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千葉市では緊急事態宣言の再発出を受けて、施設の閉館や利用制限などを実施しているほか、
飲食店の宅配やテイクアウトなどを促進するため、出前館やUber Eats利用者への割引や事業者
負担の軽減事業などを独自に実施しています。

感染リスクの高い場所や行動を徹底的に止めるというのが今回の趣旨であることを受け止め、
一人でも多くの市民の皆さんが呼応していただくことが大事です。

お酒を伴う会食や長時間の会食の感染リスクが高いことから、まずは夜の会食に伴う感染拡大
を徹底的に防ぎましょう。一方で、リスクは夜だけではありません。昼の会食も同様に感染リス
クを理解し、徹底した対策を行いましょう。

社会的な目を恐れ、個人宅に場所を移しても意味がありません。飲食店よりも狭く、換気が悪
い空間となるリスクも高く、生活を共にしていない人同士の個人宅での会食も避けてください。

体調不良なのに外出する人からの感染拡大も散見されます。体調管理を徹底し、不安があった
ら休むことが最善の行動であることをご理解ください。

要請を守らない店、個人に対する不満が増大し、社会が分断していくことを最も恐れています。
乗り越えるべきは病気であり、人ではありません。

私たちは国·県の要請の実効性が少しでも上がるように市として補完するとともに、現場で見え
た課題の解決を国·県に求め続けます。ともに力を合わせて乗り越えていきましょう。
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世帯数　448,690世帯　面積　271.78km2
(男　487,603人　女　494,826人）
人口　982,429人　前月（12月）比 72人増
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地域で困っている人たちの力になりたい、笑顔があふれる地域にし地域で困っている人たちの力になりたい、笑顔があふれる地域にし
たいと思ったことはありませんか？市内では、市民の皆さんや企業、たいと思ったことはありませんか？市内では、市民の皆さんや企業、
ボランティア団体などが協力して行う地域の支え合い活動があちこちボランティア団体などが協力して行う地域の支え合い活動があちこち
で生まれています。で生まれています。

この特集では、そうした活動の事例を紹介します。皆さんも地域のこの特集では、そうした活動の事例を紹介します。皆さんも地域の
支え合い活動を始めませんか？支え合い活動を始めませんか？
問地域福祉課 ☎245地域福祉課 ☎245--5158 5158 FAXFAX245245--56205620

生活支援
コーディネーター

コミュニティ
ソーシャルワーカー

地域住民や民間団体のネット
ワークづくりなどを通して、住
民が主体となって支え合う地域
づくりを支援します。

具体的な役割
・地域の困りごとの相談
・地域活動の調査
・ボランティアなど、地域活動の担い手づくり
・解決の仕組みを担う人たちのネットワークづくり
・困りごと解決の仕組みづくりの支援

地域のつなぎ役

地域の支え合い活動の事例を紹介します地域の支え合い活動の事例を紹介します

地域の子どもたち
を支援する活動が
したいわ

実家が空き家になっ
たので、地域のため
に使ってほしいな

支え合い活動、私たちがサポートします

野口さん
市役所で子ども食堂の講演会に参加し、一人親家庭が増え、子ども食
堂の需要が高まっている現状を知りました。
また、子どもの同級生がコンビニエンスストアでご飯を買い、子ども
だけで食事をしているという話を聞き、胸を痛めました。私も一人で子
育てしている時に病気になり、周りに助けられた経験があります。子ど
もたちとママの居場所を作りたいという思いから、子ども食堂の開催を思い立ちました。
大変なこともありますが、子どもたちの笑顔とおいしかったの言葉がとてもうれしく、
やりがいを感じています。

いちご食堂は、普段は調理師として働く野口さんが主催し、大多喜ガス株式
会社が運営協力している子ども食堂で、大多喜ガスショールームBeE（緑区お
ゆみ野）で月1回開催されています。地域の医師金井さんがボランティア派遣
や感染症対策へのアドバイスなどで協力しています。
子ども食堂を運営したいと思っていた野口さんと、自社のショールームを使
用して子ども食堂を開催したいと考えていた大多喜ガスを、地域のつなぎ役が
マッチングし、昨年7月にスタートしました。
また、食事の提供だけでなく、大多喜ガスのスタッフが担当する季節に合わ
せた工作を行うまなびルームも同時開催しています。

地域の皆さんの支えで運営しています地域の皆さんの支えで運営しています

事例①いちご食堂の取り組み事例①いちご食堂の取り組み

地域食堂（子ども食堂）は、主に子どもや親子
に無料または安価で食事を提供する場で、高齢者
や障害者を含む地域住民の交流の場でもありま
す。子どもへの食事提供から、孤食の解消、滋味
豊かな食材による食育、地域交流の場づくりと、
食堂ごとにその役割はさまざまです。
市内には20カ所以上の地域食堂が開設されて
おり、その多くは地域住民や民間団体などの主体
的な取り組みにより運営されています。

地域食堂（子ども食堂）って何？

地域の医師
金井さん
・感染症対策をアドバイス
・ボランティアを派遣

・食材を寄付
フードバンク

・野菜を提供
地域の農家

・調理を行う

野口さんの
友人

いちご食堂いちご食堂

・会場を提供
・�まなびルームを運営大多喜ガス大多喜ガス

運営する方にお聞きしました運営する方にお聞きしました

12月のまなびル
ームでは、靴下
でスノーマンを
作りました‼

認知症の高齢者な
ど、活躍の場を求め
る患者さんも協力

野口さん
・主催
・レシピ作成、調理

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‼

2021年（令和3年）2月号特集

支え合い支え合いののまちまちをつくろうをつくろう‼‼
2 ちば市政だより



地域の人がお茶を飲み
ながらおしゃべりでき
る場になりました

事例②はたまち食堂の取り組み事例②はたまち食堂の取り組み
はたまち食堂は、社会福祉法人斉信会が運営する地域食堂で、障害者支援施設
畑町ガーデン（花見川区畑町）の施設内で行われています。
地域住民の障害者への理解を促進したいという思いがあり、どのような地域貢
献活動ができるか検討していた畑町ガーデンが地域のつなぎ役に相談し、地域住
民と障害のある人とが利用者として交流することを期待し、地域食堂を立ち上げ
ることにしました。
月に一度の特別な場での食事があまりにも楽しく、帰りたがらない子どももい
ます。障害の有無にかかわらず、子どもたちは楽しそうに交流しています。今で
は、子どもだけでなく、保護者同士にも交流が生まれ、育児の悩みなどを共有で
きる地域交流の場にもなってきました。

運営する方にお聞きしました運営する方にお聞きしました

地域の皆さんの支えで運営しています地域の皆さんの支えで運営しています

・�地域住民に食堂の
利用を呼びかける

・食材を寄付

・�おにぎりやパンなど
の食事を提供

民生委員

フードバンク

地域住民

はたまち食堂はたまち食堂

・調理などを行う
・野菜を提供

地域の団体

事例事例③③ふれあい虹の家の取り組みふれあい虹の家の取り組み
ふれあい虹の家は、緑区の大木戸台団地にある地域交流の場です。地域住民が集う子ども会など
のイベント会場、一人暮らしや高齢者の食事会などを行う交流の場として利用されています。
周辺に住む住民から「実家が空き家になっており、地域のために活用できないか」という相談が
あり、地域のつなぎ役が地域の支え合い活動団体の大木戸台シニア支援の会を紹介しました。大木
戸台シニア支援の会からも「地域の方々の居場所づくりをしていきたい」という声が上がり、ふれ
あい虹の家が生まれました。

ふれあい虹の家ふれあい虹の家・�施設の管理、運営
・�年2回子ども会のイベ
ントを自治会と共催

大木戸台シニア 
支援の会 ・空き家を提供

・パン教室を月1回開催

周辺住民

・�敷地内の無人販売所で野菜を販売
地域ボランティア

地域の皆さんの支えで運営しています地域の皆さんの支えで運営しています

斉信会
・�主催

斉信会　今井さん
参加費から全ての食材を賄うには限界があ
るため、地域の方からの食材提供やフードバ
ンクに助けられています。
食堂の開催を楽しみにしてくれている子ど
もたちの顔や、手伝うよ‼と調理や配膳に参
加してくださる地域の方、食事をされている方の笑顔を見ると、
とてもうれしくなります。

12月はクリスマス
メニュー‼
ガトーショコラを
ホイップクリーム
などで飾り、ツリ
ーを作りました

緊急事態宣言を受けて、いちご食堂とはたまち食堂は、2月1日時点で活動を休止しています。

区 名称 電話番号 FAX番号

中　央 市社会福祉協議会区事務所 221-2177 221-6077
煌徳会（こうとくかい） 070-3105-8246 243-0860

花見川

市社会福祉協議会区事務所

275-6438 299-1274
稲　毛 284-6160 290-8318
若　葉 233-8181 233-8171
緑 292-8185 293-8284
美　浜 278-3252 278-5775

お気軽に
ご連絡ください

皆さんも支え合い活動を始めませんか？
地域に密着し、さまざまな情報を収集している地域のつなぎ役は、
地域活動に対し的確な支援ができます。活動を立ち上げるときや活
動のサポートが必要なときは、ぜひ、ご相談ください。

相談先

地域活動をどう立ち
上げればいいの？

活動を手伝ってくれ
る人がほしい。

地域の団体や住民などを紹介し
ます。

費用の助成制度やほかの団体の
活動状況などを紹介します。

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。

2021年（令和3年）2月号 特集 3ちば市政だより



申告書の配布
市税事務所市民税課、市税出張所、市民センターで、市・県民税
申告書と一部の確定申告書を配布します。確定申告書は、数に限
りがあります。
持ち物
・�マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード、
お持ちでない方は、番号確認書類（個人番号通知カードなど）
と本人確認書類（写真付き身分証明書1点または写真なしの
身分証明書2点）
・�健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療
保険料の支払金額がわかる証明書・領収書など
・生命保険料、地震保険料、長期損害保険料の控除証明書など
・医療費控除を受ける方は医療費控除の明細書など
・�源泉徴収票など収入が分かるもの　
・印鑑　・申告書（持参できる方）
＊�証明書･領収書などは2020年中に支払ったものに限ります。

問�市税事務所市民税課
東部 (中央･若葉･緑区) ☎233-8140�FAXFAX233-8354　西部 (花見川･稲毛･美浜区) ☎270-3140�FAXFAX270-3227

千葉東税務署�☎225-6811　千葉南税務署�☎261-5571　千葉西税務署�☎274-2111

2021年度（2020年分）の主な税制改正
基礎控除の見直し
・�控除額を一律10万円引き上げます。
給与所得控除、公的年金等控除の見直し
・�給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられます。
・�給与所得と公的年金雑所得の合計額が10万円を超えると、所得金額の計算の
際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引きされます。
そのほかの税制改正や内容など詳しくは、 千葉市税　2021年度　税制改正　

自宅での申告書作成をご検討ください
例年、確定申告相談会場は非常に込み合い、待ち時間が長くなる場合があり
ます。多くの方が集まる状況を避けるため、自宅などでの申告書作成にご協力
をお願いします。
市･県民税の申告書
市ホームページで作成し、郵送で提出することができます。作成方法など詳
しくは、 千葉市　申告書

所得税の確定申告書
国税庁のホームページで作成し、郵送で提出することができます。作成方法
など詳しくは、 作成コーナー　

所得税の確定申告書の作成相談は予約が必要です
今年は、新型コロナウイルス感染防止のため対象者を限定し、予約制で受
け付けています（中央･稲毛･若葉区役所では、所得税の確定申告書の作成相
談を行いません）。
なお、市・県民税申告書の作成相談は例年どおり予約不要です。
対�　　象　2021年1月1日時点で満65歳以上、または障害がある方で、公
的年金·給与以外の収入がない市内在住の方　　　　　　　　　　　　
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。　　　　　　　　　　
・雑損控除、寄附金控除（ふるさと納税含む）を受ける方　　　　　　
・初めて住宅ローン控除を受ける方　・2019年以前分を申告する方　
・亡くなった方や出国する方の代わりに申告をする方
申�込方法　2月3日㈬までの平日9：00〜17：00に、電話で、申告予約受付
センター☎245-5128へ。

＊�実施日や会場など詳しくは、【1月号4面】またはホームページをご覧くだ
さい。 千葉市　確定申告　相談　

市･県民税は2月1日㈪〜3月15日㈪、所得税は2月16日㈫〜3月15日㈪、申告を受け付けます。
今年は、所得税の確定申告書の作成相談は、混雑を避けるため日時・会場を指定した予約制で受け付けています。

市･県民税と所得税の申告

日時･会場

会場 日時
税の種類

市･県民税 所得税
相談 提出のみ 相談 提出のみ

中央区役所11階

市･県民税申告
2/1㈪〜15㈪の平日8：30〜17：30
2/16㈫〜3/15㈪の平日9：00〜17：30
確定申告
2/16㈫〜3/15㈪の平日9：00〜15：00

