒₂₆₂-0011花見川区
三角町₆₅₆-₃千葉市ふるさと農園へ。
Ｅfuru-noen@tsukahara-li.co.jp
も可。
Ｔ同園☎₂₅₇-₉₉₈1Ｆ₂₅₈-10₂₄。月曜
日（祝日の場合は翌日）休園

Ｗひとり親家庭体験講座

①親子で楽しくエアロビ・ヨガ
Ｊ₆月1₆日㈰₉：₄₅～11：₃0
Ｂハーモニープラザ

②親子スケート体験・交流会
Ｊ₇月₇日㈰スケート体験＝1₃：₃0
～1₅：₃0、交流会＝1₅：₃0～1₆：₃0

Ｂアクアリンクちば
Ｈひとり親家庭の母親または父親
と、①₃歳以上・②₅歳以上の子ども、
寡婦（①のみ）
Ｉ①大人₅0人、子ども₃0人。②₅0人
Ｍ①₆月10日㈪・②₂₄日㈪までにＥメ
ールで、参加者全員のｊを明記して、
母子寡婦福祉会Ｅboshikai@grace. 
ocn.ne.jp。ｏを、〒₂₆0-0₈₄₄中央区
千葉寺町1₂0₈-₂千葉市母子寡婦福祉
会へ郵送、Ｆ₂₆1-₉1₅₆も可。
Ｔ同会☎₂₆1-₉1₅₆（FAX兼用）

Ｗ市社会福祉研修センター 
社会福祉セミナー

腸活で元気に100歳をめざそう（講
義）､免疫力アップの食事（調理実習）
Ｊ講義＝₆月1₈日㈫1₃：₂₅～1₅：₃0、
調理実習＝₆月1₉日㈬～₂1日㈮ 
₉：₅₅～1₃：00のいずれか1日。全₂回
Ｋ₆00円

呆けず寝込まず…大いに笑って長生
きしよう
Ｊ₇月₄日㈭1₃：₂₅～1₅：₃0 
Ｉ各先着₃0人
Ｍ電話で、市社会福祉研修センター
☎₂0₉-₈₈₄1。Ｆ₃1₂-₂₉₄₃・Ｅkensyuu- 
c@chiba-shakyo.jpも可（ｊを明
記）。

Ｙ庭園文化講座「まちの情景 
と建築～伽藍と政治～」

Ｊ₆月₂0日㈭1₃：₃0～1₅：₃0
Ｂいのはな亭
Ｈ1₅歳以上の方
Ｉ先着1₅人
Ｋ1,000円
Ｍ₅月₂0日㈪から電話で、㈱塚原緑地
研究所☎₂₇₉-₈00₅
Ｔ同社☎前記Ｆ₂₇₉-₈1₄₂

Ｗ療育センター分館 
ふれあいの家の教室

①陶芸・料理教室
Ｊ陶 芸 ＝ ₆ 月 ₂ 1 日 ㈮ 1 0：0 0 ～ 
1₂：00。料理＝₇月1₇日㈬10：00～
1₃：00
Ｈ1₈歳以上で、視覚障害の身体障
害者手帳をお持ちの方
Ｉ各₈人
Ｋ陶芸₄00円、料理₅00円

②ビューティーアップ教室
Ｊ₆月₂₉日㈯10：00～1₂：00
Ｈ1₈歳以上で身体障害者手帳をお
持ちの女性
Ｉ10人

③介護予防勉強会～体操しよう！～
Ｊ初級＝₇月₅日㈮、上級＝₇月1₉日
㈮。いずれも、1₄：00～1₅：₃0
Ｈ1₈歳以上の方
Ｉ初級先着₂0人、上級先着1₅人
Ｍ電話（①陶芸₆月1₂日㈬・料理₇月 
₃日㈬、②₆月1₅日㈯までに）で、療
育センター分館ふれあいの家☎₂1₆-
₅1₃0。Ｆ₂₇₇-0₂₉1・Ｅfureai1₉₈1@
bz0₄.plala.or.jpも可（ｊのほか、②
は障害種別を明記）。
Ｔ同施設☎・Ｆ前記。月曜日（祝日の
場合は翌日も）、祝日休館

Ｙ稲毛ヨットハーバーの教室

①海にでようヨット体験会　
Ｊ₆月₂₃日㈰₉：₃0～1₂：00、1₃：00～
1₅：₃0
Ｈ小学生以上の方（小学生は保護
者同乗）　
Ｉ各先着10人
Ｋ1,₅00円

②ヨット入門コース
Ｊ₇月₇日㈰₉：₃0～1₅：₃0
Ｈ1₆歳以上の方　Ｉ先着10人
Ｋ₅,000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
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Ｃ荒天中止
Ｍ①₆月₅日㈬・②₂₆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ちば里山カレッジ 
「森を知ろう・森に学ぼう」

Ｊ₆月₂₃日㈰～₁₂月₁日㈰のうち₆回、
₁0：00～₁₆：00
Ｂちば里山センター（袖ケ浦市長浦
拓₂号₅₈0-₁₄₈）など。詳しくは、お
問い合わせください。
Ｉ先着₂₅人
Ｋ₈,000円
Ｍ₆月₂0日㈭までに電話で、同センタ
ー☎0₄₃₈-₆₂-₈₈₉₅。Ｆ0₄₃₈-₆₂-₈₈₉₆、
Ｅinfo@chiba-satoyama.netも可

（ｊを明記）。

Ｙ都市緑化植物園の教室・講座

Ｊ①自然を学ぶ講座「夏は虫がキュ
ーピッド」＝₆月₂₇日㈭₁0：00～ 
₁₂：00、②蝶の教室「オオムラサキと
ふれ合おう！」＝₆月₃0日㈰₁0：00～ 
₁₂：00、③水草を育ててみよう＝₇月
₆日㈯₁0：00～₁₂：00、④季節の園芸講
座「植物の夏越し」＝₇月₉日㈫₁₃：₃0
～₁₅：₃0
Ｉ①②④₂₅人、③₂0人
Ｋ①④₅00円、②大人₅00円、小・中学
生₃00円、③₆00円
Ｃ②小学生以下は保護者同伴
Ｍ①₆月₁₅日㈯・②₁₆日㈰・③₂₁日㈮・
④₂₃日㈰必着。ｏにｊを明記して、
〒₂₆0-0₈0₈中央区星久喜町₂₇₈都市
緑化植物園へ。Ｅryokka-₁@cue-
net.or.jpも可
Ｔ都市緑化植物園☎₂₆₄-₉₅₅₉ Ｆ₂₆₅-
₆0₈₈。月曜日（祝日の場合は翌日）
休園

Ｙ谷津田の自然体験教室 
ホタル調査

Ｊ₇月₉日㈫₁₉：00～₂₁：00
Ｂ大草谷津田いきものの里
Ｉ₂0人（小学₃年生以下は保護者同
伴）
Ｃ雨天の場合、₇月₁₆日㈫に延期
Ｍ₆月₂₈日㈮必着。ｏにｊを明記して、
〒₂₆0-₈₇₂₂千葉市役所環境保全課へ。
Ｆ₂₄₅-₅₅₅₃、Ｅkankyohozen.ENP 
@city.chiba.lg.jp、電子申請も可。
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₁₉₅Ｆ前記

Ｙラベンダースティック作り

Ｊ₆月₂₉日㈯₉：00～₁₂：00
Ｂ千葉公園蓮華亭
Ｉ先着₈0人
Ｋ₃00円
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ中央・稲毛公園緑地事務所☎₂₅₁-
₅₁0₃Ｆ₂₅₄-₅₈₃₄

Ｙ講習会 
夏に強い花苗の育て方

Ｊ₆月₂₉日㈯₁0：00～₁₁：00
Ｉ₅0人
Ｃ会場は、₆月₂0日㈭ごろにお知らせ
します。
Ｍ₆月₁0日㈪必着。ｏにｊのほか、参
加人数を明記して、〒₂₆0-₈₇₂₂千葉
市役所市民自治推進課内千葉市を美
しくする会へ。Ｅjichi.CIC@city.
chiba.lg.jpも可
Ｔ同会☎₂₄₅-₅₁₃₈Ｆ₂₄₅-₅₆₆₅

Ｚファシリテーター養成講座
～質問力をみがく（実践）～

Ｊ₆月₂₉日㈯₁₃：₃0～₁₆：₃0

Ｂ文化センター
Ｎ講師＝森時彦さん（日本工業大学
大学院客員教授）
Ｉ先着₃0人
Ｍ電話で、市民活動支援センター 
☎₂₂₇-₃0₈₁。Ｆ₂₂₇-₃0₈₂・Ｅinfo@
chiba-npo.netも可（ｊを明記）。 

Ｙ水泳教室

①小・中学生
Ｊ₇月₁日㈪～₉月₂₁日㈯の週₁回。
平日₁₇：₃0～₁₈：₃0、土曜日₁₈：00～
₁₉：00の₆コース。各全₁0回

②高校・一般（初～上級）
Ｊ₇月₂日㈫～₉月₂0日㈮の週₁回。
火・金曜日（初・中級）・木曜日（中
・上級）₁₈：₄0～₁₉：₄0の₃コース。
各全₁0回

③一般（初・中級）
Ｊ₈月₂0日～₉月₂₄日の火曜日。初
級＝₁0：00～₁₁：00、中級＝₁₁：0₅～
₁₂：0₅。各全₆回

④一般（水中運動、初級）
Ｊ₈月₂₂日～₉月₂₆日の木曜日。水
中運動＝₁0：00～₁₁：00、初級＝ 
₁₁：0₅～₁₂：0₅。各全₆回
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｉ各コース₂0人
Ｋ①₇,000円、②₈,000円、③④₄,₈00円
Ｃ祝・休日、施設休館日は休講
Ｍ₆月₈日㈯必着。ｏにｊを明記して、
〒₂₆₁-000₃美浜区高浜₁-₁₄-₁-₁₂0₂佐
藤方・千葉市水泳協会へ。
Ｔ同協会・佐藤さん☎0₉0-₉₈₅₁-₃₁₂₈

（平日₁₃：00～₁₇：00）Ｆ₂₄₄-₁₄₅₅

Ｗレディースソフトテニス初
心者・中級者講習会

Ｊ₇月₉日㈫₁0：00～₁₅：00
Ｂ青葉の森スポーツプラザ庭球場
Ｈ女性　Ｉ先着₄0人
Ｇテニスシューズなど
Ｋ₆00円
Ｃ雨天中止
Ｍ₆月₃0日㈰までに電話で、市レディ
ーステニス協会・小川さん☎₃₇₂-
0₃₃₇（FAX兼用）。Ｆ前記も可（ｊの
ほか、テニス経験の有無を明記）。

Ｙ健康づくりスポーツ教室 
骨盤エクササイズ

Ｊ₇月₁₉日～₈月₃0日（₈月₁₆日を除
く）の金曜日₁₉：₃0～₂0：₃0。全₆回
Ｂ千葉ポートアリーナ
Ｈ₁₈歳以上の方　Ｉ₂₅人
Ｋ₁,₅00円
Ｍ₆月₁₅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

Ｗ青葉病院「知っとく！糖質・ 
運動について」

Ｊ₇月₆日㈯₁₃：₃0～₁₄：₃0
Ｎ糖尿病と運動療法について、糖尿
病認定看護師と理学療法士が解説
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ青葉病院☎₂₂₇-₁₁₃₁Ｆ₂₂₇-₂0₂₂

Ｚ創業プラン作成スクール

Ｊ₇月₆日～₂₇日の土曜日₁0：00～ 
₁₆：00。全₄回
Ｂ浦安市中央公民館（浦安市猫実
₄-₁₈-₁）
Ｎ中小企業診断士が創業計画の作成
を支援します。相談会、創業経験者
の講演も
Ｈ創業して間もない方など
Ｉ先着₃0人
Ｍｈ（「千葉県信用保証協会　創業ス

クール」で検索）から。信用保証協
会へ電話☎₃₁₁-₅00₁、Ｆ₂₂₁-₈₄₂₄も
可（ｊを明記）。

Ｗ要約筆記者養成講座（前期）

Ｊ₇月₁₇日～来年₂月₁₂日の水曜日の
うち₂₇回、₁₄：00～₁₆：00
Ｂ生涯学習センター
Ｉ₁0人
Ｋ₄,000円
Ｃ活動するには、来年度（予定）の後
期講座を受講する必要があります。
Ｍ₆月₂0日㈭消印有効。ｏにｊを明記
して、〒₂₆₁-000₅美浜区稲毛海岸₁-₂-
₂₁-₁0₂千葉市中途失聴・難聴者協会へ。
Ｔ同協会☎₂₄₅-0₈₄₇（FAX兼用）

Ｙ千葉ジュニアオペラ学校

Ｊ₇月₁₄日㈰～₁0月₂0日㈰のうち₁₅
回、原則₁₂：₃0～₁₆：₅0
Ｂ真砂コミュニティセンター
Ｎオペラの舞台芸術や音楽について
学びます。
Ｈ保護者が事前説明会に参加でき
る、小学₃年～中学生の子ども
Ｉ₄0人
Ｋ₂0,000円（講習代、教材費など）
Ｃ一部、保護者も受講できるプログ
ラム有り
事前説明会
Ｊ₆月₂₉日㈯、₇月₆日㈯・₇日㈰ 
₁₃：00～₁₃：₃0、₁₆：00～₁₆：₃0
Ｂ風の丘HALL（花見川区朝日ケ丘
₄-₃₁-₉）

Ｔ小空間オペラTRIADE（風の丘
HALL内）☎₂₇₃-₄₂₁₇Ｆ₂₇₃-₄₂₂₁

Ｗ認知症介護実践者研修

Ｊ講義・演習＝₈月₂₂日㈭・₂₃日㈮、 
₉月₉日㈪・₁₉日㈭・₂0日㈮、₁0月₂₅日
㈮₉：00～₁₇：00。全₆回
施設実習＝₉月₂₁日㈯～₁0月₁₉日㈯
Ｂ市社会福祉研修センター（実習は、
各自の施設で）
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
Ｃ申請書は地域包括ケア推進課で配
布。ｈ（「千葉市　実践者研修」で検
索）から印刷も可
Ｍ₆月₁₄日㈮必着。申請書を、〒₂₆0-
₈₇₂₂千葉市役所地域包括ケア推進課
へ。電子申請も可
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₂₆₇Ｆ₂₄₅-₅₂₉₃

Ｙちばの魅力を伝えよう！ 
紙芝居講座

Ｊ₉月₄日㈬・₅日㈭・₈日㈰₁₃：₃0～ 
₁₅：₃0
Ｂ文化センター
Ｎ紙芝居を使って、語りの表現方法
を学びます。
Ｈ大学・専門学校生
Ｉ先着₂0人
Ｃ受講者は、₁₁月開催の伝統芸能祭
りに参加可
Ｍ₆月₁₈日㈫から電話で、文化振興財
団☎₂₂₁-₂₄₁₁。Ｆ₂₂₄-₈₂₃₁・Ｅas-
chiba@f-cp.jpも可（ｊを明記）。

相　談

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
Ｊ₆月₁₂日㈬₁0：00～₁₅：00
Ｎ相続・遺言、登記、税、不動産取
引、建築・リフォーム、土地の境界
Ｉ各相談先着₈人
Ｃ₁人₃0分｡ 電話相談不可
Ｍ₆月₃日㈪から電話で、広報広聴
課☎₂₄₅-₅₆0₉

特設法律相談
Ｊ₆月₂₂日㈯₁₃：00～₁₆：00
Ｎ弁護士による相談
Ｉ₁₆人
Ｃ₁人₂0分｡ 裁判所で訴訟・調停中
のもの､ 電話相談は不可
Ｍ₆月₃日㈪～₁₃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エイズなど性感染症の 
検査と相談

検査
Ｊ₆月₁日㈯₁0：00～₁₁：00（エイズ
のみ）、₁₁日㈫・₂₅日㈫₁₄：00～ 
₁₅：00
Ｍ電話で、感染症対策課☎₂₃₈-
₉₉₇₄ 

面接・電話相談
Ｊ火曜日₁0：00～₁₆：00（₁₂：00～
₁₃：00を除く）と₆月₅日㈬・₁₉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女性のための健康相談

女性医師(婦人科)による面接相談　
Ｊ₆月₁₂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

Ｗ不妊専門相談

Ｊ₆月₁₂日㈬₁₄：₁₅～₁₆：₃0
Ｂ保健所
Ｎ医師と助産師による相談
Ｈ不妊や不育症でお悩みの方
Ｉ先着₃人
Ｍ電話で、健康支援課☎₂₃₈-₉₉₂₅
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₃₈-₉₉₄₆

Ｖ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
Ｊ₆月₁₃日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建て替えに関する相談。₆月₂0
日㈭＝法律相談など。いずれも、
₁₃：₃0～₁₆：₃0
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎ相談結果により、現地で助言を
行うアドバイザーの派遣も可

②住まいに関する情報提供
ＪⒶ一般相談＝平日、第₁・₃日曜
日。Ⓑ専門相談＝月・火・金曜日、

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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第1・3日曜日。いずれも、10：00～
1₅：00（1₂：00～13：00を除く）
Ｂすまいのコンシェルジュ（中央
コミュニティセンター1階）
ＮＡ市内の賃貸住宅情報などの提
供。Ｂ住宅の建設・購入・増改築、
施工業者とのトラブル、賃貸借契
約の原状回復などの相談
Ｃ当日直接会場へ

③空家の有効活用に関する相談員の
現地派遣
Ｎ相談員が現地に伺い、空家の活
用方法、賃貸・売買・リフォーム・解
体の取引動向などの情報提供を行
います。
Ｍ①③（①は前週金曜日までに）電
話で、すまいのコンシェルジュ☎
₂₄₅-₅6₉0。Ｆ₂₄₅-₅6₉1も可（ｊを明
記）。
Ｔ①住宅政策課☎₂₄₅-₅₈₄₉Ｆ₂₄₅-
₅₇₉₅、②③すまいのコンシェルジュ
☎・Ｆ前記