○ ○ － －
中央コミュニティセンター7階 － － 予約制 －
花見川区役所2階 ○ ○ 予約制 ○
稲毛区役所2階 ○ ○ － ○
若葉区役所1階 2/1㈪〜3/5㈮ 2/1㈪〜3/5㈮ － 2/16㈫〜3/5㈮
都賀コミュニティセンター2階 3/8㈪〜15㈪ 3/8㈪〜15㈪ 予約制 3/8㈪〜15㈪
緑区役所3階 ○ ○ 予約制 ○
美浜区役所4階 ○ ○ 予約制 ○
千葉東税務署5階 2/16㈫〜3/15㈪の平日、２/21㈰･28㈰

9：00〜16：00
＊�入場整理券を配付します。　　　　　　
詳しくは、

－ － ○ ○
千葉西税務署1階 － － ○ ○
千葉南税務署1階 － － ○ ○

・�所得税の確定申告書を区役所に提出した場合も、書類の確認は税務署で行います。

申告・記載漏れにご注意
次のような申告漏れや記載漏れが見られますので、ご注
意ください。
・�年の途中で退職など、年末調整を受けていない方の申告
漏れ
・医療費控除などで所得税の還付がある方の申告漏れ
・�住民税に関する事項の記載漏れ。市・県民税の税額が正し
く計算されない場合があります。
・�ふるさと納税ワンストップ特例に関する申請書を提出し
ていても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行っ
た場合や、医療費控除などを受けるために、所得税の確
定申告をする場合は、ふるさと納税を行った全ての金額
を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。
・�上場株式等の配当、源泉徴収口座に受け入れた譲渡所得
は、原則確定申告が不要ですが、損益通算などのために
申告できます。健康保険料等の算定などに影響する場合
がある点を考慮した上で、申告が必要か判断してくださ
い。
＊�詳しくは、 確定申告　問合せ事項Q&A

・�住所地により管轄税務署が異なります。また、税務署では駐車場が使用できません。そのほかの会場も駐車場に限りがありますので、公共交
通機関をご利用ください。

確定申告　入場整理券　

固定資産税·都市計画税第4期の納期限は3月1日㈪です。口座振替の方は残高をご確認ください。

2021年（令和3年）2月号くらし・地域4 ちば市政だより



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

夜　間 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】

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】
日曜日、祝日、年末年始

診療
時間

平日 19：00〜24：00
土・日曜日、
祝日、年末年始 18：00〜24：00

新型コロナウイルス感染症の影響により診
療時間などを変更する可能性があります。

診療時間 9：00~17：00
受付時間 8：30~11：30、13：00〜16：30

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】

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
案内時間 08：00〜翌日6：00 案内時間 8：00〜17：00
診療時間 18：00〜翌日6：00 診療時間 9：00〜17：00

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）

案内時間 017：30〜19：30
月〜土曜日（祝日、年末年始を除く）

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〜翌朝6：00、日曜日・祝日・年末年始9：00〜翌朝6：00
　こども急病電話相談　☎#8000（IP電話からは☎043-242-9939）
　　19：00〜翌日6：00（365日）

医療機関情報など詳しくは、 千葉市　医療機関

自転車保険等に加入しましょう
4月から義務化

4月1日㈭から、千葉市自転車を活用したまちづくり
条例の一部改正により、自転車を利用する方などは自
転車による事故の損害を補償する自転車保険等に加入
する必要があります。加入状況を確認し、加入していない場合は、万
が一の事故に備えるため、自転車保険等に加入しましょう。
義務化対象者
・自転車利用者　　・自転車利用者が未成年の場合、保護者
・事業活動において、従業員に自転車を利用させる事業者
・自転車貸出業者
＊�自転車小売業者は購入者、事業者は自転車で通勤している従業員に
対し、自転車保険等の加入の有無を確認し、加入の確認ができない
ときは、保険加入に関する情報を提供するよう努めるものとします。
自転車による交通事故の高額賠償請求事例
　小学生が自転車で走行中に、歩行中の女性と正面衝突。女性は重い
障害を負い、小学生の保護者に9,521万円の損害賠償が命じられた
（2013年神戸地方裁判所判決）。

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

・�引き取り·収集運搬を市の許可業者に依頼する場合＝電話で、市廃棄
物リサイクル事業協同組合☎204-5805（平日9：00〜17：00）へ。
・市の搬入施設に自ら持ち込む場合＝ごみの種類により異なります。
詳しくは、 千葉市　ごみの持ち込み　

問収集業務課�☎245-5246�FAXFAX245-5477

県災害義援金配分の申請受け付け
を終了します
令和元年房総半島台風（第15号）、東日本台風（第19号）、10月25日の
大雨で被災した方へ配分している義援金の申請期限は、3月31日㈬です。
申請には、3月31日㈬までにり災証明書の発行手続きを行う必要が
あります。まだ申請していない方は、早めに手続きをしてください。
対象や配分金額など詳しくは、ホームページをご覧ください。
千葉市　災害義援金

問地域福祉課�☎245-5219�FAXFAX245-5620

保険等の種類と補償

市では、損害保険会社などと自転車保険等への加入などに関する協
定を締結しています。詳しくは、 千葉市　自転車保険　

市制100周年記念オリジナルナン
バープレート
市制100周年を記念し、原動機付自
転車オリジナルナンバープレートを交
付します。申請方法など詳しくは、
千葉市　オリジナルナンバープレート　

交付期間　2月22日㈪〜12月28日㈫（無くなり次第終了）
交付場所　市税事務所市民税課、市税出張所
対象車種　総排気量50cc以下、90cc以下、125cc以下

問市税事務所市民税課
　　東部（中央・若葉・緑区）�☎233-8137�FAXFAX233-8354
　　西部（花見川・稲毛・美浜区）�☎270-3137�FAXFAX270-3227

種類 処理方法
多量の可燃ごみ・
不燃ごみ

市の搬入施設へ自ら持ち込む
引き取りを市の許可業者に依頼する

粗大ごみ

粗大ごみ受付センター☎302-5374またはホー
ムページから収集を申し込む
千葉市　粗大ごみインターネット受付　

＊申し込みから収集まで日数がかかります。
市の搬入施設へ自ら持ち込む

テレビ、エアコン、
冷蔵庫、冷凍庫、
洗濯機、衣類乾燥機

販売店に引き取りを依頼する
郵便局でリサイクル料金を納付し、指定場所へ自
ら持ち込む
収集運搬を市の許可業者に依頼する

保険等の種類 取扱窓口＊3 補償の対象（相手）

自転車向けの保険·共済 損害保険会社、
カード会社など

生命･身体･財産
保険・共済の特約など＊1

小中学校総合補償制度
PTA・学校

高校生総合補償制度
TSマーク付帯保険＊2 自転車安全整備店 生命·身体
＊1　�自動車の任意保険、火災保険、クレジットカード付帯の保険な

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

けされるものです。詳しくは、 TSマーク　

＊3　�インターネットやコンビニエンスストアで加入できる保険も
あります。

問地域安全課（自転車保険等への加入促進について）☎245-5148�FAXFAX245-5637
自転車政策課（条例の改正について）☎245-5607�FAXFAX245-5591　

フクダ電子ヒルスコート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　
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ストップ大麻‼大麻は有害です 家族介護者研修
昨年、大麻事案の検挙人員が全国で4,000人
を超え、過去最高を更新し続けており、その半
数以上を10代・20代の若年層が占めています。
特に若年層の間で、大麻は害がないといった
誤った情報が広がっていますが、大麻は幻覚作
用や記憶障害、学習能力の低下を引き起こす有

最低1ｍ

なるべく
2ｍ以上

密密閉閉
3つの密が重なると特に危険‼3つの密が重なると特に危険‼

密密集集 密密接接

害な違法薬物です。好奇心や遊びのつもりでも、一度使うと自分自身
はもちろん、家族や友人など周りの人も不幸にします。危険性を理解
し、決して手を出さないようにしてください。
一人で悩んでいる方、身近な人の変化に気付いた方は、ぜひご相談
ください。
相 談 先　•�県警察少年センターヤング・テレホン�☎0120-783-

497
　　　　　•�最寄りの警察署
　　　　　•�こころの健康センター(薬物をやめたい方)�☎204-1582
問医療政策課�☎245-5229�FAXFAX245-5554

在宅で高齢者を者を介護している家族が日頃困難に感じている介護方法
を、経験豊富な講師が実技を交えて教えます。テーマに沿った講習の
ほか、介護方法に関する疑問や質問にも答えます。

日時・会場　�①3月2日㈫午前＝花見川保健福祉センター・午後＝美浜
保健福祉センター、3日㈬午後＝県社会福祉センター
（中央区千葉港4-3）、4日㈭午後＝緑保健福祉センター、
5日㈮午前＝稲毛保健福祉センター・午後＝若葉保健福
祉センター、②3月10日㈬午後＝県医師会地域医療総合
支援センター（中央区千葉港4-1）。

　　　　　午前＝10:00～12:00、午後＝14:00～16:00。
内　　容　�①コロナ禍での家族介護、②福祉用具を上手に使った介護
対　　象　高齢者を介護している家族など　　定　　員　各回20人
申込方法　�2月17日㈬までに電話で、県ホームヘルパー協議会へ。

FAX・Eメールchihokyo@kfz.biglobe.ne.jpも可（必要事項の
ほか、希望会場を明記）。

問県ホームヘルパー協議会�☎242-5376�FAXFAX242-6376

■緊急事態宣言が発出されています

■ひとり親世帯臨時特別給付金の申請は2月26日㈮まで

新型コロナウイルス感染症関連情報

感染リスクを避けながら日常生活を送るため、基本的な感染予防対策を徹底しましょう。
基本的な感染予防対策
•�こまめに手洗い·手指消毒
をしましょう

•�密閉·密集·密接を避けましょう

•適切な距離を取りましょう •�外出時や人と会話をする時は、
マスクを着用しましょう

•�毎日健康チェックし、熱があるなど体調が悪い
ときは外出を控えましょう

感染予防や健康の不安などについての 
相談は
新型コロナウイルス感染症相談センター
☎238-9966
9:00～19:00（土·日曜日、祝日は
17:00まで）
耳や言葉の不自由な方　
FAXFAX307-7274�
Eメールchibashicorona@city.chiba.lg.jp

発熱などの症状がある場合、
まずはかかりつけ医などに
必ず電話相談してください。
受診する医療機関がわから
ない場合は、相談センターへ
ご連絡ください。

申請がまだの方は、お早めに申請してください。
申請期限　2月26日㈮必着
支給要件や申請方法など詳しくは、 千葉市　ひとり親世帯臨時特別給付金　

問保健福祉センターこども家庭課

本紙掲載の催しは、新型コロナウイルス
の影響で中止や内容などを変更することが
あります。最新の情報を主催者にご確認く
ださい。
参加する時はマスクを着用し、体調がす
ぐれない場合などは、参加を控えるようお
願いします。
新型コロナウイルス感染症に関する情報
は、 千葉市　コロナ

日常生活で気をつけるポイント
•�買い物は、1人または少人数で、すいている時間帯
を選んで。
•会計時、電子決済を利用する。
•食事の際、大皿は避け、料理は個々に。
•持ち帰りや出前、デリバリーも利用。
•食事中の会話は控えめに。

編集担当T

　　中　央�☎221-2149�FAXFAX221-2606　花見川�☎275-6421�FAXFAX275-6318　稲　毛�☎284-6137�FAXFAX284-6182
　　若　葉�☎233-8150�FAXFAX233-8178　　緑　�☎292-8137�FAXFAX292-8284　美　浜�☎270-3150�FAXFAX270-3291

1回の申請で、昨年12月
から支給している再支給
分も併せて支給します。

家庭内感染予防の徹底
•こまめな手洗い、定期的な換気、室内の加湿
•ドアノブなどよく触れる部分の消毒、タオル
　などの共用を避ける。
•�高齢者や基礎疾患のある方と同居する家族は、「無症状でも感
染することがある」ということを心に留め、細心の注意を。

ケーブルテレビ広報番組�J:COM千葉セントラル「ちば情報Clip」は第1･3水～土曜日9:00～、20:00～放送
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教室名 日程 時間 回数 定員
（人）

創
作

アートDE�
ふれあい

4月～来年3月の
第1･3火曜日 10：00～12：00 18 12

音楽療法 4月～来年3月の
第2火曜日 10：00～12：00 10 12

基本の組紐 4月～来年3月の
第2･4土曜日 10：00～12：00 18 12

初めてのパソ
コン

4月～来年3月の
第2･4土曜日 13：30～15：30 18 12

書道（半紙・色
紙）

4月～来年3月の
第2･4水曜日 10：00～12：00 18 12

絵手紙をはじ
めましょう

4月～来年3月の
第4水曜日 13：30～15：30 10 12

やさしい陶芸 5月～来年3月の
第3水曜日 13：30～15：30 10 12

ス
ポ
ー
ツ

ふれあいレク 4月～来年3月の
第2･4木曜日 10：00～11：30 18 20

サウンドテー
ブルテニス

4月～来年2月の
第4金曜日 13：30～15：30 10 12

卓球（基本ル
ール習得）

4月～来年3月の
第2･4水曜日 14：00～16：00 18 20

初めてのボッ
チャ

5月～来年3月の
第1木曜日 10：00～12：00 10 18

教室名 日程 時間 回数 定員
（人）

創
作

編み物Ⓐ（初心者） 4月～来年3/5の第1･3土曜日 13：30～15：00 18 12

編み物Ⓑ（経験者） 4月～来年1月の第2･4土曜日 13：30～15：00 18 12

書道Ⓐ（初心者） 4月～来年3/2の第1･3水曜日 10：00～11：30 18 12

書道Ⓑ（経験者） 4/15～来年2/3の第1･3木曜日 10：00～11：30 18 12

水墨画 4月～来年1月の第2･4土曜日 10：00～11：30 18 12

鉛筆･色鉛筆デッサン 4月～来年1月の第2･4日曜日 10：00～11：30 18 12

水彩画 4月～来年1月の第2･4水曜日 10：00～11：30 18 12

教
養

スマートフォン入門 4月～来年2月の第1･3火曜日 13：30～15：00 18 12

楽器deリズム 4月～来年3月の第1水曜日 13：30～15：00 9 12

パソコン入門 4月～来年2月の第2･4木曜日 13：30～15：00 18 12

ハンドベル 4月～来年3月の第3火曜日 10：00～11：30 9 12

ス
ポ
ー
ツ

ダーツ入門 4月～来年3月の第1土曜日 10：00～11：30 9 12

ボッチャを楽しもう 4月～来年1月の第2木曜日 10：00～11：30 9 18

水中運動Ⓐ 4月～来年1月の第2･4金曜日 ①10：30～11：30
②13：30～14：30 18

各8

水中運動Ⓑ 4/16～来年1月の第1･3金曜日 各4

卓球（ラージボール）入門 4月～来年2月の第2･4火曜日 13：30～15：00 18 20

ピラティス 4月～来年1月の第2水曜日 13：30～15：00 9 12

硬式テニス入門 4/15～来年2/3の第1･3木曜日 13：30～15：00 18 12

アーチェリー入門 4月～来年1月の第3土曜日 10：00～11：30 9 8

女性のためのハワイアンフラ 4/18～10月の第1･3日曜日 10：00～11：30 9 12

ストレッチ体操 4月～来年2月の第3水曜日 13：30～15：00 9 12

ダンスdeリフレッシュ 4月～来年2月の第4木曜日 10：00～11：30 9 12

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

運動はⒶ水中を1人で歩ける方、Ⓑ水中で1人で立てない方
（介護者同伴）。主治医に要事前相談。スマートフォン入門は、
スマートフォンをお持ちの方。

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

応募多数の場合は、2月21日㈰13：30から障害者福祉センターで公開抽
選を行います（初めての方、前回補欠者を優先）。
問障害者福祉センター�☎209-8779�FAXFAX209-8782
月曜日（祝日の場合は翌日も）、祝日休館

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

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

ポーツ各1人2教室まで）に必要事項のほか、障害種
別、当教室への参加歴を明記して、〒261-0003美
浜区高浜3-3-1療育センターふれあいの家へ。電話
（視覚障害がある方のみ）、 Eメールfureai1981@bz04.�
plala.or.jpも可。

応募多数の場合は、初めての方を優先します。
問療育センターふれあいの家�☎216-5130�FAXFAX277-0291
月曜日（祝日の場合は翌日も）、祝日休館

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

認知症サポーター養成講座
認知症に対する知識と理解を持ち、地域で認知症
の人やその家族に対して、できる範囲で手助けする
人を養成するため、認知症の基礎知識と認知症の人
への接し方を学びます。
講座を修了した方にオレンジリングをプレゼント
します。
日 時　2月15日㈪14：00～16：00
会 場　総合保健医療センター
定 員　20人
申込方法　�2月8日㈪必着。はがきに必要事項を明記して、〒260-

8722千葉市役所地域包括ケア推進課へ。FAXも可。
問地域包括ケア推進課�☎245-5267�FAXFAX245-5293

オンライン子育て基礎講座

日 時　①幼児版＝2月24日㈬10：00～12：30
　　　　　②学齢期版＝3月3日㈬10：00～12：30
対 象　①2歳以上の就学前児の保護者、指導者
　　　　　②小・中学生の保護者、指導者
定 員　各40人
申込方法　�①2月10日㈬、②2月15日㈪までにEメールで、必要事

項のほか、子どもの年齢、受講のきっかけを明記して、
こども家庭支援課Eメールkateishien.CFC@city.chiba.lg.jp
へ。電子申請も可。 千葉市　CSP子育て講座　

問こども家庭支援課�☎245-5608�FAXFAX245-5631

上手なほめ方など、楽しく子育てをするための６つの法則「コモン
センスペアレンティング（CSP）」の基本をZoomを活用し、学びます。

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【12面】参照
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一時預かりの4月からの利用者を
募集
保育所などに在籍していない満3カ月
以上の就学前児を対象に、家庭での保育
が困難となる場合（保護者のパート就労
などで断続的に困難、保護者の病気や入
院、保育疲れなどで一時的に困難）に預
かる、一時預かりの4月からの利用者を
募集します。
定期利用（週2･3日保育が必要な方）
利用限度　週2日または3日（同一の曜日を利用）
利用時間　月～土曜日の8：00～17：00（時間外は18：00まで）
利用料金（月額）

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

申�込期間　�3月1日㈪～11日㈭10：00～17：00（土曜日は12：00ま
で。日曜日を除く）。12日㈮以降空きがある場合のみ随
時受付。

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

1人につき1園
対象施設　ホームページでご確認ください。 千葉市　定期利用

不定期利用（一時的に保育が必要な方）
利用限度　月7日以内（半日は月14日以内）
利�用時間　�平日8：00～17：00（半日は8：00～12:30または12：30

～17：00）　土曜日8：00～12：30（祝日は除く）
利用料金（1回あたり）

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

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

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

問幼保運営課�☎245-5729�FAXFAX245-5894

子どもルーム　4月からの利用児童を追加募集

保育士·保育教諭·幼稚園教諭を目指す方へ

修学資金などを貸し付け
保育士·保育教諭·幼稚園教諭を目指す学生や、認定こども園、幼稚
園、保育園などへ就職を希望する方へ、無利子で修学資金などを貸し
付けます。一定の要件を満たした方は、貸付金の返還が免除されます。
①修学資金貸付
対�　象　�指定保育士養成施設を卒業後、市内の認定こども園·幼稚園

·保育園などで勤務を予定している方
②保育料の一部貸付
対�　象　�就学前児をもつ保育士で、市内の認定こども園·幼稚園·保育園

などに新たに勤務する方、産後休暇·育児休業から復帰する方
③就職準備金貸付
対�　象　�市内の認定こども園·幼稚園·保育園などで新たに勤務する

方（1人1回まで）
申 込 書　�①指定保育士養成施設、②③社会福祉協議会区事務所で配

布。ホームページから印刷も可。
申込方法　申込書を、各配布場所へ持参
勤務先の要件など詳しくは、ホームページをご覧ください。
千葉市　社協　貸付制度のご案内

問①市社会福祉協議会�☎209-8867�FAXFAX312-2442
②③市社会福祉協議会区事務所

中　央�☎221-2177�FAXFAX221-6077
花見川�☎275-6438�FAXFAX299-1274
稲　毛�☎284-6160�FAXFAX290-8318
若　葉�☎233-8181�FAXFAX233-8171
緑　�☎292-8185�FAXFAX293-8284
美　浜�☎278-3252�FAXFAX278-5775

公立夜間中学相談会
市では、義務教育を修了できなかった方や不登校だった方などの学
び直しのための、公立夜間中学の設置を検討しています。公立夜間中
学設立に向けての意見などを広く聴取するとともに、公立夜間中学に
通いたいなどの相談を受け付けます。
日　　時　2月27日㈯10：00～11：30
会　　場　生涯学習センター　　定　　員　12組
申込方法　�2月17日㈬17：00必着。Eメールで代表者の必要事�

項のほか、参加人数(3人まで)を明記して、企画課 Eメール�
kikaku.EDG@city.chiba.lg.jpへ。FAX、電子申請も可。

問企画課�☎245-5908�FAXFAX245-5988

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

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

市民センター・連絡所、市役所1階案内で配布。ホー
ムページから印刷も可。

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

利用の可否の通知は、3月下旬を予定しています。
5月以降に利用を開始する場合の受付期間は、利用開始を希望
する月の前々月の11日～前月の10日（土・日曜日、祝日の場合は
翌開庁日）必着。
問保健福祉センターこども家庭課
　中央�☎221-2172�FAXFAX221-2606　花見川�☎275-6421�FAXFAX275-6318　稲毛�☎284-6137�FAXFAX284-6182
　若葉�☎233-8150�FAXFAX233-8178　　緑　�☎292-8137�FAXFAX292-8284　美浜�☎270-3150�FAXFAX270-3291

子どもルームの利用
利用時間　平　日　通常授業日　授業終了～18：00

　　　　　　　　　　長期休業日　8：00～18：00
　　　　　　土曜日　8：00～16：30
　　　　　　学校行事などの振替休日　8：00～18：00
　　　　　　＊土曜日以外は19：00まで延長も可。
利用料金　�月額8,500円（ただし、7月＝10,800円、8月＝11,900円、

延長は1,000円加算）、おやつ代2,000円
注意事項　•�同一世帯で2人目以降の子どもは、基本時間分のみ半額。
　　　　　•�市民税の課税状況により、利用料金が無料または半額とな

る場合があります。

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　
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芸術文化新人賞の受賞者が決定
市では、将来の活躍が期待され、市にゆかりのある芸術家を表彰し

ています。今年度も、幅広い芸術文化の分野から応募があり、選考の
結果、新人賞3人、奨励賞3人の受賞者が決定しました。受賞者の今後
の活動にご注目ください。
新人賞
上
かみ

村
むら

洋
よう

一
いち

さん
（現代美術、千葉市在住）

しっかりとした独自のコンセプトがあり、多
くの人を感動させる表現力にも優れています。

札幌国際芸術祭2020に出展するなど、国内
外で広く作品を展示しています。
亀
かめ

井
い

博
ひろ

子
こ

さん
（マリンバ、千葉市在住）

個性豊かな表現力を持ち、その力強い演奏は
聴く人を感動させる魅力があります。県内の幼
稚園での指導や、音楽教室動画の配信など、音

遺跡発表会
市内の発掘調査の結果を報告する、遺跡

発表会を開催します。
今年は、加曽利貝塚発掘調査の報告や、

土気地区の旧石器時代をテーマにした講演
を行います。また、関連資料を展示します。

出土遺物の展示
日　　時　2月16日㈫～3月7日㈰
会　　場　生涯学習センター

問埋蔵文化財調査センター ☎266-5433 FAXFAX268-9004

都市文化賞が決定

優秀賞　景観まちづくり部門
　　　・西千葉工作室
　　　・富田さとにわ耕園
　　　・園生の森
　　　景観広告部門
　　　・ 富田さとにわ耕園　中田やつ

昭和の森の催し

冬のダイヤモンド富士を見よう

自然観察会「冬の植物の過ごし方」
草や樹木が冬の寒さを乗り切る工夫を学びましょう。
日　　時　2月14日㈰10：00～12：00　雨天中止
集合場所　昭和の森第2駐車場脇の東屋
定　　員　先着15人
申込方法　�2月8日㈪までに電話で、昭和の森管理事務所へ。FAXも可。

日　　時　2月27日㈯13：00～16：10
会　　場　生涯学習センター　　定　　員　100人
申込方法　 2月17日㈬必着。往復はがき(1人1通)に必要事項を明記

して、〒260-0814中央区南生実町1210千葉市埋蔵文化
財調査センターへ。Eメールmaizobunkazai.EDL@city.chiba.
lg.jpも可。

楽教育の普及にも尽力しています。
川
かわ

畑
ばた

嘉
よし

文
ふみ

さん
（写真、千葉市在住）

高い技術力を持ち、絵画的な表現で見る人に
訴える力があります。フランス、パリでグルー
プ展を行うなど、国内外で精力的に活動してい
ます。
奨励賞
鈴
すず

木
き

真
ま

理
り

乃
の

さん
（フルート、千葉市在住）

心に響くやさしい音色を持っています。NHK
ランチタイムコンサートに出演するなど、市内
でも積極的に活動しています。
中
なか

島
じま

愛
めぐ

実
み

さん
（トランペット、千葉市在住）

音楽性のある温かい音色を奏でます。千葉芸
術文化塾で講義やミニコンサートを行うなど、
音楽の楽しさを伝える活動を行っています。
森
もり

下
した

大
だい

輔
すけ

さん
（写真、千葉市在住）

心に響く表現力で、観る人に新鮮な驚きを与
えます。写真レーベルasterisk booksを主宰し、
写真集の出版、展示の企画なども行っています。
問文化振興課 ☎245-5961 FAXFAX245-5592