Ｖ消費生活センターの 
多重債務者特別相談

Ｊ6月13日㈭・₂₇日㈭13：00～16：00
Ｎ弁護士による相談
Ｉ各先着6人
Ｃ1人30分程度。相談には債務者本人
が来所。家族の同伴も可。電話相談
不可
Ｍ6月3日㈪から電話で、消費生活セ
ンター☎₂0₇-3000
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂0₇-3111

Ｖ建築相談

Ｊ6月16日㈰10：00～1₅：00
Ｂ生涯学習センター
Ｎ建築士による住宅の設計・建築・耐
震診断などの相談
Ｃ当日直接会場へ。電話相談不可
Ｔ県建築士事務所協会千葉支部☎
₂₉1-6₈₅₅（FAX兼用）

Ｖ外国人のための法律相談

Ｊ6月1₇日㈪1₇：00～₂0：00
Ｂ国際交流プラザ
Ｉ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、
祝日休業 

Ｗシニアからはじめる 
ボランティア相談会

Ｊ6月1₉日㈬1₄：00～1₇：00
Ｂ若葉保健福祉センター
Ｎボランティア体験談と活動の支援
機関・実施団体による相談
Ｉ先着30人
Ｍ6月3日㈪から電話で、生涯現役応
援センター☎₂₅6-₄₅10
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₅6-₄₅0₇

Ｗ難病医師相談

膠原病（こうげんびょう）相談
Ｊ6月1₉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

神経・筋難病相談
Ｊ6月₂1日㈮13：00～16：00
Ｈパーキンソン病、脊髄小脳変性
症、重症筋無力症、多発性硬化症、
多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化
症、スモンなどでお悩みの方と家
族
Ｂ総合保健医療センター

Ｎ専門医による相談
Ｉ各先着6人
Ｍ6月3日㈪から電話で、健康企画課
☎₂₄₅-₅₂₂₉
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₄₅-₅₅₅₄

Ｖ心配ごと相談所の相談

法律相談
Ｊ6月₂0日㈭13：00～1₅：00
Ｎ弁護士による相談
Ｉ先着6人
Ｃ裁判所で訴訟・調停中、電話相談
は不可
Ｍ6月3日㈪から電話で、心配ごと
相談所☎₂0₉-₈₈60

常設相談
Ｊ平日10：00～1₅：00（1₂：00～ 
13：00を除く）
Ｎ民生委員・児童委員などによる
相談。面談または電話で相談。
Ｔ同相談所☎前記Ｆ31₂-₂₄₄₂

Ｗこころの健康センターの相談

Ｊ①高齢者相談＝6月₂0日㈭1₄：00～
16：00。
②ギャンブル等依存相談＝6月₂6日
㈬1₂：30～16：30。
③思春期相談＝6月₂₈日㈮、₇月1日㈪
10：00～1₂：00、₇月11日㈭1₅：00～ 
1₇：00。
④アルコール・薬物依存相談＝6月 
₂₈日㈮13：30～1₅：30、₇月10日㈬ 
1₄：00～16：00。
⑤一般相談＝₇月3日㈬10：00～1₂：00
Ｎ①、③～⑤専門医による相談、②
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

Ｖ女性の権利110番（電話相談）

相談専用電話☎₂01-₂6₅0
Ｊ6月₂₄日㈪10：00～16：00
Ｎ県弁護士会所属の弁護士による暴
力や離婚、職場での差別、同性パー
トナーシップなどの相談。
Ｔ県弁護士会☎₂₂₇-₈₄31Ｆ₂₂₅-₄₈60

Ｖ弁護士による養育費相談

Ｊ6月₂₅日㈫13：30～16：30
Ｂ花見川保健福祉センター
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
Ｍ6月6日㈭～1₇日㈪必着。ｇにｊを
明記して、〒₂60-₈₇₂₂千葉市役所こ
ども家庭支援課へ。☎₂₄₅-₅1₇₉、Ｆ
₂₄₅-₅631、Ｅkateishien.CFC@city.
chiba.lg.jpも可。

Ｖ労災職業病なんでも相談

Ｊ6月₂₉日㈯13：00～16：00
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎ弁護士・労働安全衛生管理者によ
る労働災害・職業病相談
Ｃ当日直接会場へ。電話相談不可
Ｔ千葉中央法律事務所☎₂₂₅-₄₅6₇、
雇用推進課Ｆ₂₄₅-₅66₉

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）
☎₂₅₉-1110

募　集

ＺWEBアンケートであなたの
意見を市政に！

6月1日㈯～10日㈪、ｈでWEBアンケ
ートを行っています。
テーマ＝「シェアリングエコノミー」

「学校施設の活用」「農業」
抽選で、動物公園などの施設利用券
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

Ｖ地域のために空家などを 
活用する提案

募集案＝地域のために、空家や空家
の跡地を活用する提案。採用された
提案には、改修費などの一部を市が
助成。
募集期間＝6月3日㈪から
詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ住宅政策課☎₂₄₅-₅₈10Ｆ₂₄₅-₅₇₉₅

Ｚ平和の折り鶴、作業ボランテ
ィア

広島、長崎での平
和記念（祈念）式
典へ平和の折り鶴
を送呈します。
折り鶴　期限＝6月13日㈭。募集箱設
置場所＝市役所、区役所（中央区を
除く）、きぼーる1階。注意事項＝折
り紙は₇.₅㎝×₇.₅㎝以下。できるだけ
千羽鶴の状態で提出してください

（下端部が抜け落ちないよう注意）。
名前やメッセージなどを書いた短冊
を結び付けることができます。
きぼーる（₇月1日㈪～11日㈭）、生涯
学習センター（₇月13日㈯～₂3日㈫）
で開催する千葉空襲写真パネル展で
展示します。
作業ボランティア　
Ｊ6月1₇日㈪～₂1日㈮10：00～1₇：00
Ｂ市役所屋上展望室
Ｎ折り鶴を糸でつなぎます。
Ｃ途中入退室可
Ｔ市民総務課☎₂₄₅-₅1₅3Ｆ₂₄₅-₅1₅₅

Ｖ視覚障害者への同行援護従
業者の養成研修

Ｊ①一般課程＝6月16日㈰・₂3日㈰ 
₉：30～1₇：00、6月30日㈰、₇月6日㈯
1₂：30～1₇：00。全₄回。
②応用課程＝₇月₂0日㈯・₂₇日㈯₉：30
～1₇：00。全₂回。
Ｂハーモニープラザ
Ｉ各先着₂0人
Ｋ①＝₂₅,000円。②＝1₅,000円。両課
程＝3₅,000円
Ｍ6月3日㈪～₉日㈰に電話で、市視覚
障害者協会研修事務局☎31₂-006₈

（FAX兼用）。Ｆ前記・ＥFJP₇01₂₅@
nifty.comも可（ｊを明記）。
Ｔ障害者自立支援課☎₂₄₅-₅1₇₅

Ｗフィットネスで健康づくり
の利用者

Ｊ₈～10月の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）
Ｉ各施設₂0人程度
Ｋ₄,000円（自己負担額）
Ｃ利用できる施設は、募集案内（保
健福祉センターで配布。ｈ（「千葉市
　シニアフィットネス」で検索）を
ご覧ください。結果は、全員に₇月下
旬に郵送
Ｍ6月1₄日㈮～₂₈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

Ｗ特別養護老人ホーム「バウム
あすみの丘」の入居者

₇月1日㈪開所予定の特別養護老人ホ
ームバウムあすみの丘（若葉区若松
町₈₈-1）の入居者を募集しています。
Ｈ原則、要介護3～₅の方（入所の必
要度の高い方優先）
Ｔ同施設☎₂3₅-₈₂1₅Ｆ₂3₅-₈₂16

Ｚランチ・ミーティングの 
参加者

Ｊ₇月1₈日㈭1₂：00～1₂：₅0
Ｂ市役所市長室
Ｎ市長と昼食を取りながら参加団体
の活動内容についての意見交換
Ｉ1団体（₅～₉人）
Ｇ昼食
Ｍ6月₂1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

Ｘ里親になりませんか

親の病気や死別、離婚などにより家
庭での生活ができない子どもたちが
います。里親制度は、このような子
どもたちを家族の一員として迎え入
れ、家庭の中で育てていく制度です。
詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ児童相談所☎₂₇₇-₈₈₈0Ｆ₂₇₈-₄3₇1

Ｘ子どもルーム夏季補助員 
（アルバイト）

Ｎ児童の生活や遊びの指導および安
全管理。雇用期間＝₇月16日㈫～₈月
30日㈮。勤務時間＝月～土曜日₇：₄₅
～1₉：00(交代制)。時給＝₉₉0円。別
途交通費(規定内)
Ｈ1₈～6₄歳（高校生を除く）
募集説明会（次のいずれかに参加）
ＪＢ6月11日㈫13：30・16：00、1₄日㈮
11：00＝市社会福祉協議会中央区事
務所。6月13日㈭1₅：00・1₉：00＝同協
議会美浜区事務所。6月1₉日㈬1₉：00
＝ハーモニープラザ
Ｍ履歴書を持参して、当日直接会場
へ
Ｔ同協議会☎₂0₉-60₅₅Ｆ₂0₉-60₇₇

お知らせ

Ｙジェフユナイテッド千葉試合
日程・ホームゲームに招待

6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
6/₂㈰ 16：00 V・ファーレン長崎
1₅㈯ 1₈：00 鹿児島ユナイテッドFC
₂₉㈯ 1₈：00 FC町田ゼルビア

フクダシートプレゼント

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

Ｖ＝くらし・地域　Ｗ＝健康・福祉　Ｘ＝子育て・教育
Ｙ＝魅力・観光　　Ｚ＝その他
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特に記載のない場合は、◦申し込みは１日から受け付け　◦応募多数の場合は抽選　◦対象は市内在住・在勤・在学の方　◦料金は無料
申込時に記載する必要事項は【15面】参照。

施　設

Ｍ②③電話で。④⑤同館ミュージアムショップでチケット購入。⑥6/20㈭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きぼーる7
階千葉市科学館へ

催し名 日時・対象・定員など
①第25回青少年のための科
学の祭典 千葉大会

6/₈㈯・9㈰9：30～15：30
Ｂきぼーる1階、科学館　Ｎ実験や工作体験

②千葉キッズサイエンスト
ーク

「宇宙飛行士を支える仕事」

6/23㈰14：30～15：30　Ｎ国際宇宙ステーションの実
験棟を管制するフライトディレクターの仕事内容な
どを紹介　Ｉ先着50人　Ｃ要入館料

③大人が楽しむ科学教室
「地震・津波発生場を掘ると
いうこと」

6/16㈰13：30～15：00
Ｎ探査船「ちきゅう」による科学掘削の成果を解説
Ｈ高校生以上の方　Ｉ先着70人

④プラネタリウム特別投影 
「フィールアロマ」

6/21㈮・22㈯19：00～19：45　Ｉ各先着200人
Ｋ高校生以上₈00円、小・中学生300円

⑤プラネタリウム特別投影
「星空ヨガ」

6/7㈮1₈：30～19：30
Ｉ先着60人　Ｋ大人1000円、高校生900円

⑥きぼーる星空観察会 7/13㈯･22㈪･30㈫19：30～21：00　Ｉ各50人
Ｃ中学生以下は保護者同伴

科学館 ☎30₈-0511 Ｆ30₈-0520　6/24㈪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

科学フェスタ201９の参加団体募集
Ｊ10月12日㈯･13日㈰10：00～16：00
Ｈ大学などの研究機関、教育機関、企業、NPO法人、市民団体など
Ｉ30団体程度
Ｍ6月17日㈪必着。応募用紙（千葉市科学フェスタｈから印刷･ダウンロード可）を、
〒260-0013中央区中央4-5-1千葉市科学フェスタ事務局へ。Ｅsciencefesta@
kagakukanQ.comも可。

生涯学習センター
講座
Ｍ①～⑥当日直接会場へ（開始時間の30分前から受付）。⑦～⑫⑭6/14㈮、⑬⑮
～⑳6/2₈㈮必着。ｏ（1人1通1講座）にｊのほか、⑨⑬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

「風と共に去りぬ」
6/17㈪9：30～13：20、14：00～17：50
Ｉ各先着300人

②木曜名画座
「ゲームの規則」

6/27㈭10：00～11：50、14：00～15：50
Ｉ各先着300人

③親子アニメ上映会
6/₈㈯おまえうまそうだな=10：00～11：00、昭和の16
㎜フィルムアニメーション=14：00～14：40
Ｉ各先着65人　

④やすらぎのアトリウムコ
ンサート(二胡)

6/15㈯16：00～17：00
Ｎ曲目=蘇州夜曲、時代、愛燦燦など

⑤七夕かざりをつくろう 6/23㈰10：00～12：00
Ｈ小学生以下の子ども

⑥プログラミング体験 
「ポケットパーク DE ビス
ケット」

7/13㈯11：30～12：00、13：00～13：30
Ｈ5歳児～小学3年生(就学前児は保護者同伴)
Ｉ各回先着10人

⑦はじめてのLINE 6/27㈭、7/4㈭13：30～15：30　全2回
ＨLINE初心者　Ｉ20人　Ｇスマートフォン

⑧新そばを楽しむ蕎麦打ち
体験教室

6/29～7/20の土曜日9：30～13：30　全4回
Ｈ成人　Ｉ24人　Ｋ6,000円

⑨思春期講座「子どもの思
春期を心穏やかに迎えるた
めに」

7/1㈪･₈㈪10：00～12：00、15㈷13：00～16：00　全3回
Ｈ小学生以上の子どもがいる保護者　Ｉ50人
Ｃ1歳6カ月以上の就学前児を対象に託児あり（Ｉ₈人）

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。
Ｊ7月20日㈯1₈：00開始・対アビス
パ福岡、27日㈯1₈：00対横浜FC
Ｈ小・中学生と市内在住・在学の保
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
Ｍ6月14日㈮必着。ｇに保護者の氏
名（フリガナ）・住所・電話番号、 
子どもの氏名（フリガナ）・学年、
試合名を明記して、〒260-₈722千
葉市役所観光MICE企画課「フク
ダ シ ー ト プ レ ゼ ン ト 」 係 へ 。
Ｅhometown@city.chiba.lg.jp
も可
Ｔ観光MICE企画課☎245-5₈97Ｆ
245-5669

Ｙ千葉ロッテマリーンズ 
試合日程・市民招待

6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
6/1㈯ 14：00 埼玉西武
  2㈰ 14：00 埼玉西武
  4㈫ 1₈：15 阪神
  5㈬ 1₈：15 阪神

　6㈭ 1₈：15 阪神
　11㈫ 1₈：15 横浜DeNA
　12㈬ 1₈：15 横浜DeNA
　13㈭ 1₈：15 横浜DeNA
　14㈮ 1₈：00 中日
　15㈯ 14：00 中日

16㈰ 14：00 中日
フレンド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。
Ｊ7月10日㈬1₈：15開始・対北海道
日本ハム戦
Ｉ100組200人(内野席)
Ｃ当選発表は6月17日㈪にEメー
ルで通知します。
Ｍ6月2日㈰10：00～6月9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：//
www.cnplayguide.com/marines 
/chiba/）から
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

Ｗ依存症問題に取り組む 
団体の活動経費の一部補助

Ｈ市内を活動拠点として、アルコー
ル・薬物・ギャンブルなどの依存症に
関する問題に取り組む団体
Ｎ対象経費＝4月1日～来年3月31日
㈫に行う事業に係る経費
補助額＝対象経費の2分の1（上限額
3万円）
Ｉ先着13件程度
Ｃ申請方法、対象事業など詳しくは、
お問い合わせください。
Ｔ精神保健福祉課☎23₈-99₈0Ｆ23₈-
9991

Ｚ経済センサス－基礎調査に 
ご協力を！

事業所の活動状態を把握するため、
市内の事業所を対象に調査を実施し
ます。調査時期＝6月～来年3月
回答対象＝調査書類が配布された事
業所。インターネットでも回答できます。

Ｔ政策企画課☎245-5714Ｆ245-5₈91
区役所地域振興課・中央☎221-2104、
花見川☎275-6191、稲毛☎2₈4-6104、
若葉☎233-₈121、緑☎292-₈104、美
浜☎270-3121

Ｚ6月2日㈰～8日㈯は危険物安
全週間

危険物（ガソリン、灯油など）の安
全な取扱方法の周知や、事業所の安
全管理体制の確立と強化を目的とし
て、全国一斉に危険物安全週間が実
施されます。
危険物防災講習会　
Ｊ6月3日㈪14：20～16：45
Ｉ先着300人
Ｍ当日直接会場へ

危険物事故防止のパネル展示　
Ｊ6月3日㈪～9日㈰
Ｂ生涯学習センター
Ｔ消防局指導課☎202-1667Ｆ202-
1679

Ｚアクアリンクちばの 
一部施設が臨時休業

アクアゾーンは法定点検のため、6月
24日㈪～2₈日㈮、スケートリンクは
フィギュア競技会のため、6月29日㈯
に休業します。
Ｔアクアリンクちば☎204-72₈3Ｆ
204-72₈4

Ｚハーモニープラザが変わり
ます

来年3月末、ことぶき大学校と男女共
同参画センターの一部（イベントホ
ールなどの施設の貸し出し）を廃止
します。4月から蘇我コミュニティ
センターハーモニープラザ分館とし
て引き続き利用できます。
Ｔ地域福祉課☎245-515₈Ｆ245-5620

Ｙ8月にフクダ電子スタジアム
がオープン

蘇我スポーツ公園に軟式野球、ソフ
トボールができる野球場が新しくオ
ープンします。
₈月分の利用は、6月15日㈯から抽選
申込の受付開始。
詳しくは、ｈ「フクダ電子スタジア
ム」で検索
Ｔ同施設☎20₈-55₈0Ｆ20₈-5575