耕園　下田農業ふれあい館
　　　・feel free coffee.
　　　建築文化部門
　　　・藤森小児科
　　　・高円宮記念JFA夢フィールド クラブハウス
受賞作品など詳しくは、 千葉市都市文化賞　

問都市計画課 ☎245-5307 FAXFAX245-5627

加曽利貝塚調査区

西千葉工作室

梅まつり
昭和の森では、2月中旬～3月上旬に

かけて約300本の紅白のウメが咲きほ
こります。一足早い春を感じませんか。
日　　時　 2月21日㈰･28日㈰10：00

～14：00　雨天中止
内　　容　 ウメの鑑賞会（ 定員先着15

人、申当日12：40から、昭和の森･梅林で）、屋台販売
問昭和の森管理事務所 ☎294-3845 FAXFAX488-5223

駐車場料金＝1時間100円（最大400円）

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

問観光協会 ☎242-0007 FAXFAX301-0280

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

ダイヤモンド富士の見頃

魅力ある景観を形成するため、都市を彩る街並みや広告物、街づく
り活動などを表彰しています。今回、応募があった33件の作品を審査
した結果、7件の受賞が決定しました。

ケーズハーバーケーズハーバー
24日㈬17：21　左ダイヤ
25日㈭17：22　テッペン
26日㈮17：23　コロコロ
千葉ポートタワー千葉ポートタワー
24日㈬17：22　左ダイヤ
25日㈭17：23　テッペン
26日㈮17：23　コロコロ
フェスティバルウォーク蘇我フェスティバルウォーク蘇我
25日㈭17：23　左ダイヤ
26日㈮17：24　テッペン
27日㈯17：23　テッペン･コロコロ

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

⤴⤴

見え方

左ダイヤ テッペン コロコロ

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【12面】参照
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ワンコインコンサート　市美術館
に響くクラシックギターの調べ

林業体験教室

パブリックコメント手続ワンコインコンサート
フルートが奏でる新春への誘い

千葉を
知る

二十、移りゆく千葉の風景
古くから、その土地の優れた風景を集めて愛でる風習があります
が、千葉にも千葉八景と呼ばれるものが幾度か選ばれています。

問都市アイデンティティ推進課 ☎245-5660 FAXFAX245-5476

「アルハンブラの思い出」などをクラシックギターで演奏します。
日　　時　2月20日㈯14：00～15：00　　会　　場　市美術館
内　　容　出演者＝岡本拓也さん
定　　員　先着40人
料　　金　 一般500円、小学生以下100円（全席自由、乳幼児の膝

上鑑賞に限り無料）
申込方法　 電話で文化センター☎224-8211、市民会館☎224-

2431、市男女共同参画センター☎209-8771、若葉文
化ホール☎237-1911、美浜文化ホール☎270-5619

（料金は当日清算）。
問文化振興財団 ☎221-2411 FAXFAX224-8231

「くまんばちの飛行」「くるみ割り人形」など家族で楽しめる曲をフ
ルート、ピアノ、チェロで演奏します。
日　　時　2月21日㈰10：30～11：30　　会　　場　文化センター
内　　容　 出演者＝中村美沙さん（フルート）、戸田はるみさん（ピ

アノ）、大森健一さん（チェロ）
定　　員　先着30人
料　　金　 一般500円、小学生以下100円（全席自由、乳幼児の膝

上鑑賞に限り無料）
申込方法　 電話で文化センター☎224-8211、市民会館☎224-

2431、市男女共同参画センター☎209-8771、若葉文
化ホール☎237-1911、美浜文化ホール☎270-5619

（料金は当日清算）。
問文化振興財団 ☎221-2411 FAXFAX224-8231

自然とのふれあいを深め、森林の役割や林業の必要性について学びま
す。枝払いやキノコの駒打ちなどを通して森の仕事を体感しませんか。
日　　時　3月6日㈯10：00～15：00
会　　場　農政センター
対　　象　市内在住·在勤の方
定　　員　20人
持 ち 物　昼食
料　　金　1,500円
申込方法　 2月12日㈮必着。はがき（1人1通）に必要事項を明記し

て、〒265-0053若葉区野呂町714-3千葉市農政センタ
ー農業経営支援課へ。FAX、Eメールkeieishien.AAC@city.
chiba.lg.jp、電子申請も可。 千葉市　林業体験教室

問農業経営支援課 ☎228-6275 FAXFAX228-3317

市では、重要な計画や条例などの施策を策定する際に、案の段階で
市民の皆さんから意見を募集し、それを考慮して施策を決定するパブ
リックコメント手続を行っています。

ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせください。
①�介護保険サービスの人員、設備等に関する基準を定める条例等の一
部改正案
介護サービスを提供する事業者等が満たすべき基準を定める条例等

の一部改正案を作成しました。
問介護保険事業課 ☎245-5256 FAXFAX245-5621

Eメールkaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp
②�千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す
る基準を定める条例等の一部改正案
障害福祉サービスを提供する事業者等が満たすべき基準を定める条

例等の一部改正案を作成しました。
問障害福祉サービス課 ☎245-5228 FAXFAX245-5630

Eメールshogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp
③�第5次千葉市障害者計画·第6期千葉市障害福祉計画·第2期千葉市障
害児福祉計画（案）
市の障害者施策を総合的に推進するため、3つの計画（案）を一体

的に作成しました。
問障害者自立支援課 ☎245-5175 FAXFAX245-5549

Eメールshogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp
④第4次千葉市地域防犯計画【改訂版】（案）

犯罪のない安全で安心なまちづくりに向けた取り組みを示した計画
（案）を作成しました。
問地域安全課 ☎245-5264 FAXFAX245-5637

Eメールchiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp
⑤千葉市環境教育等基本方針（案）

持続可能な社会の実現に向けて環境教育等を推進するため、環境教
育等の方向性を示した基本方針（案）を作成しました。
問環境保全課 ☎245-5199 FAXFAX245-5553

Eメールkankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp
案 の 公 表　 ①～③1月25日㈪、④2月16日㈫、⑤2月24日㈬
案の公表場所　 担当課、市政情報室、区役所地域振興課、市図書館。

ホームページからもご覧になれます。
意見の提出期間　 ①②1月25日㈪～2月8日㈪、③1月25日㈪～2月24 

日㈬、④2月16日㈫～3月15日㈪、⑤2月24日㈬～
3月23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　 ①②2月、③④3月、⑤4月を予定。氏名、住所など

の個人情報は公表しません。
意見の提出先など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、案の

公表場所でご確認ください。 千葉市　パブリックコメント

市制施行前の1911年発行の「千葉
町案内」には、猪鼻台の秋月、千葉
寺の晩鐘、大橋の晴嵐、羽衣松の夜
雨、袖ヶ浦の帰帆、吾妻台の暮雪、
舟田池の落雁、登戸浦の夕照が掲載
されています。当時の人たちは黄昏
時から夜にかけての風景に風情を感
じていたようです。

当初、現在の中央区と稲毛区の一部で出
発した千葉市も、近隣町村との合併や海岸
部の埋め立てが進み、大きく発展しました。
1976年、千葉開府850年を記念して、市民
公募をもとに「新千葉八景」が決まりまし
た。亥鼻山周辺、稲毛松林と浅間神社、千
葉寺といった歴史や由縁のある風景に、泉
自然公園、千葉公園、千葉港、国鉄千葉駅
前通り、海浜ニュータウンといった新たな
地域や施設が加わっているところに、時の海浜ニュータウン

袖ヶ浦（東京湾）の帰帆

移り変わりを感じることができます。
市制100周年を迎えた今、先人たちの愛でた風景に想いを馳せつ
つ、みなさんも未来へつなぐ新しい風景を探してみませんか。

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♪
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ちばふくフェア 今と未来の千葉市の交通を知り、
地域の移動について語ろう

旧検見川無線送信所の利活用に関
するワークショップ

介護職として就労を希望する方などを対象に、ちばふくフェアを開
催します。採用担当者や現場で働く人から、介護·福祉の仕事について
話を聞くことができます。
日　　時　3月7日㈰13：30～15：30
会　　場　ペリエ千葉7階ペリエホール
内　　容　�①就職説明会（介護施設など18社）、②グループトーク
申込方法　�①当日直接会場へ、②電子申請で。FAX、Eメールkaigohoke

nkanri.HWS@city.chiba.lg.jpも可（必要事項を明記）。
当日参加も可。

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

問介護保険管理課�☎245-5206�FAXFAX245-5623

市の概況や公共交通の現状を共有しながら、地域の移動手段につい
て話し合うワークショップを開催します。参加者には千葉モノレール

国内初の国際放送や標準電波の発射など、多くの業績を残した旧検
見川無線送信所の今後の利活用について考えます。オンライングルー
プと会場グループの2種類の方法で実施します。
日　　時　3月7日㈰13：00～16：45
会　　場　ポートサイドタワー
定　　員　オンライングループ＝21人、会場グループ＝7人
申込方法　�2月15日㈪必着。往復はがきに必要事項のほか、性別、

職業、応募動機、参加方法（オンラインまたは会場）を
明記して、〒260-0045中央区弁天2-20-20㈱拓匠開発
「ワークショップ受付係」へ。FAX、 Eメールkemigawa@�
takusho.co.jpも可。

詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
旧検見川無線送信所ワークショップ

問㈱拓匠開発�☎309-2011�FAXFAX309-2022

里山保全活動体験
竹細工づくりや枝打ち、薪割りなどの体験を通じ
て、里山づくりについて学びませんか。
日　　時　�2月27日㈯9：00～12：15（希望者は

14：00まで、雨天時は28日㈰に延期）
会　　場　�とみだの森（若葉区富田町696-1-2、集合·解散は富田さ

とにわ耕園）
定　　員　20人
注意事項　小学3年生以下は保護者同伴
申込方法　�2月17日㈬までにEメールで。必要事項を明記して、Eメール

kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jpへ。FAXも可。
問環境保全課�☎245-5195�FAXFAX245-5553

あなたが使える制度お知らせサービス あなたが使える制度お知らせサービス 
〜For You〜〜For You〜

子どもの予防接種を忘
れてた 調べる時間も
ないし、なんとかなら
ないかな～

あなたが利用できる可能性
のある手当や、忘れがちな
健康診査などの制度を、
LINEでお知らせするよ

［お知らせサービス］　〇〇の予防接種
あなたと一緒に住んでいるお子さんは、「〇〇の予

防接種」を受診できる可能性があります。
詳しくは、ホームページをご確認ください。

https://www.city.chiba.jp/●●●.html

［お知らせサービス］　児童扶養手当
あなたが利用できる可能性のあるサービスは「児童

扶養手当」です。
詳しくは、ホームページをご確認ください。

https://www.city.chiba.jp/●●●.html父子家庭で金銭的に余裕
がない…。もらえる手当
を調べたいけど、子育て
と家事と仕事に追われて
時間がないよ～

そんなお悩みを、これ
からはあなたが使える
制度お知らせサービス
がサポートします‼

対象制度　健康診査·がん検診、予防接種、子育て支援関連手続きなど23制度
対 象 者　市内に住民登録がある16歳以上の方
登録方法　市公式LINEアカウントから
詳しくは、 あなたが使える制度お知らせサービス

問業務改革推進課�☎245-5112�FAXFAX245-5692

あなたが使える制度お知らせサービスは、市が保有する住民
情報を活用し、各制度の受給対象となる可能性のある方に、
LINEのメッセージで個別にお知らせするサービスです。

こんなお悩みありませんか？ あなたが使える制度お知らせサービスって？

編集担当Z

市公式LINE
アカウント

検索する時間や問
い合わせする手間
を省くことができ
るのさ‼

利用登録

市が保有する情報から、
使える制度を探してお知らせ

仕組み

あなた 市役所

関連グッズをプレゼントします。
日　　時　�3月27日㈯・28日㈰10：00

～12：00、14：00～16：00
会　　場　中央コミュニティセンター
対　　象　市内在住の15歳以上の方
定　　員　各回30人
申込方法　�3月1日㈪までにEメールで、必要事項のほか連絡手段（E

メールまたははがき）、参加方法（オンラインまたは会
場）、配慮が必要な事項（車いすでの来場など）を明記し
て、市役所コールセンター Eメールevent@callcenter-
chibacity.jpへ。電話、FAX、はがき（送付先＝〒260-
8722千葉市役所交通政策課）も可。

詳しくは、 千葉市　地域の移動　ワークショップ

問市役所コールセンター�☎245-4894�FAXFAX248-4894

1/28㈭スタート1/28㈭スタート

介護・福祉の就職イベント

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【12面】参照
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新型コロナウイルスの影響で、催しが中止・延期となる場合があります。
最新の情報は、 千葉市　新型コロナ　イベント　

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　

　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 ◇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