Ｘ児童虐待を防ごう！！ 
あなたが救う小さな手

子育て中は悩みを抱え込み、知らない
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、地域の方の気づきや声掛けが大
切です。虐待かなと思ったら、ご相談
ください。ｈ（「千葉市　児童虐待」
で検索）からも受け付け可。相談や
連絡をした方の秘密は守られます。
虐待の相談や連絡はｈでも受け付け
ています。
Ｔ児童相談所☎277-₈₈₈0Ｆ27₈-4371
または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4月分

Ｎ市内の測定局で測定した4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

教室・催し名 日時・対象・定員など
おやこ工作「もぐもぐパックン
を作ろう！」

6/2㈰14：30～16：30
Ｈ小学生以下の子どもと保護者　Ｉ先着20組

交流カフェ 「かふぇきがーる」 6/6㈭･27㈭17：00～19：00
Ｈ中学･高校生　Ｉ各先着24人

おはなし会「あめのひのえほん」6/16㈰14：00～14：30、15：00～15：30
Ｈ小学生以下の子ども

なかよし工房Aクラス「ペット
ボトルで風鈴を作ろう！」

6/22㈯14：00～16：00
Ｈ小学～高校生　Ｉ先着16人

きぼーる・子どもミュージアム
「みんなで作ろう、紙コップオブ
ジェ」ほか

6/23㈰13：00～16：00
Ｂきぼーる1階アトリウム

もっちり食感！透けてる！フル
ーツ生春巻きをつくろう！

6/29㈯10：30～11：30、12：30～13：30
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ各先着25人 

オープン工房 「ビーズでアクセ
サリーを作ろう！」

6/30㈰14：00～16：00
Ｈ4歳児～高校生　Ｉ先着24人

Ｍ当日直接会場へ
Ｃ就学前児は保護者同伴

☎202-1504Ｆ202-1503 火曜日休館子ども交流館
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講座名 日時・対象・定員など

⑩ワード2016入門 7/6～27の土曜日10：00～12：00　全4回
Ｈ文字入力ができる方　Ｉ20人

⑪16ミリ映写機操作講習会 7/7㈰13：00～16：30
Ｈ18歳以上の方（高校生を除く）　Ｉ20人

⑫スクラッチでアニメ作り
～USAで踊るパンダ～

7/7㈰10：00～12：00　Ｈ小学3年生以上のス
クラッチ（プログラミングソフト）経験者
Ｉ20人

⑬子育て講演会「お医者様に聞く！
アレルギーってなぁに？」

7/₉㈫13：30～15：00　Ｉ30人
Ｃ1歳6カ月以上の就学前児を対象に託児あ
り（Ｉ10人）

⑭エクセル即戦力講座
7/12～26の金曜日13：30～16：00　全3回　
Ｈマウス操作や文字入力ができる方
Ｉ20人　Ｋ5,250円

⑮子どものハローワーク「南極をも
っと知ろう！見よう！触ろう！」

7/18㈭10：00～12：00
Ｈ小学4年～中学1年生　Ｉ40人

⑯身近な材料で科学する！夏休みの
自由研究は、ここで解決！！

7/21㈰10：00～14：30
Ｈ小学1～2年生と保護者　Ｉ10組

⑰千葉公園を歩いて世界に1つの本
をくつろう

7/24㈬₉：30～15：30
Ｈ小学3～6年生　Ｉ24人  Ｋ300円

⑱市民自主企画パソコン講座「親子
でスクラッチ入門」

7/24㈬･25㈭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
Ｋ1組600円

⑲はじめてのエクセル2016
7/25～8/22の木曜日10：00～12：00　全5回
Ｈワード使用経験のあるエクセル初心者
Ｉ20人　Ｋ1,2₉6円

⑳箏のおけいこ＆発表会
7/2₉㈪･30㈫、8/1㈭～3㈯10：00～11：30 

（3日は₉：30から)　全5回
Ｈ小学4年～中学3年生　Ｉ15人

まなびフェスタ2019の参加団体を募集
Ｊ12/7㈯・8㈰　Ｈ①市内で1年以上活動している、講座やワークショップ実施団
体。②市内を中心に合唱・演奏活動などを行い、ステージ発表を希望する団体
Ｉ①②各20団体程度
Ｍ6/28㈮必着。申込書（同センターで配布。ｈから印刷も可）を直接同センター
へ郵送（宛先=前記）。同センターへ電話☎前記も可。

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

初めての陶芸教室

6/20・27、7/11～8/1の木曜日
10：00～12：00　全6回
Ｈ高校生以上の陶芸初心者　Ｉ16人
Ｋ1,000円
Ｍ6/7㈮必着。ｏにｊを明記して、〒260-
0813生実町67-1生浜公民館へ

葛城公民館
☎222-8554
Ｆ222-1453

花束ハーバリウム＆
季節のハーバリウム
作り

6/20㈭10：00～12：00
Ｈ成人  Ｉ先着10人　Ｋ1,800円
Ｍ6/4㈫から電話で

新宿公民館
☎243-4343
Ｆ243-3₉72

野菜ソムリエプロの
料理教室

6/1₉㈬10：00～12：30
Ｈ成人　Ｉ先着16人　Ｋ1,000円
Ｍ6/2㈰から電話で

末広公民館
☎264-1842
Ｆ264-3746

初めてでも一人で着
られる「浴衣着付け
レッスン」

6/2₉㈯、7/6㈯ ₉：30～11：30　全2回
Ｈ16歳以上の女性　Ｉ先着10人
Ｇ浴衣一式
Ｍ6/7㈮から電話で

椿森公民館
☎254-0085
Ｆ254-1285

初めてのフラダンス
体験講座

6/2₉㈯10：00～12：00
Ｈ成人女性　Ｉ先着15人
Ｍ6/2㈰から電話で

星久喜公民館
☎266-43₉2
Ｆ266-4₉81

①おもちゃであそぼ
う「木育広場と手作
りおもちゃ」 
②楽しく学ぼう！旅
行英会話

①6/20㈭・27㈭10：00～12：00　全2回、
②7/6～20の土曜日10：00～12：00　全3回 
Ｈ①就学前児と保護者、②成人
Ｉ①先着8組、②先着16人　Ｋ①300円
Ｍ6/3㈪から電話で

宮崎公民館
☎263︲5₉34
Ｆ263︲4₉04

①大正琴教室 
②終活勉強会 
③ボール・ベル・ベル
ターを使った親子体
操「3B体操  親子DE
チュー♥」 
④ギターポリスと学
ぶ電話ｄｅ詐欺の最
新事情

①6～10月（8/14を除く）の第2･4水曜日
13：00～14：30、11/₉㈯時間未定（決まり次
第お知らせします）　全10回（11/₉は演奏
会）、②6/22㈯、7/6㈯10：00～11：30　全2
回、③6/25㈫10：00～11：00、④6/27㈭ 
10：00～11：00　Ｈ①②④成人、③就学前
児と保護者　Ｉ①先着10人、②④先着20
人、③先着10組　Ｋ①1,728円
Ｍ①直接来館（料金持参）、②③④電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4₉61
Ｆ271-6₉₉4

タブレットを使った脳
トレ体験講座

6/27㈭、7/11㈭、8/6㈫10：00～12：00　
全3回　Ｈ60歳以上の方　Ｉ先着30人
Ｍ6/2㈰から電話で

検見川公民館
☎271-8220
Ｆ271-₉31₉

①普通救命講習会 
(AED) 
②初級Word講座

①6/6㈭₉：00～12：00、
②6/18㈫～21㈮₉：00～12：00　全4回
Ｈ成人　Ｉ①先着20人②先着10人
Ｋ②1,200円　Ｍ電話で（②6/2㈰から）

犢橋公民館
☎25₉-2₉58
Ｆ25₉-6431

香り（アロマ）の効
果を学ぼう

6/18㈫10：00～12：00
Ｈ成人女性　Ｉ先着12人
Ｍ電話で

講座

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

花
見
川

こてはし台公民館
☎250-7₉77
Ｆ250-1₉₉2

こてはし台学 
①終活を考える
②エンディングノート

①6/23㈰・②30㈰10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ各先着20人
Ｍ6/2㈰から電話で

さつきが丘公民館
☎250-7₉67
Ｆ286-646₉

シニア向けスマート
フォン体験講座

6/18㈫13：00～15：00
Ｈスマートフォンを持っていない方
Ｉ先着15人
Ｍ6/2㈰から電話で

長作公民館
☎258-1₉1₉
Ｆ286-644₉

親子ゆかた着付け教
室「自分でゆかたを
着てみよう」

6/8㈯10：00～12：00　Ｈ小学生と保護者
Ｉ先着10組　Ｇ浴衣など
Ｍ6/2㈰から電話で

花園公民館
☎273-8842
Ｆ271-0370

落語を楽しむ
「三遊亭たん丈独演
会」

6/2₉㈯14：00～15：00
Ｈ成人　Ｉ先着50人
Ｍ6/4㈫から電話で

花見川公民館
☎257-2756
Ｆ286-0185

①ワードでミニアル
バムづくり 
②子どもうどん作り
教室

①6/13㈭13：00～16：00、②6/2₉㈯10：00～
12：00　Ｈ①成人、②小学3～6年生
Ｉ①先着10人、②先着20人
Ｋ②400円　Ｇ①パソコン
Ｍ6/4㈫から①電話で、②直接来館（料金
持参）

幕張公民館
☎273-7522
Ｆ273-6185

①地元花見川区を知
り、歩こう！
②パソコン講座

「ワードでアート」チ
ラシづくり入門

①6/20、7/18、8/22、₉/1₉、10/17の木曜
日13：00～16：30　全5回、②7/₉㈫～12㈮
₉：00～12：00　全4回
Ｈ①成人、②65歳以上の方
Ｉ①先着30人、②先着10人
Ｍ①6/3㈪・②4㈫から電話で

幕張本郷公民館
☎271-6301
Ｆ271-0881

①ちりめんでストラ
ップ
②パソコン講座

「ワードでチラシ作
り」

①7/16㈫₉：30～12：00、②7/23㈫・24㈬ 
₉：00～12：00、13：00～16：00　全4回
Ｈ成人　Ｉ各先着10人
Ｋ①300円、②1,200円
Ｍ①6/3㈪・②12㈬から電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
Ｆ243-3₉62

中高年のための 
健康体操

6/1₉㈬・26㈬13：30～15：30　全2回
Ｈ40歳以上　Ｉ先着20人
Ｍ6/2㈰から電話で

草野公民館
☎287-37₉1
Ｆ287-3672

認知症サポーター養
成講座

6/26㈬13：30～15：00
Ｈ成人　 Ｉ先着30人
Ｍ6/2㈰から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
Ｆ247-1₉31

最新がん治療を知る
「放射線医学総合研
究所見学会」

7/3㈬13：00～16：00　Ｈ成人　Ｉ28人
Ｍ6/20㈭必着。ｏにｊを明記して、〒263 
-0042黒砂2-4-18黒砂公民館へ

小中台公民館
☎251-6616
Ｆ256-617₉

①親のためのLINE
講座
②初めてのスマホ教室

①6/15㈯10：00～11：30、②6/18㈫・1₉㈬ 
14：00～16：00　全2回　Ｈ成人　Ｉ①先
着50人、②先着20人　Ｍ6/2㈰から電話で

山王公民館
☎421-1121
Ｆ423-035₉

夏休み子どもそば打
ち体験教室

7/27㈯ ₉：00～13：00
Ｈ小学生と保護者　Ｉ先着8組
Ｋ1組1,500円　Ｍ6/2㈰から電話で

千草台公民館
☎255-3032
Ｆ255-3682

①大正琴教室 
②落語上演会 
③国蝶観察教室

①6/5㈬・1₉㈬、7/3㈬13：00～14：30　全3
回、②6/16㈰₉：30～11：30、③6/2₉㈯13：00
～15：00　Ｈ①②成人、③小学生、成人
Ｉ①先着10人、②③先着20人
Ｍ6/2㈰から電話で

都賀公民館
☎251-7670
Ｆ284-0627

ベビーマッサージ教
室～親子でスキンシ
ップ～

6/13㈭・27㈭ 10：00～12：00　全2回
Ｈ3～7カ月児と保護者　Ｉ先着10組
Ｃ1歳以上の就学前児を対象に託児あり

（Ｉ先着5人）　Ｍ6/2㈰から電話で
轟公民館
☎251-7₉₉8
Ｆ285-6301

ふれあいコンサート
アルパの調べ

6/2₉㈯13：30～15：00
Ｈ小学生以上の方　Ｉ先着60人
Ｍ6/3㈪から電話で

緑が丘公民館
☎25₉-2870
Ｆ286-6442

わらべうたと絵本講
座

7/3㈬10：00～11：00
Ｈ成人　Ｉ先着15人　Ｃ託児あり
Ｍ6/3㈪から電話で

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
Ｆ265-6₉48

ボランティア手編み
講座

6/14㈮・21㈮10：00～12：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ電話で

加曽利公民館
☎232-5182
Ｆ232-6408

親子講座 
①親子ふれあい体操 
②親子であそぼう

①6/10～7/1の月曜日10：00～11：00　全4
回、②6/14～6/28の金曜日10：00～11：30 
全3回　Ｈ1歳6カ月～3歳児と保護者
Ｉ各先着10組　Ｍ6/3㈪から電話で

桜木公民館
☎234-1171
Ｆ234-1172

リズムにのって親子
遊び！！

6/21㈮、7/1₉㈮10：30～12：00　全2回
Ｈ1歳6カ月～3歳児と保護者　
Ｉ先着20人　Ｍ6/2㈰から電話で

白井公民館
☎228-0503
Ｆ228-6168

さわやかコンサート
「みんなでうたう叙
情歌・愛唱歌」

6/16㈰10：00～12：00
Ｉ先着60人　
Ｍ電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
Ｆ254-3135

シニアのためのスキ
ンケア「輝いた自分
に会おう」

6/21㈮13：00～15：00
Ｈ成人　Ｉ先着20人　Ｋ300円
Ｍ6/2㈰から電話で

若松公民館
☎231-7₉₉1
Ｆ231-07₉8

シニアのための食事
セミナー

「調理！運動！音楽！」

6/12㈬10：00～13：30 、6/26㈬、₉/30㈪ 
10：00～12：00　全3回　Ｈ65歳以上
Ｉ先着16人　Ｋ300円　Ｍ電話で

緑
越智公民館
☎2₉4-6₉71
Ｆ2₉4-1₉31

絵本読み聞かせサポ
ーター講習会

6/16㈰、10/14㈷10：00～12：00　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着24人
Ｍ6/2㈰から電話で

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

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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区 日程 会場 問い合わせ

中
央

₆⊘ ₃㈪
1₈㈫
2₄㈪

星久喜公民館
松ケ丘公民館
新宿公民館

松ケ丘公民館
☎2₆1-₅₉₉0

花
見
川

12㈬
2₆㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎2₇₃-₇₅22

稲
毛

₇㈮
10㈪
21㈮

草野公民館
小中台公民館
轟公民館

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

₆⊘1₃㈭
2₇㈭

千城台公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎2₃₇-1₄00

緑 ₅㈬
10㈪

おゆみ野公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎2₉1-1₅12

美
浜 ₆㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎2₄₇-₈₅₅₅

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

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

催し・講座・展示名など 日時・定員・料金・申込方法
夏の洋蘭展 ₆/₄㈫～₉㈰
絵画サークル「セピア」展 ₆/11㈫～1₆㈰
ハーブクイズラリー ₆/11㈫～₃0㈰　Ｋ100円
植物造形展 ₆/1₈㈫～2₃㈰

ステンシル体験教室 ₆/22㈯～2₅㈫・2₇㈭～₃0㈰10：₃0～12：00、1₃：00～ 
1₅：00　Ｉ各先着10人　Ｋ₅00円

クラリネットアンサンブル
コンサート ₆/2₃㈰11：₃0～12：10

花の中のマンドリンコンサ
ート ₆/2₃㈰1₄：00～1₅：00

ラベンダースティック作り ₆/2₃・₃0の日曜日10：00～1₆：00 
Ｉ各日先着100人　Ｋ₅00円

アロマスプレー ₆/2₅㈫～2₉㈯1₃：00～1₅：00 
Ｉ各日先着20人　Ｋ₃00円

フォト「花・水・木」展 ₆/2₅㈫～₃0㈰
植物企画「ハーブ展」 ₆/₃0㈰まで
フラワーカレッジ参加者募集
Ｈ小学生（小学₃年生以下は保護者同伴）
Ｍ₆/10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

夏休み子どもいけばな教室 ₇/1₇㈬10：00～12：00
Ｉ1₅人　Ｋ₅00円

楽しく作ろう押し花ペーパーウエイト ₇/1₈㈭10：00～12：00
Ｉ20人　Ｋ1,200円

花で飾るコルクのマイルームプレート ₇/2₃㈫10：00～12：00
Ｉ20人　Ｋ1,200円

親子ハーブ教室「手作り虫よけスプレー」 ₇/2₄㈬10：00～12：00
Ｉ1₈組　Ｋ1,000円

男女共同参画センター

シルバー人材センター弁天ワークプラザ

ＭEメールでｊを明記して、同センターＥsankaku@f-cp.jp。電話も可

Ｈ文字入力ができる方
Ｍ電話・FAXで

催し・講座名 日時・場所・対象・定員
①男女共同参画週間展示 ₆/2₅㈫～₃0㈰（2₅日は1₃：00から、₃0日は12：00まで）
②地域で活かせる！コミュ
力アップ講座