必要事項

情報けいじばん

イベント

千葉公園の催し

冬鳥観察の楽しみ方in千葉公園
日時2月6日㈯10:00～12:00
内容講師＝箕輪義隆さん（イラスト
レーター）
定員先着20人
持物双眼鏡（お持ちの方）
申電話で、中央･稲毛公園緑地事務
所☎︎251-5103
千葉公園に紙芝居がやってくる‼

日時2月27日㈯11:30～12:00、13:00
～13:30
定員各先着20人
申当日直接会場へ

場所蓮華亭
問同事務所☎︎前記 FAX254-5834

稲毛海浜公園･自然観察会
冬こそ探そう‼公園の鳥たち

日時2月13日㈯10:00～12:00
定員先着20人
持物双眼鏡（お持ちの方）
備考集合場所＝旧稲毛民間航空記念館
前。雨天中止　
申電話で、美浜公園緑地事務所☎︎
279-8440。 FAX278-6287・Eメールmihama.
URP@city.chiba.lg.jpも可（必を明
記）

いなげの浜の環境と生き物
しらべ

日時2月13日㈯10:00～12:00
場所いなげの浜、稲毛記念館
内容貝類･鳥類などの生き物、水質など
の調査
対象小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
定員先着20人
料金100円
備考雨天中止
申電話で、稲毛記念館☎︎277-4534
問同館☎︎前記 FAX277-4688。月曜日休
館

こころの健康センターの催し

精神障害者家族のつどい
日時2月15日㈪13:40～16:00
内容テーマ＝家族として本人との関
わりを学びましょう～目指すは
「家族自身もリカバリー」～
依存症治療･回復プログラム

日時2月17日㈬、3月3日㈬14:00～
15:45
対象アルコール･薬物依存症の方
備考事前面談あり

アルコールミーティング
日時2月19日㈮14:00～16:10
内容話し合いと学習会
対象お酒の問題で悩んでいる家族と
本人

申電話で、こころの健康センター	
☎︎204-1582
問同センター☎︎前記 FAX204-1584

認知症介護交流会

日時2月18日㈭13:30～15:30
場所美浜保健福祉センター
内容介護経験者の体験談、交流会、個
別相談（希望者のみ）
対象認知症の人を介護している方など
定員先着20人
申電話で、認知症の人と家族の会☎︎
204-8228（月･火･木曜日13:00～
16:00）。個別相談を希望の方は2月10日
㈬までに申し込み
問同会☎︎前記 FAX204-8256または地域
包括ケア推進課☎︎245-5267

伝統野菜「土気からし菜」
の販売会

日時 2月19日㈮･25日㈭、3月5日㈮
11:00～12:30
場所土気公民館
内容取れたての土気からし菜と漬物を
販売（無くなり次第終了）
問土気公民館☎︎294-0049または農政
課☎︎245-5758 FAX245-5884

大草谷津田いきものの里
自然観察会

日時アカガエルの卵はあるかな？＝2月
21日㈰10:30～12:00
定員15人
持物帽子、長靴、飲み物
備考集合･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
申2月9日㈫必着。は（1通5人まで）
に必のほか、参加者全員の氏名･フリ
ガナを明記して、〒260-8722千葉市
役所環境保全課へ。	 FAX245-5553、Eメール

kankyohozen.ENP@city.chiba.
lg.jpも可
問同課☎︎245-5195 FAX前記

消防音楽隊けやきコンサー
ト

日時2月24日㈬11:00～12:00	
場所生涯学習センター	
定員140人
申2月1日㈪～7日㈰にEメール（1通
1家族）で、必のほか、参加人数を明
記して、市役所コールセンター Eメール
event@callcenter-chibacity.jp
へ。☎︎245-4894、 FAX248-4894も可

木内あかり個展「沈めた声
に、耳をすます」

日時 2月26日㈮～3月1日㈪10:00～
19:00（26日は11:00から、1日は
14:00まで）
場所文化センター
内容市芸術文化新人賞奨励賞を受賞の
木内あかりさんの個展
問文化振興財団☎︎221-2411 FAX 224-
8231

地域で守る‼防災体験

日時2月27日㈯9:30～11:30
場所救助救急センター
内容地震･消火器･煙体験など。参加者
には防災物品を進呈
定員先着20人
申電話で、防災普及公社☎︎248-5378。	
FAX248-7748も可（必を明記）

特別史跡加曽利貝塚縄文ミニ
イベント「春よ来い‼」

日時2月27日㈯10:00～15:00
備考当日直接会場へ。催しの内容など
詳しくは、加曽利貝塚博物館HPで検
索
問同館☎︎231-0129 FAX231-4986。月曜
日休館

和―楽しもう鑑賞と体験―

日時2月27日㈯13:00～15:30
場所文化センター
内容邦楽はやし、三曲（三味線･筝･尺
八）、日本舞踊、落語に津軽三味線な
どの鑑賞と体験
問伝統芸能に親しむ会事務局･中村
さん☎︎090-7201-6530 FAX264-6465

認知症カフェを知ろう

日時3月8日㈪13:00～15:00
場所市役所8階
内容テーマ＝認知症カフェとは。認知

症カフェを立ち上げるには
対象認知症カフェの開催を検討してい
る方など
定員先着40人
申2月18日㈭必着。はに必のほか、E
メールアドレス、参加理由を明記し
て、〒260-8722千葉市役所地域包括
ケア推進課へ。 FAX245-5293も可
問同課☎︎245-5267 FAX前記

消防音楽隊定期演奏会

日時3月13日㈯14:00～16:00
場所市民会館
内容東京オリンピックマーチ、トトロ
ファンタジー、パプリカなど
定員498人
申2月10日㈬～16日㈫にEメール（1
通1家族）で、必のほか参加人数を明
記して、市役所コールセンター	
Eメールevent@callcenter-chibacity.
jp。☎︎245-4894、 FAX248-4894も可

千葉港発着　高速ジェット
船で行く伊豆大島（日帰り）

日時3月19日㈮･20日㈷
内容ケーズハーバー1階（中央区中央港
1）7:30集合、17:15帰港。Aコース
＝島内バス観光、Bコース＝三原山
ハイキング。いずれも、昼食付き、
添乗員同行
定員Aコース＝各先着80人、Bコース
＝各先着40人
料金Aコース＝中学生以上16,000円、小
学生12,000円。Bコース（入浴代込
み）＝中学生以上15,000円、小学生
11,000円
備考参加には事前に申し込みが必要で
す。詳しくは、お問い合わせくださ
い(コース番号155-0806)。
問読売旅行関東予約センター☎︎03-
5550-0666（9:30～17:30。祝日を除
く） FAX03-5550-0665

ひとり親家庭の新小学1年
生を動物公園へ招待‼

日時3月28日㈰
内容10:00集合。園内自由行動。参加者
にはお土産を進呈
対象4月に小学校へ入学するひとり親
家庭の子どもと兄弟姉妹、保護者
定員40人
申3月5日㈮までにEメールで必のほ
か、参加者全員の氏名（フリガナ）·
年齢･学年を明記して、Eメールboshikai@
grace.ocn.ne.jpへ。 FAX261-9156、往
を〒260-0844中央区千葉寺町1208-2
千葉市ひとり親家庭福祉会へ郵送、
電子申請も可
問同会☎︎･ FAX261-9156

教室・講座

オンライン開催　クラウド
ソーシング活用セミナー

日時①発注者向け＝2月12日㈮･17日㈬
13:00～15:00。②受注者向け基礎編
＝2月27日㈯13:00～15:30。③受注者
向け実践編＝3月2日㈫･7日㈰13:00
～15:00

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。

情報けいじばん 2021年（令和3年）2月号12 ちば市政だより

日時＝日程・時間　場所＝場所　内容＝内容　対象＝対象　定員＝定員　持物＝持ち物　料金＝料金　備考＝備考
申＝申込方法　問＝問い合わせ　は＝はがき　往＝往復はがき　HP＝ホームページ　必＝必要事項

＝くらし・地域　 ＝健康・福祉　 ＝子育て・教育
＝魅力・観光　　 ＝その他



内容クラウドソーシング実践の基礎知
識、活用事例、発注･受注のポイン
ト、税務など。Zoomで実施
対象市内中小企業者、創業予定者など
定員①②各先着50人、③各先着20人
申HP（「千葉市　クラウドソーシン
グ」で検索）から。㈱パクチー FAX306-
8454（必を明記）、☎︎306-8456も可

オンライン開催　話し方実
践講座

日時2月13日㈯14:00～16:30
内容話し方の基本を知り、人の心をつ
かむ話し方を実践的に学びます。講
師＝椿景子さん（国際ファシリテー
ション協会専務理事）
対象Zoom経験者　定員20人
申2月7日㈰18:00までに、Eメールで
必を明記して、市民活動支援センタ
ーEメール info@chiba-npo.net
問同センター☎︎227-3081 FAX227-3082

能楽体験教室

日時2月13日㈯11:00～12:30
場所青葉の森公園芸術文化ホール
内容能舞台でおはやし（小鼓･太鼓）、
仕舞、謡曲の体験
対象小学4年生以上の方　定員30人
申2月10日㈬必着。はに必を明記し
て、〒262-0019花見川区朝日ケ丘2-3-
16-201及川方･千葉市能楽連合会事
務局へ。☎︎090-8803-2073、 FAX 376-
1578、 Eメールe.oikawa201@jcom.zaq.
ne.jpも可

緑と花の園芸講座「春を感じ
るプチ･ギャザリング作り」

日時2月18日㈭10:00～12:00
場所三陽メディアフラワーミュージアム
定員15人
料金3,000円
申2月8日㈪必着。はに必を明記して、
〒260-8722千葉市役所緑政課へ。☎︎
245-5775、 FAX245-5885、Eメールmidorito
hana@city.chiba.lg.jpも可

動物保護指導センター
飼い犬のしつけ方教室

日時①2月18日㈭、②2月25日㈭13:30～
16:00
内容①講習としつけのデモンストレー
ション、②飼い犬同伴でしつけの実技
対象市内在住で、犬を飼っている方ま
たは飼う予定の方（犬の登録･今年度
の狂犬病予防注射が済んでいること）
定員①先着10人、②（①受講予定の方
から）先着5組
申電話で、動物保護指導センター☎︎
258-7817
問同センター☎︎前記 FAX258-7818

空家に関するセミナー･相談
会

日時2月20日㈯セミナー＝13:30～15:30、
相談会＝15:30～16:30
場所文化センター
内容テーマ＝空家の法律知識（管理責
任や所有権など）、空家のリフォーム
（管理･賃貸･売却時に必要な改修）。
弁護士･建築士によるセミナーと相
談会
定員セミナー＝先着60人、相談会＝各

先着2組
申電話で、住宅政策課☎︎245-5810。
FAX 245-5795 · Eメール jutakuseisaku.
URC@city.chiba.lg.jpも可(必を明
記)

市マンションセミナー
講演と相談会

日時2月20日㈯講演＝13:30～15:30、相
談会＝15:30～16:30
場所生涯学習センター
内容講演テーマ＝withコロナのマン
ション管理組合運営について
対象マンション管理組合役員、区分所
有者
定員講演＝先着35人、相談会＝先着2組
申電話で、すまいのコンシェルジュ
☎︎245-5690。 FAX245-5691も可(必を明
記)
問住宅政策課☎︎245-5849 FAX245-5795

市男女共同参画センターの
講座

①オンライン講座･参画を目指す女
性のためのファシリテーター養成講
座

日時2月20日㈯13:30～16:30
対象Zoomを使用したことがある
女性
定員先着15人

②防災公開講座「知っておこう‼避
難所運営を実践するためのヒント」

日時2月28日㈰14:00～15:30
場所イオン稲毛店文化ホール
定員先着50人

③身体を動かし、自分の気持ちと
向き合う自己表現

日時3月6日㈯･13日㈯14:00～15:30
場所市美術館	
対象女性
定員先着15人
備考1歳6カ月以上の就学前児の託児
あり（申2月20日㈯まで）

申Eメールで必のほか、③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、市男女共同参画セ
ンターEメールsankaku@f-cp.jpへ。②③
は☎︎209-8771も可
問同センター☎︎前記 FAX209-8776。月
曜日·祝日休館

南部青少年センター
ひな祭りのケーキづくり

日時2月27日㈯13:30～16:00
対象小学3年～中学生
定員先着12人
料金600円
申2月2日㈫から電話で、南部青少年
センター☎︎264-8995
問同センター☎︎前記 FAX268-1032。月
曜日、祝日休館

ペット災害危機管理士通学
講座（3･4級）

日時2月28日㈰4級＝9:30～12:00、3級
＝13:00～15:30
場所打瀬公民館
定員各先着16人
料金4級＝3,500円、3級＝6,500円
申2月20日㈯までに、Eメールで必の
ほか、Eメールアドレスを明記して、
飼い主防災Eメール info@owners.or.jp
問同団体☎︎350-3131、防災対策課 FAX
245-5552