₆/2₉㈯、₇/1₃㈯₉：₃0～11：₃0
Ｂ文化センター　Ｉ先着20人

③女性のための起業準備講
座「やりたいことを叶えるた
めに」

₇/₅㈮･12㈮10：00～12：00
Ｂビジネス支援センター　Ｈ女性
Ｉ先着₃0人　

④しごと応援ゼミ
「このハラスメント！あなた
ならどうする？」

₇/1₇㈬1₈：₃0～20：₃0
Ｂ文化センター
Ｉ先着20人

講座名 日時・定員･料金

ワードで旅行案内状と写真集 ₆/₈日㈯・1₅日㈯₉：₃0～12：₃0　全2回 
Ｉ先着12人　Ｋ₄,100円

エクセルで関数と表 ₆/22日㈯・2₉日㈯₉：₃0～12：₃0　全2回 
Ｉ先着12人　Ｋ₄,100円

エクセル夏期夜間講座 ₇/12～₈/2₃の金曜日1₈：00～20：00　全₇回 
Ｉ先着12人　Ｋ₈,₉00円

アクセス初級夏期夜間講座 ₇/12～₈/2₃の金曜日1₈：00～20：00　全₇回 
Ｉ先着12人　Ｋ₈,₉00円

☎20₉-₈₇₇1 Ｆ20₉-₈₇₇₆
月曜日・祝日休館

☎2₈₅-00₆₅
（FAX兼用）

いきいきプラザ・センター
Ｈ市内在住の₆0歳以上の方
Ｍ①～⑥₆/1㈯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。⑦
⑧当日直接会場へ

催し名 日時・定員など
中央いきいきプラザ ☎20₉-₉000 Ｆ20₉-₉00₆
①松ケ丘歌声集会 ₆/1₅㈯1₃：₃0～1₅：00　Ｉ先着₇0人
②理学療法士による痛みのない体づく
り講話

₆/2₉㈯1₃：₃0～1₄：₃0
Ｉ先着₅0人

蘇我いきいきセンター ☎2₆₄-₆₉₆₆ Ｆ2₆₄-₆₉₆₇

③体力測定会
₆/2₃㈰₉：₃0～11：₃0　
Ｎ足指筋力･長座体前屈・開眼片足立ち測
定など　Ｉ先着₄0人

花見川いきいきプラザ ☎21₆-00₈0 Ｆ21₆-00₈₃

④健康フェスティバル
₆/1₉㈬₉：₃0～12：00、1₃：00～1₆：₃0　
Ｎ骨密度・血管年齢測定など
Ｉ先着100人

あやめ台いきいきセンター ☎20₇-1₃₈₈ Ｆ20₇-1₃₆₈

⑤健康フェスティバル

Ⓐ₆/2₉㈯₉：₃0～1₅：00、Ⓑ₆/₃0㈰₉：₃0～
11：₃0、1₃：00～1₅：00　
ＮⒶ骨密度・血管年齢・体組成測定など、
Ⓑ脳年齢測定　Ｉ各先着₈0人

緑いきいきプラザ ☎₃00-1₃1₃ Ｆ₃00-1₅11

⑥健康フェスティバル ₆/22㈯₉：₃0～11：₃0、1₃：00～1₅：00
Ｎ骨密度･脳年齢・足指筋力測定など

越智いきいきセンター ☎20₅-12₉0 Ｆ20₅-12₉1

⑦健康フェスティバル ₆/2㈰₉：₃0～11：₃0、1₃：00～1₅：00
Ｎ骨密度･脳年齢・体組成測定など

美浜いきいきプラザ ☎2₇0-1₈00 Ｆ2₇0-1₈11

⑧脳年齢測定会
₇/₆㈯10：₃0・11：00・11：₃0、1₃：₃0・1₄：00・
1₄：₃0、₇/₇㈰10：₃0・11：00・11：₃0 
Ｉ先着1₃₅人（₃0分毎に1₅人）

千葉競輪場 公営事業事務所
☎2₅1-₇111 Ｆ2₅₅-₉₉0₉

レース日程（場外）

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

緑

おゆみ野公民館
☎2₉₃-1₅20
Ｆ2₉₃-1₅21

パソコン教室 
「ワード入門」

₆/11㈫～1₄㈮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
Ｍ₆/2㈰から電話で

椎名公民館
☎2₉2-0210
Ｆ2₉2-₄₆₃1

郷土食を楽しむ
「アジのサンガ焼、南
総里見おやき」

₆/22㈯10：00～1₃：00
Ｈ成人　Ｉ先着1₆人　Ｋ₈00円
Ｍ₆/2㈰から電話で

土気公民館
☎2₉₄-00₄₉
Ｆ2₉₄-₄2₃₃

①竹細工教室
「茶道の茶杓づくり」 
②AED救命講習会

①₆/11㈫10：00～12：00、②₆/2₈㈮1₃：₃0～
1₆：₃0　Ｈ成人
Ｉ①先着12人、②先着20人
Ｋ①₅00円
Ｍ₆/2㈰から電話で

誉田公民館
☎2₉1-1₅12
Ｆ2₉2-₇₄₈₇

そば打ち体験教室
₆/22㈯・₃0㈰₉：₃0～12：₃0　全2回
Ｈ成人　Ｉ先着10人　Ｋ₃,000円
Ｍ₆/₄㈫から直接来館（料金持参）

美
浜

磯辺公民館
☎2₇₈-00₃₃
Ｆ2₇₈-₉₉₅₉

知って得する暮らし
の情報

「老後の生活設計」

₇/₃㈬10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着₃0人
Ｍ₆/₇㈮から電話で

稲浜公民館
☎2₄₇-₈₅₅₅
Ｆ2₃₈-₄1₇₆

癒しのハーブ講座
①クラフト
②ソルト
③生葉染   

₆/2₇、₇/2₅、₈/2₉の木曜日10：00～12：00
全₃回
Ｈ成人　Ｉ先着1₆人
Ｋ①②₅00円、③2,₅00円
Ｍ₆/₇㈮から電話で

打瀬公民館
☎2₉₆-₅100
Ｆ2₉₆-₅₅₆₆

ヘルシーな 
パン作り教室

₆/1₄～₇/₅の金曜日1₃：00～1₆：00　全₄回 
Ｈ成人女性
Ｉ先着1₄人　Ｋ2,₈00円
Ｍ₆/2㈰から電話で

幸町公民館
☎2₄₇-0₆₆₆
Ｆ2₃₈-₄1₅₃

コケ玉作りを楽しも
う

₆/2₉㈯10：00～12：00
Ｈ成人　Ｉ先着1₆人　Ｋ₇00円
Ｍ₆/₃㈪から電話で

高浜公民館
☎2₄₈-₇₅00
Ｆ2₄₈-₆₈₅1

初めての陰ヨガ「股
関節の柔軟性から健
康と若さを」

₆/10～2₄の月曜日10：00～11：₃0　全₃回 
Ｈ成人　Ｉ先着20人
Ｍ₆/₄㈫から電話で

レース名 日程
小松島（FⅠ） ₆/1㈯～2㈰
取手（GⅢ） 1㈯～₄㈫
武雄（FⅠ） ₄㈫～₆㈭
宇都宮（FⅠ） ₆㈭～₈㈯
四日市（GⅢ）ナイター ₆㈭～₉㈰
京都向日町（FⅠ）西日
本カップ ₇㈮～₉㈰

立川（FⅠ） 10㈪～12㈬
広島（FⅠ） 10㈪～12㈬
松戸（FⅠ）ナイター 10㈪～12㈬
高松宮記念杯
岸和田（GⅠ） 1₃㈭～1₆㈰

レース名 日程
取手（FⅡ） ₆/1₃㈭～1₅㈯
武雄（FⅡ）モーニング 1₄㈮～1₆㈰
小田原（FⅠ）ジャパン
カップ 1₇㈪～1₉㈬

青森（FⅠ) 1₇㈪～1₉㈬
立川（FⅡ） 22㈯～2₄㈪
平塚（FⅠ）ナイター 22㈯～2₄㈪
函館（GⅢ） 22㈯～2₅㈫
松阪（FⅠ） 2₇㈭～2₉㈯
久留米（GⅢ） 2₇㈭～₃0㈰

静岡（FⅡ） 2₉㈯～₇/1㈪

教室名 日時･定員･料金
樹脂粘土で作るマグネット＆メッセージボード ₇/2₆㈮10：00～12：00

Ｉ1₅人　Ｋ₉00円
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ちば市民便利帳を配布中
　市の窓口や各種手続きなど、身近な市政情報を案内する「ちば市民
便利帳（2019･2020年度版）」を配布しています。
　冊子で配布するほか、ホームページからもご覧になれます。
ちば市民便利帳　

　配布場所　�市役所1階案内、区役所、保健福祉センター、市民セン
ター、連絡所、コミュニティセンター、公民館、図書館、
あんしんケアセンター、いきいきプラザ･センター、ハー
モニープラザ、療育センター

取りに行けない方には、ちば市民便利帳をご自宅に郵送します
　申込方法　�電話で、ちば市民便利帳コールセンター☎215-7872

（9：00～17：00）へ。6月3日㈪以降は広報広聴課へ。
FAXも可（必要事項【15面】を明記）。

　注意事項　�市内在住の方を対象に1世帯1冊、順次発送します。

　千葉市はかつて鉄道第一連隊、陸軍
歩兵学校など多くの陸軍施設が集ま
り、軍隊の町と言われていました。特
に轟町･作草部･弁天地区には、現在も
かつての軍事施設や軍事演習に使用
された建築物の跡が点在しています。
　講師の説明を聞きながら、歩いて戦
跡を巡ります。
　日　　時　7月13日㈯9：00～12：00ごろ
　内　　容　千葉公園内などの戦跡を巡ります（約5キロメートル）。
　定　　員　20人
　申込方法　�6月3日㈪～14日㈮までに電話で、市民総務課へ。FAX、