ふるさと農園の教室

お雛様を祝う料理
日時3月2日㈫9:30～14:00
定員24人
料金1,500円

お花見弁当作り
日時3月12日㈮9:30～14:00

定員24人
料金1,500円

申2月7日㈰必着。往に必を明記して、
〒262-0011花見川区三角町656-3ふ
るさと農園へ。 Eメール furu-noen@
tsukahara-li.co.jpも可
問同園☎︎257-9981 FAX258-1024。月曜
日休園

救命講習会

①WEB講習会
日時 場所3月2日㈫14:00～15:30＝救助
救急センター。3月11日㈭18:30～
20:00＝セーフティーちば
②普通救命講習会

日時 場所 3月4日 ㈭･18日 ㈭9:00～
12:00、11日㈭13:30～16:30＝セ
ーフティーちば。3月9日㈫･23日
㈫13:30～16:30＝救助救急センタ
ー。3月12日㈮13:30～16:30＝若
葉消防署。3月26日㈮9:00～12:00
＝緑消防署
③パパ＆ママ救命教室

日時3月20日㈷10:30～11:15、14:30
～15:15
場所子育て支援館

定員①②各先着5人、③各先着5組
申電話で、防災普及公社☎︎248-5355。
同公社HPからも可
問同公社☎︎前記 FAX248-7748

季節の園芸講座「仲間とつ
くる花壇～計画と管理」

日時3月4日㈭10:00～12:00
場所都市緑化植物園
内容美しい花壇の計画的な作り方を学
びます。
定員先着16人
料金500円
申2月18日㈭9:00から電話で、都市緑
化植物園☎︎264-9559
問同園☎︎前記 FAX265-6088。月曜日休
園

ミニ蓮の栽培講習会

日時3月6日㈯10:00～12:00
場所千葉公園蓮華亭
内容ミニ蓮の植え付け方法･育て方の
講習
定員先着15人
料金1,000円
申電話で、緑政課☎︎245-5775。FAX245-
5885、 Eメールmidoritohana@city.	
chiba.lg.jpも可（必を明記）

市民法律講座「民法改正」

日時3月6日㈯13:00～16:00
場所文化センター
内容クイズを交えながら、相続や契約
について弁護士から学びます。講座
の様子を動画撮影し、後日配信しま
す。詳しくは、HP「千葉市　市民法
律講座」で検索
定員60人
申2月12日㈮までに電話で、広報広聴
課 ☎︎24 5 - 5 6 0 9。 FAX 2 4 5 - 5 7 9 6 ･	
Eメールkohokocho.CIC@city.chiba.lg.
jp(必を明記)、電子申請も可

アーチェリー体験教室

日時3月7日㈰9:45～12:00
場所青葉の森スポーツプラザ弓道場
対象高校生以上の方　定員8人
料金500円
備考雨天中止
申2月12日㈮必着。往（1人1通）に必
のほか性別を明記して、〒260-0844
中央区千葉寺町886-1-913広瀬方･千
葉市アーチェリー協会へ

問同協会･広瀬さん☎︎090-1555-6069
（19:00～22:00）、スポーツ振興課 FAX
245-5994

防災リーダー研修会

日時3月11日㈭14:00～16:00
場所市民会館
内容消防音楽隊演奏会（14:05から）、
講演（14:45から）。講演テーマ＝災
害派遣における自衛隊の活動。講師
＝宮本久德さん（陸上自衛隊高射学
校長）
定員498人
申2月15日㈪までにEメールで、必の
ほか、参加人数、自主防災組織名ま
たは町内自治会名（所属している方）
を明記して、市役所コールセンター
Eメールevent@callcenter-chibacity.jp
へ。同センターへ☎︎245-4894、FAX248-
4894、〒260-8722千葉市役所防災対
策課へ郵送も可
問同センター☎︎･ FAX前記または防災
対策課☎︎245-5113 FAX245-5552

いきいき大学教養文化講座

日時5月11日、6月8日、7月6日、8月17日、
9月14日、10月12日、11月9日、12月
14日、来年1月11日、2月8日の火曜日
9:30～11:30（10月12日、2月8日は
13:00～15:00も）。全12回
場所市民会館
内容健康、仏教、医療、歴史、法律、
文学、音楽などをテーマにした講演
対象60歳以上の方　定員500人
料金7,000円
備考願書＝140円切手を貼った宛先明
記の返信用封筒を同封して、〒260-
0802中央区川戸町419いきいき大学
事務局へ請求
申2月27日㈯必着。願書を同事務局へ
郵送。HP（「いきいき大学」で検索）
からも可
問同大学☎︎･ FAX266-0118（平日10:00
～15:00）

相　談

社会保険労務士相談

日時2月1日㈪･15日㈪、3月1日㈪10:00
～16:00
場所森林会館（中央区長洲1-15-7）
内容労働、社会保険、年金など
定員各相談先着5人
備考電話相談不可
申電話で、県社会保険労務士会千葉
支部☎︎224-9027
問同支部☎︎前記 FAX224-9058。日曜日、
祝日休業

外国人のための労働相談･
法律相談

日時①労働＝2月4日㈭･②法律＝20日
㈯13:00～16:00
場所国際交流プラザ
内容①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
定員各先着4人
備考通訳希望者は要事前相談
申①2月3日㈬･②19日㈮12:00までに
電話で、国際交流協会☎︎245-5750
問同協会☎︎前記 FAX245-5751。日曜日、
祝日休業

ちば司法書士総合相談センタ
ー相談会

日時2月6日～27日の土曜日10:00～
15:00
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場所千葉司法書士会館（美浜区幸町
2-2-1）
内容相続、少額訴訟、借金など
備考電話相談不可
申電話で、ちば司法書士総合相談セ
ンター☎︎204-8333
問同センター☎︎前記 FAX247-3998。日
曜日、祝日休業

行政書士による相続･遺言･
成年後見相談

日時 場所2月8日㈪＝花見川保健福祉セン
ター。26日㈮＝緑保健福祉センタ
ー。いずれも、13:00～16:00
備考当日直接会場へ。電話相談不可
問県行政書士会千葉支部･青野さん
☎︎090-6547-0819 FAX296-0746

助産師による女性のための
健康相談

日時稲毛区＝2月10日㈬、中央区＝19日
㈮10:00～12:00。若葉区＝2月16日㈫
13:30～15:30
場所保健福祉センター
対象思春期から更年期までの月経など
に関すること、妊産婦の健康で悩ん
でいる方
申電話で、同センター健康課･中央☎︎
221-2582、稲毛☎︎284-6494、若葉☎︎
233-8714
問健康推進課☎︎245-5794 FAX245-5659

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
日時2月10日㈬10:00～15:00
内容相続･遺言、登記、税、不動産
取引、建築･リフォーム、土地の
境界
定員各相談先着8人
備考1人30分｡ 電話相談不可
申電話で、広報広聴課☎︎245-5609

特設法律相談
日時2月27日㈯13:00～16:00
内容弁護士による相談
定員16人
備考1人20分｡ 裁判所で訴訟･調停中
のものは対象外。電話相談不可
申2月18日㈭までに電話で、同課☎︎
前記｡ 電子申請も可

場所中央コミュニティセンター
問同課☎︎前記 FAX245-5796

分譲マンション相談・アド
バイザー派遣

日時2月10日㈬＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。2月18日㈭
＝法律相談など。いずれも、13:30～
16:30
場所中央コミュニティセンター
内容相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可
申前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎︎245-5690。 FAX
245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎︎245-5849 FAX245-5795

不妊専門相談

面接相談
日時2月10日㈬14:15～16:30、26日
㈮17:45～20:00
場所保健所
内容医師と助産師による相談
対象不妊や不育症でお悩みの方
定員各先着3人
申電話で、健康支援課☎︎238-9925

電話相談
日時2月4日～25日の木曜日15:30～
20:00（最終受付19:30）
内容助産師による相談。相談番号☎︎
090-6307-1122

問同課☎︎前記 FAX238-9946

住宅増改築相談

日時2月12日㈮10:00～15:00
場所区役所。中央区はきぼーる1階
内容増改築や高齢者向けの改造などの
相談
備考当日直接会場へ
問市増改築相談員協議会☎︎285-
3003 FAX290-0050

建築相談

日時2月14日㈰10:00～15:00
場所生涯学習センター
内容建築士による住宅の設計･建築･耐
震診断など
備考当日直接会場へ。電話相談不可
問県建築士事務所協会千葉支部☎︎
･ FAX291-6855

心配ごと相談所の相談

法律相談
日時2月18日㈭13:00～15:00
内容弁護士による相談
定員先着6人
備考裁判所で訴訟･調停中のものは
不可
申2月17日㈬15:00までに電話で、
心配ごと相談所☎︎209-8860　

常設相談
日時平日10:00～15:00（12:00～
13:00を除く）
内容民生委員･児童委員などによる、
面談または電話での相談

場所同相談所（ハーモニープラザ内）
問同相談所☎︎前記 FAX312-2442

こころの健康センターの相談

日時①高齢者相談＝2月18日㈭14:00～
16:00
②アルコール･薬物依存相談＝2月19日
㈮14:00～16:00
③思春期相談＝2月26日㈮、3月1日
㈪10:00～12:00、3月12日㈮14:00～
16:00
④一般相談＝3月3日㈬10:00～12:00
⑤ギャンブル等依存相談＝3月10日
㈬12:30～16:30
内容①～④専門医、⑤司法書士による
相談
対象本人または家族
申電話で、こころの健康センター☎︎
204-1582
問同センター☎︎前記 FAX204-1584

弁護士による養育費相談

日時①若葉区＝2月24日㈬、②緑区＝	
3月8日㈪。いずれも、13:30～16:30
場所保健福祉センター
内容離婚に伴う養育費など
対象市内在住のひとり親家庭の方、離
婚を考えている方（子どものいる方
に限る）
定員各3人
備考1人50分程度
申①2月1日㈪～10日㈬、②2月15日㈪
～24日㈬必着。はに必のほか、相談
希望日を明記して、〒260-8722千葉
市役所こども家庭支援課へ。☎︎245-
5179、 FAX245-5631、 Eメールkateishien.
CFC@city.chiba.lg.jpも可

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時2月25日㈭13:00～16:00
内容弁護士による相談
定員先着6人
備考1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
申電話で、消費生活センター☎︎207-
3000
問同センター☎︎前記 FAX207-3111

難病医師相談

膠原(こうげん)病　
日時3月4日㈭13:00～16:00
対象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　

日時3月5日㈮13:00～16:00
対象パーキンソン病、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

場所総合保健医療センター
内容専門医による個別相談
定員各先着6人
申2月2日㈫から電話で、健康支援課
☎︎238-9968
問同課☎︎前記 FAX238-9946

青少年の悩みごと相談

日時平日9:00～17:00
内容非行問題、いじめ、不登校など青
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）☎︎
382-7830 FAX382-7831、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

LGBT電話相談

日時第3日曜日14:00～18:00（相談日
ごと1人1回30分まで）
内容日常生活でLGBT当事者や周囲の
方が抱える性自認や性的指向が関係
する悩みなどを、電話で相談できま
す。
相談専用電話☎︎245-5440
備考予約不可。匿名･通称名での相談可
問男女共同参画課☎︎245-5060 FAX245-
5539

人権擁護委員による常設人
権相談

日時平日8:30～17:15
内容差別待遇、名誉棄損、いやがらせ、
いじめなど人権上の悩みごとについ
て。全国共通人権相談ダイヤル☎︎
0570-003-110
問千葉地方法務局人権擁護課☎︎302-
1319または男女共同参画課☎︎245-
5060 FAX245-5539

募　集

WEBアンケートで
あなたの意見を市政に‼

2月1日㈪～10日㈬、HPでWEBアンケ
ートを行っています。
テーマ＝「LGBT（性的少数者）」、
「終活」
抽選で、動物公園の施設利用券など
を進呈。詳しくは、 HP「千葉市　
WEBアンケート」で検索
備考ちばシティポイント対象事業
問広報広聴課☎︎245-5609 FAX245-5796

家庭用浄水器の取扱事業者

申請期間＝2月10日㈬～25日㈭
対象浄水器＝逆浸透膜方式の家庭用
浄水器
対象汚染された飲用水（井戸水）を浄
化するための家庭用浄水器の設置費
助成事業に関する浄水器の取扱事業
者
備考2020年度に指定を受けた事業者
も、再度申請が必要です。各種要件
など詳しくは、HP「千葉市　浄水器
取扱業者」で検索。申請書類は環境
規制課で配布。HPから印刷も可
問同課☎︎245-5196 FAX245-5581

花苗配付を希望する団体

花苗配付時期＝5･11月
対象市内の公園、歩道などで花壇を作
る団体（個人不可）
備考詳しくは、HP「千葉市　花いっぱ
い市民活動助成」で検索
申2月26日㈮必着。申請書（HPから印
刷）をFAXで、緑政課 FAX245-5885。
Eメールmidoritohana@city.chiba.lg.
jp、〒260-8722千葉市役所緑政課へ
郵送、電子申請も可
問同課☎︎245-5775 FAX前記