Ｅsomu.CIC@city.chiba.lg.jpも可（必要事項【15面】
のほか、参加人数（3人まで）を明記）。

Ｔ市民総務課�☎245-5153�Ｆ245-5155

　千葉市は、1921年に市制施行し、2021年1月1日に100周年を迎えます。
　この節目を祝い、これまでの歴史を振り返るとともに、未来へとつながる発
展の機会となるよう、さまざまな記念事業を行っていきます。
　詳しくは、

2021年に市制100周年を迎えます

ロゴマーク·キャッチフレーズ募集
　市制100周年記念事業のロゴマークとキャッチフレーズ
を募集します。選ばれた作品は記念事業のPRなどに活用しま
す。
　応募条件　◦市制100周年であることを表現していること
　　　　　　◦�未発表のもので、他のコンクールなどに出品

していないこと
　賞　　金　�ロゴマーク＝最優秀賞1点（賞金10万円）、優秀

賞3点（賞金2万円）、ユニーク賞3点（賞金1万円）
　　　　　　�キャッチフレーズ＝最優秀賞1点（賞金5万円）、

優秀賞3点（賞金1万円）、ユニーク賞3点（賞金
5千円）

　備　　考　�ちばシティポイントのポイント対象事業です。
　応募方法　�9月2日㈪必着。応募作品（A4判用紙で、必要事

項【15面】のほか、学生の場合は学校名を明記）
を、〒260-8722千葉市役所都市アイデンティ
ティ推進課へ郵送。ＥChiba100th@city.
chiba.lg.jpも可。

　募集要項など詳しくは、ホームページでご確認ください。

ワールドカフェ「千葉市100人未来会議」の参加者募集
　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）の策定に皆さんのアイデアを活用するため、「未来の千葉市をこん
な姿（まち）にしたい」をテーマに、ワールドカフェを開催します。
　ワールドカフェとは、カフェのような雰囲気の中で、参加者同士が席替え
をしながら多くの人と対話する体験型イベントです。
　日　　時　8月4日㈰13：30～16：15　
　会　　場　ペリエ千葉7階ペリエホール　　定　　員　100人
　申込方法　�7月7日㈰までにEメールで、件名に「ワールドカフェ参加希望」、

本文に必要事項【15面】のほか、参加が決定した場合の連絡方
法（メールまたははがき）、託児の希望の有無（就学前児対象）、
配慮が必要な事項（車いすでの参加など）を明記して、市役所
コールセンターＥevent@callcenter-chibacity.jpへ。電話・
FAX、郵送（宛先＝〒260-8722千葉市役所政策企画課）も可。

Ｔ市役所コールセンター�☎245-4894�Ｆ248-4894

連載「温故千新　千葉を知る」
　今月号から、100周年を記念して、千葉市のあゆみや魅力を紹介する連
載を始めます【23面】。

Ｔ都市アイデンティティ推進課�☎245-5660�Ｆ245-5476

Ｔ広報広聴課�☎245-5014�Ｆ245-5796

戦跡めぐりウオーキング

鉄道第一連隊演習用トンネル

編集担当Z

市制施行時に
は県庁脇の公
園で祝賀パー
ティーが開か
れました

千葉市制100周年　
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千葉を
知る 日直  ヘビクイワシ動 物 公 園 日 誌

　ワタクシ、こう見えてももうきん類の仲
間でヘビクイワシという鳥でしてよ。
　自分で言うのもなんだけど、この美きゃ
くは鳥界でもトップクラスだと自負してお
りますわ。人間がはくスパッツを、アスリ
ートやセレブみたいにかっこよくはきこな
しているように見えますでしょ。美きゃく
の秘けつ？ん～～、大またでスマートに歩
くことかしらね。あ、もちろんほかの鳥と
同じように、飛ぶこともできますのよ。
　そんなじまんの美きゃくだけど、地上で
えものをつかまえるときも大かつやくよ。
ここでは飼育員が食べ物をくれるけど、ケニアやタンザニアの野生の
お友達は、好物のヘビを足でごうかいにけりつけてつかまえますのよ。
乱暴だけど仕方ないわよね、生きるためですもの。

　美きゃく以外に、もう一つじまんがあ
りますのよ。それはかんむりのような頭
の羽。これが羽ペンを連想させることか
ら、英語では秘書という意味の言葉を使
ってsecretary bird（セクレタリーバー
ド）と呼ばれていますの。ワタクシの、
スマートでりんとしたたたずまいにぴっ
たりですわ。

Ｔ動物公園 ☎252-1111 Ｆ255-7116Ｔ都市アイデンティティ推進課 ☎245-5660 Ｆ245-5476

一、千葉のはじまり

　国の特別史跡指定後に着手した、発掘調査の第3
弾が6月から始まります。
　調査日時　6月25日㈫～12月上旬9：00～16：00
　＊ 雨天中止。実施日など詳しくは、ホームページ

をご覧ください。 加曽利貝塚　

　発掘調査解説
　　現地で、最新の調査状況を解説します。
　　日時　調査実施日の14：00～14：15
　ふるいが�け�体験
　　発掘調査で出た土をふるいにかけて、遺物探しを体験します。
　　日時　調査実施日のうち、7月13日以降の土曜日14：15～15：00
　 このほかにも加曽利貝塚に関するイベントを開催します【15面】。

加曽利貝塚PR大使
かそりーぬ

特別史跡 加曽利貝塚
発掘調査第3弾

日本動物考古学会
　骨や貝の研究者による研究学会を、初めて一般公開します。貝塚
の最新の研究を知る機会です。ぜひ、お越しください。
Ｊ6月15日㈯13：00～16：50　Ｂ生涯学習センター　
Ｉ先着300人　Ｍ当日直接会場へ
Ｔ埋蔵文化財調査センター ☎266-5433 Ｆ268-9004

直径12ｍを超える大型の竪穴住居を調査 前回の調査で発見され
た大型竪穴住居と未調
査の竪穴住居をさらに
調べて、当時のムラの
姿を明らかにします！

竪穴住居

　この地がいつからチバと呼ばれていたのかははっきりしません
が、奈良時代には千葉郡がありました。755年、千葉郡から九州へ
防
さき

人
もり

として派遣された大
おお

田
た

部
べの

足
たる

人
ひと

の歌が、万葉集に残されています。
千葉の野の児

こ の

手
て

柏
か し わ

のほほまれど あやに愛
か な

しみ 置きて高来ぬ

（千葉の野に生える児手柏（ヒノキ科の針葉樹）のようにまだ若
くあどけない愛しい人に、手も触れないまま、はるばる遠くへ
やって来たものだ。)

　千葉にまつわる言い伝えは、葉が生い茂る緑
豊かな地を表すものが多く、ハスの花が千

せん

葉
よう

（たくさん）に咲く池に、天女が花見に舞い降り
てきたという伝説（羽衣伝説）も残っています。
　千葉の都市としての歴史は、1126年（大治
元年）6月１日に千葉常胤の父・常重が現在の
県庁の近くに館を移したところから始まり
ます。千葉氏は戦国時代に居城を本佐倉城
（酒々井町・佐倉市）へと移しましたが、千葉
のまちはその後も門前町・宿場町・港町としてにぎわいました。
　1873年（明治6年）6月15日に千葉県ができると、千葉町に県庁
が置かれ、県政と経済の中心となりました。1921年（大正10年）1月
1日に町から市となった千葉市も、2021年には市制100周年を迎
え、新たな時代を歩み始めようとしています。

県庁付近にあった
大正時代の羽衣の松

Ｔ加曽利貝塚博物館 ☎231-0129 Ｆ231-4986　月曜日（祝日の場合は翌日）休館


	chiba2019_06_01_6校Ｌ
	chiba2019_06_02_6校Ｌ
	chiba2019_06_03_6校Ｌ
	chiba2019_06_04_6校Ｌ
	chiba2019_06_05_6校Ｌ
	chiba2019_06_06_6校Ｌ
	chiba2019_06_07_6校Ｌ
	chiba2019_06_08_6校Ｌ広告なし
	chiba2019_06_09_6校Ｌ
	chiba2019_06_10_6校Ｌ広告なし
	chiba2019_06_11_6校Ｌ
	chiba2019_06_12_6校Ｌ
	chiba2019_06_13_6校Ｌ
	chiba2019_06_14_6校Ｌ
	chiba2019_06_15_6校Ｌ
	chiba2019_06_16_6校Ｌ
	chiba2019_06_17_6校Ｌ
	chiba2019_06_18_6校Ｌ
	chiba2019_06_19_6校Ｌ
	chiba2019_06_20_6校Ｌ
	chiba2019_06_21_6校Ｌ
	chiba2019_06_22_6校Ｌ広告なし
	chiba2019_06_23_6校Ｌ広告なし