市民総合体育大会･市民大会
の参加登録

競技＝①バレーボール、②野球
登録期限＝①2月23日㈷、②3月7日
㈰。詳しくは、お問い合わせくださ
い。
問市バレーボール協会･野本さん☎︎
090-8592-7162（9:00～17:00）、市野
球協会･野村さん☎︎090-2164-2626
（18:00～21:00）または市スポーツ協
会☎︎238-2380 FAX203-8936

市身体障害者スポーツ大会
の参加者

日時①5月9日㈰･②19日㈬
場所青葉の森スポーツプラザなど
内容①陸上、水泳、卓球、アーチェリ
ー、②フライングディスク、ボッチ
ャ
対象2008年（平成20年）4月1日以前の
生まれで、身体障害者手帳をお持ち
の方（内部障害のみの場合は、ぼう
こう･直腸機能に障害のある方）
備考時間、会場など詳しくは、HP「第
30回千葉市身体障害者スポーツ大
会」で検索
申2月12日㈮～3月1日㈪に申込用紙
を、申し込み先に持参。申込用紙配
布場所･申し込み先＝障害者自立支
援課、保健福祉センター高齢障害支
援課、所属団体
問障害者自立支援課☎︎245-5175 FAX
245-5549

市精神障害者卓球大会の参
加者

日時5月9日㈰
場所ハーモニープラザ
対象2008年（平成20年）4月1日以前生
まれで、精神障害者保健福祉手帳ま
たは精神障害者自立支援医療受給者
証をお持ちの方
備考全国障害者スポーツ大会の予選会
を兼ねた大会。申込書･要項･要領は、
こころの健康センター･保健福祉セ
ンター健康課で配布。HP（「千葉市精
神障害者卓球大会」で検索）から印
刷も可
申2月12日㈮～3月1日㈪必着。申込書
を、〒261-0003美浜区高浜2-1-16千葉
市こころの健康センターへ
問同センター☎︎204-1582 FAX204-1584
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理数･理科教育サポーター

理科･算数学習の支援や教材開発の
補助、理科室などの環境整備などを
行います。
雇用期間＝6月1日㈫～来年2月28日
㈪	
勤務時間＝週3日。1日4時間程度
勤務場所＝市内小学校
対象理数教育サポーター＝教員免許取
得者。理科教育サポーター＝18歳以
上の方
備考会計年度任用職員。受付期間＝2月
1日㈪～12日㈮。詳しくは、応募書類
（教育指導課で配布）またはHP（「千
葉市　理数教育サポーター」で検索）
をご覧ください。
問同課☎︎245-5981 FAX245-5989

介護保険料徴収員

介護保険の未納保険料の訪問催告な
どを行います。
勤務条件＝平日9:00～17:00
雇用期間＝4月1日㈭～来年3月31日㈭
対象原動機付自転車の運転と初歩的な
パソコン操作ができる方
定員稲毛区、緑区各1人
備考会計年度任用職員。詳しくは、募
集要項（各区保健福祉センター高齢
障害支援課介護保険室で配布）また
はHP（「千葉市　介護保険料徴収員」
で検索）をご覧ください。
申必要書類を各区介護保険室へ持参
または郵送
問同課･稲毛☎︎284-6242 FAX284-6193、
緑☎︎292-9491 FAX292-8276

公立保育所･認定こども園
保育士など

保育士
内容保育業務、環境整備
対象保育士資格･教諭（幼稚園･小学
校･養護）免許のいずれかを保有す
る方
保育補助（延長保育）

内容保育業務（朝夕の乳幼児送迎時
の対応など）、環境整備
対象保育士資格の無い場合、子育て
支援員研修を受講する必要があり
ます。
勤務日＝週2～5日（応相談）
備考会計年度任用職員。市の保育所･子
どもルームの入所審査で優遇されま
す（条件あり）。勤務場所など詳しく
は、HP「千葉市　公立保育所　職員
募集」で検索
問幼保運営課☎︎245-5726 FAX245-5894

ちばレポのレポーター

ちばレポは、市民がまちの課題を見
つけて、スマートフォンなどを使っ
てレポートすることで、市民と市役
所（行政）、市民と市民の間で課題を
共有し、解決する仕組みです。スマ
ートフォンなどにアプリをインスト
ールすれば、すぐに始められますの
で、ぜひご参加ください。詳しくは、
HP「ちばレポ」で検索
問ちばレポ運用事務局（広報広聴課
内）☎︎245-5294 FAX245-5796

お知らせ

ジェフユナイテッド千葉
ホームゲームに招待

いよいよ、2021シーズンが始まりま
す。フクダ電子アリーナでの開幕戦

は、2月28日㈰·対ヴァンフォーレ甲
府戦です。
フクダシートプレゼント
フクダ電子(株)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。席はメイン北コーナー
指定席
日時3月開催のホーム戦
対象小･中学生と市内在住の保護者
定員各40組80人
備考当選者には試合日のおおむね1
週間前までに入場引換券を発送。
試合が中止などの場合は、当選無
効となります。試合日程·対戦チー
ムは、ホームページ（HPジェフユ
ナイテッド千葉で検索)でご確認
の上、ご応募ください。

申2月12日㈮必着。はがきに、保護者
の氏名（フリガナ）·住所·電話番号、
子どもの氏名（フリガナ）·学年、試
合日·対戦チームを明記して〒260-
8722千葉市役所観光MICE企画課
「フクダシートプレゼント」係へ。Eメール
hometown@city.chiba.lg.jpも可
問同課☎︎245-5897 FAX245-5669

都市計画の変更に関する原
案の縦覧

小仲台3丁目･4丁目地区地区計画（変
更原案）
対象区域＝稲毛区小仲台3･4丁目
の各一部
千葉中央第六地区地区計画（変更原
案）
対象区域＝中央区中央4丁目の一
部
縦覧期間＝2月1日㈪～15日㈪
縦覧場所＝都市計画課
なお、対象区域内の土地所有者およ
び利害関係者は、2月22日㈪までに
意見書を提出することができます。
問都市計画課☎︎245-5304 FAX245-5627

北清掃工場定期修繕に伴う
自己搬入先の変更

北清掃工場が定期修繕のため、2月1
日㈪～14日㈰は、家庭ごみ･事業所ご
みの自己搬入はできません。新港清
掃工場へ自己搬入してください。詳
しくは、お問い合わせください。
問北清掃工場☎︎258-5300、新港清掃
工場☎︎242-3366、または廃棄物施設
維持課☎︎245-5653 FAX245-5473

2月7日は北方領土の日

絶やすまい　返還つなぐ　強い声	
（令和2年度北方領土に関する標語･
キャッチコピー最優秀賞作品）
問総務課☎︎245-5024 FAX245-5555

バレンタインジャンボ宝く
じを販売します

日時2月3日㈬～3月5日㈮
料金1枚300円
内容当せん金＝1等2億円、1等前後賞
各5,000万円ほか
備考抽せん日＝3月12日㈮
宝くじの収益は、私たちの身近な暮
らしに役立てられています。	ぜひ、
市内の宝くじ売り場でご購入くださ
い。売り場の所在地など詳しくは、
HP「宝くじ　公式」で検索
問資金課☎︎245-5078 FAX245-5535

地区図書館･分館の一部が臨
時休館

2月15日㈪～20日㈯＝花見川･若葉･
美浜･白旗･西都賀･あすみが丘の各
図書館･分館、2月17日㈬～20日㈯＝
みずほハスの花図書館が、蔵書点検
などのため休館します。なお、中央
図書館、前記以外の地区図書館･分館

および移動図書館、公民館図書室は
通常通り開館します（改修中の土気
図書室を除く）。
問市中央図書館☎︎287-3980 FAX 287-
4074

いきいきプラザ臨時休館·施
設休止

花見川いきいきプラザは2月7日㈰～
10日㈬、法定点検のため臨時休館しま
す。若葉いきいきプラザは2月7日㈰、
清掃のため風呂施設を休止します。
問花見川いきいきプラザ☎︎216-
0080 FAX216-0083。若葉いきいきプラ
ザ☎︎228-5010 FAX228-8956

Jアラートによる情報伝達試
験

日時2月17日㈬11:00	
内容防災行政無線、ちばし安全･安心メ
ール、ツイッター（千葉市広報広聴
課）、フェイスブック（千葉市役所）、
ライン（千葉市）などを使用し、Jア
ラートによる情報伝達試験を行いま
す。防災行政無線は聞こえにくい地
域がありますので、他の手段でも情
報を受け取れるよう準備をお願いし
ます。	詳しくは、HP「千葉市　情報
伝達試験」で検索	
問防災対策課☎︎245-5113 FAX245-5552

千葉ZELVAのホーム公式戦

日時2月27日㈯13:00対奈良ドリーマー
ズ、28日㈰12:00対近畿クラブスフ
ィーダ
場所JFE体育館（中央区南町1-3-1）
備考入場料など詳しくは、HP「千葉ゼ
ルバ」で検索
問千葉ZELVA☎︎080-9403-1147 FAX
290-9624

国民健康保険の医療費通知
の発送

医療費の総額などが記載された医療
費通知を、2月上旬に発送します。詳
しくは、HP「千葉市　医療費通知」
で検索
対象国民健康保険加入者で、2019年11
月～2020年10月に医療機関にかかっ
た方
問健康保険課☎︎245-5145 FAX245-5544

学校外教育バウチャー事業

経済的な理由で学習塾や習い事など
に通うことができない児童を対象
に、費用の一部を助成するためクー
ポンを提供します。
助成額＝月1万円相当
対象ひとり親家庭（母子･父子家庭）で、
生活保護受給世帯または児童扶養手
当全部支給世帯の来年度小学5･6年
生になる子ども
定員各学年100人
備考詳しくは、HP「千葉市　学校外教
育バウチャー」で検索
申3月1日㈪必着。申込書（こども家
庭支援課で配布）を、〒260-8722千
葉市役所こども家庭支援課へ
問同課☎︎245-5179 FAX245-5631

市職員採用説明会･技術系業
務説明会

職員採用説明会
日時3月6日㈯10:00～12:30、14:00
～16:30
場所生涯学習センター
内容市の重要施策に関するステージ
プログラム、各局の事業説明ブー
ス、職員との交流ブースなど
定員各200人
申2月12日㈮17:00までに、電子申

請で。午前･午後の部の重複申し込
み可
技術系業務説明会

日時3月12日㈮13:30～16:20	
場所中央コミュニティセンターほか
内容業務説明、職員との懇談会など
定員100人
申2月12日㈮17:00までに、電子申
請で

問人事委員会☎︎245-5870 FAX245-5889

ちばしパラスポーツコンシ
ェルジュ

障害者が地域のスポーツ活動に参加
しやすくするため、障害の種類･程度
に応じて競技の紹介やサークル活動
へのマッチングを行います。また、
パラスポーツに関する情報発信や団
体･施設などが行う体験会などの普
及活動への支援を行います。
対象障害者と家族、障害者支援施設、
スポーツ施設、障害者団体、スポー
ツ団体など
備考詳しくは、HP「ちばしパラスポー
ツコンシェルジュ」で検索
問ちばしパラスポーツコンシェルジ
ュ☎︎312-0605 FAX312-7076。火～日曜
日9:00～17:00

がん検診の受診期間は2月
28日㈰まで

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、全ての集団検診会場で定員
を縮小しています。確実に受診した
い場合、個別検診をご利用ください。
詳しくは、HP「千葉市　がん検診受
診方法」で検索
問健康支援課☎︎238-9930 FAX238-9946

防水板設置工事に助成金を
交付

内容助成額＝費用の2分の1（建物1棟
につき上限75万円）
対象浸水被害が発生した地域
備考 HP（「千葉市　防水板」で検索）で
制度の内容を動画で紹介していま
す。申請方法など詳しくは、お問い
合わせください。
問雨水対策課☎︎245-5613 FAX245-5497

20年前のタイムカプセルに手
紙を入れた方を探しています

2001年に市制施行80周年を記念して
埋設したタイムカプセルに、2001年
1月1日生まれの子ども宛ての手紙を
入れた方で、まだ市から返却の連絡
が来ていない方はご連絡ください。
問都市アイデンティティ推進課☎︎
245-5660 FAX245-5476	

大気汚染状況12月分

市内の測定局で測定した12月の微小
粒子状物質(PM2.5)の暫定指針値超
過日（70.1μg/㎥以上）は0日でし
た。二酸化窒素(NO₂)の環境目標値
超過日(41ppb以上)は、【下表】のと
おりでした。

測定局名 日平均値の
最大値（ppb）

超過日数
（日）

真砂自排 44 2
葭川自排 43 2
千草自排 44 1
宮野木自排 41 1
最新情報など詳しくは、HP「千葉　
大気　時報」で検索
テレホンサービス☎︎238-7491・2
問環境規制課☎︎245-5190 FAX245-5581

1月号19面新春プレゼントクイズの
答えは、①歴史②未来でした。
当選者の発表は、景品の発送をもっ
て代えさせていただきます。
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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【12面】参照。



施　設
子ども交流館 ☎202-1504 FAX202-1503　火曜日（祝日の場合は翌日）休館

備考就学前児は保護者（1人）同伴
申当日直接会場へ（①②④13：45、③8：45から受け付け）

講座・イベント名 日時・対象・定員

①おやこ工作「ほうせきばこをつくろう
‼」

2/7㈰14：00～16：00
対象小学生以下の子どもと保護者
定員先着8組

②なかよし工房Aクラス「きらきらポッ
トをつくろう‼」

2/23㈷14：00～16：00　
対象小学～高校生　定員先着8人　

③オープンキッチン「たまごケーキをつ
くろう‼」

2/27㈯10：30～11：00、11：00～11：30、
11：30～12：00、12：00～12：30
対象4歳児～高校生　定員各回先着4人　

④オープン工房「フェルトで小物いれを
つくろう‼」

2/28㈰14：00～15：50
対象4歳児～高校生　定員先着8人

科学館
☎308-0511 FAX308-0520　2/15㈪～18㈭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

申①同館ミュージアムショップでチケット購入。③電話で同館へ。④2/20㈯必着。
往に希望日と参加者全員（5人まで）の必を明記して、〒260-0013中央区中央4-5-1
千葉市科学館「きぼーる星空観察会」係へ

催し名など 日時・対象・定員など

①プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ」

2/14㈰･21㈰16：00～16：45　
定員各先着100人
料金高校生以上800円、小・中学生300円

②ワークショップ祭 2/27㈯･28㈰10：00～12：00、13：00～15：00
備考内容など詳しくはHP

③大人が楽しむ科学教室

Ⓐ天然記念物「チャボ」はなぜ短足なのか～身
近な生き物の謎解きで「病気の原因解明や治療
法開発」に挑む＝3/6㈯、Ⓑ元アメフト選手に生
じる神経変性疾患で注目～頭部外傷が引き起こ
す遅発性脳障害と、異常タンパク質の関係 研究
でわかったこと～＝3/7㈰、Ⓒ私たちに身近な有
機化合物、そしてヨウ素化合物＝3/13㈯、Ⓓゲ
ノム解析技術の進展＝3/20㈷。ⒶⒸⒹ13：30～
15：00、Ⓑ10：30～12：00　
定員各先着20人

④きぼーる星空観察会 3/13㈯･26㈮19：00～20：00
定員各20人　備考中学生以下は保護者同伴

生涯学習センター ☎207-5820 FAX207-5822　第4月曜日休館

講座名 日時・対象・定員など

①エクセル速習講座～2日間で
学ぶ‼基礎関数～

2/28㈰、3/7㈰10：00～12：00　全2回
対象エクセルの基本操作ができる方
定員10人　料金3,500円　持物USBメモリ

②はじめてのLINE
3/3㈬・4㈭13：30～15：30　全2回
対象LINE使用未経験者または初心者
定員10人　持物スマートフォン

③子どもアートフラワー教室～
ガーベラ～

3/7㈰10：00～12：30
対象小学3～6年生　定員8人　

④サクっと作れる、チラシデザ
インのコツ

3/7㈰14：00～15：30
対象地域活動やボランティアをしている方など
定員30人

⑤子どものハローワーク「科学
者への道」

3/13㈯13：00～15：00
対象中学～大学生　定員15人

⑥紙とペンとスマホで‼LINE
スタンプ制作講座

3/14㈰、3/21㈰10：00～12：00　全2回
定員10人　対象20歳以上の方　
持物スマートフォンまたはタブレット　料金2,000円

⑦親子で作ろう‼オリジナルフ
ォトフレーム

3/21㈰10：00～11：30
対象2・3歳児と保護者　定員10組20人

⑧劇団かかし座手影絵公演～ハ
ンド・シャドウズ・アニマーレ～

3/27㈯13：30～14：30、16：00～17：00
対象4歳以上の方　定員各100人

申①～③⑤2/15㈪、④⑥～⑧2/26㈮必着。往（1人1通1講座。⑧のみ1通4人まで）に
必(⑧は参加者全員の氏名も)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。Eメールmanabi.kouza@ccllf.jpも可。

公民館
申受付時間は特に記載のない限り9：00～17：00。直接来館も可
講座
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
FAX263-0907

スマホ教室「アンドロ
イドで防災対策を学
ぶ」

2/17㈬10：00～12：00
対象60歳以上の方　定員先着15人
申2/2㈫から電話で

ボッチャ生浜カップ～
ルールを学んだあとに
試合を行います～

3/7㈰9：00～12：00
対象小学生以上の方　定員先着12組24人
申2/2㈫から電話で

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

中
央

末広公民館
☎264-1842
FAX264-3746

パソコン講座「ワード
から始めるパソコン」

2/16㈫～19㈮13：30～16：30　全4回
対象パソコンで文字入力ができる成人
定員先着8人　料金1,200円
申2/5㈮から電話で

松ケ丘公民館
☎261-5990
FAX263-9280

成年後見制度～法定後
見制度と任意後見制度
～

3/2㈫13：30～15：00
対象成人　定員先着15人
申2/14㈰から電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

歴史講座「伊能忠敬の
房総測量」

3/3㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着20人
申2/9㈫から電話で

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

公民館体験学習講座
「着物リメイク入門講
座」

2/12㈮13：00～16：00
対象成人　定員先着10人　料金500円　
持物裁縫道具
申2/2㈫から電話で

公民館体験学習講座
「初心者の囲碁教室」

2/14㈰・21㈰10：00～12：00　全2回
定員先着10人
申2/2㈫から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

太鼓体験教室「たたい
てみよう」

2/21㈰①13：00～15：00、②15：00～17：00
対象①小学生と保護者、②中学生以上の方
定員①先着6組12人、②先着12人　
料金500円
申2/3㈬から電話で

座ってできる‼イス・
シニア体操教室

3/3㈬13：00～15：00
対象60歳以上の方　定員先着12人
申2/9㈫から電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

手ぶらでスマホ体験
「不安にさよなら‼や
さしい基本編」

2/25㈭10：00～12：00
対象成人　定員先着15人　
申2/2㈫から電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

さつき人形劇場
2/13㈯14：00～15：00
対象4歳児～小学4年生と保護者　定員先着20人
申2/2㈫から電話で

身体をほぐそう‼「ス
トレッチ&体操教室」

2/25㈭13：00～15：00
対象成人　定員先着15人
申2/2㈫から電話で

長作公民館
☎258-1919
FAX286-6449

そば打ち体験講座
2/17㈬13：00～16：00
対象成人　定員先着8人　料金1,500円
申2/2㈫から電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

笑顔をつなぐ整理収納
「生前整理で人生身軽
に」

3/3㈬10：00～12：00
対象60歳以上の方　定員先着20人　
申2/9㈫から電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

千葉市歴史講座
「千葉開府900年に向け
て千葉氏を知ろう」

2/17㈬10：00～11：30
対象成人　定員先着20人
申2/2㈫から電話で

稲
毛

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

知っておきたい‼
キャッシュレス決済の
基礎知識

2/15㈪10：00～12：00
対象成人　定員先着20人
申2/2㈫から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
FAX247-1931

親子で千葉市美術館を
まるごと楽しもう‼‼

2/16㈫10：30～11：30
対象3歳～就学前児の子どもと保護者
定員先着10組　料金美術館入館料
申2/2㈫から電話で

小中台公民館
☎251-6616
FAX256-6179

家族も安心エンディン
グノートを書いてみよ
う

2/20㈯14：00～16：00
対象成人　定員先着20人
申2/2㈫から電話で

絵本の読み聞かせ
3/14㈰10：00～12：00
対象小学1～3年生の子どもと保護者　
定員先着15組30人
申2/2㈫から電話で

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

普通救命講習
2/28㈰9：00～12：00
対象成人　定員先着10人
申2/2㈫から電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

わくわく楽学講座　
ロシア語入門

2/20㈯9：30～11：30
対象成人　定員先着6人
申2/2㈫から電話で

わくわく楽学講座
ひな祭りちらし寿司＆
太巻寿司作り

3/3㈬9：30～12：30
対象成人　定員先着8人　料金500円
申2/2㈫から電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

郷土の歴史講座「徳川
吉宗とお鷹狩り」

2/20㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着16人
申2/2㈫から電話で

轟公民館
☎251-7998
FAX285-6301

パソコン講座　写真で
作ろうフォトムービー

2/23㈷～26㈮9：00～12：00　全4回
対象パソコンを使ったことがある方
定員先着10人　
申2/2㈫から電話で

千葉氏入門Q＆A講座
3/7㈰10：00～12：00
対象成人　定員先着20人　料金100円　　
申2/2㈫から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

救命講習
2/20㈯9：00～12：00
対象成人　定員先着10人
申2/2㈫から電話で

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

房総黒船見聞記
2/25㈭10：00～12：00
対象成人　定員先着15人　
申2/2㈫から電話で
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日時＝日程・時間　場所＝場所　内容＝内容　対象＝対象　定員＝定員　持物＝持ち物　料金＝料金　備考＝備考
申＝申込方法　問＝問い合わせ　は＝はがき　往＝往復はがき　HP＝ホームページ　必＝必要事項

＝くらし・地域　 ＝健康・福祉　 ＝子育て・教育
＝魅力・観光　　 ＝その他



いきいきプラザ・センター 生きがい活動支援通所・ボディケアスクール（機能回復訓練）
区 会場・申込先 問い合わせ Ⓐ Ⓑ

曜日 定員 曜日 開始時間 定員

中
央

中央いきいきプラザ　＊
〒260-0807　松ケ丘町257-1

☎209-9000
FAX209-9006

火～土

各16人 木 9：30 各16人13：30
蘇我いきいきセンター　＊
〒260-0834　今井1-14-38

☎264-6966
FAX264-6967 各15人 金 9：30 10人

花
見
川

花見川いきいきプラザ
〒262-0011　三角町750

☎216-0080
FAX216-0083 各15人 火 9：30 各16人13：30

花見川いきいきセンター　＊
〒262-0046　花見川9-1

☎286-8030
FAX286-8031 各17人 金 9：30 10人

さつきが丘いきいきセンター
〒262-0014　さつきが丘1-32-3

☎250-4651
FAX250-4652 各15人 月 13：30 11人

稲
毛

稲毛いきいきプラザ
〒263-0031　稲毛東6-19-1

☎242-8005
FAX242-8175 各15人 月 9：30 各18人13：30

あやめ台いきいきセンター　＊
〒263-0051　園生町446-1

☎207-1388
FAX207-1368 各15人 金 13：30 10人

若
葉

若葉いきいきプラザ
〒265-0067　北谷津町333-2

☎228-5010
FAX228-8956 各15人 水 9：30 各15人13：30

大宮いきいきセンター　＊
〒264-0015　大宮台7-8-1

☎265-1751
FAX265-1741 各18人 水 13：30 6人

都賀いきいきセンター　＊
〒264-0025　都賀4-20-1

☎232-4771
FAX232-4773 各20人 水 9：30 8人

緑

緑いきいきプラザ
〒266-0005　誉田町2-15-65

☎300-1313
FAX300-1511 各15人 金 9：30 各18人13：30

越智いきいきセンター
〒267-0055　越智町822-7

☎205-1290
FAX205-1291 各15人 木 9：30 10人

土気いきいきセンター
〒267-0061　土気町1634

☎205-1000
FAX205-1001 各15人 木 13：30 10人

美
浜

美浜いきいきプラザ　＊
〒261-0004　高洲3-5-6

☎270-1800
FAX270-1811 各18人 火 9：30 各15人13：30

真砂いきいきセンター　＊
〒261-0011　真砂4-4-10

☎278-9641
FAX278-9642 各15人 月 9：30 9人

Ⓐ生きがい活動支援通所（４～９月）
日常動作訓練、教養講座、趣味活動などを行うとともに、参加者の
皆さんが交流することで、介護が必要となることを予防し、自立し
た生活の維持を目指します。
日時火～土曜日のうち1日（特定の曜日）、10：00～15：00（祝日を除く）。
週1回。感染症拡大状況により、2部制となる場合があります。
場所･定員【右表】参照。
対象市内に住所を有する在宅の65歳以上の方（4月1日現在）。ただし、
介護保険の認定を受けている方は不可。
備考別途教材費がかかります。
あやめ台いきいきセンターは7月で終了予定です。

Ⓑボディケアスクール（機能回復訓練）（４～６月または７～９月）
ストレッチ体操などを2時間程度行い、日常生活能力の回復、身体機
能の向上を図ります。
4･7月開始の2コース。いずれも3カ月間、全12回。曜日（第5週を除
く）、開始時間は【右表】参照。
場所･定員【右表】参照。
対象市内に住所を有する60歳以上の方（4月1日現在）。
備考あやめ台いきいきセンターは4～6月のみの募集となります。

申2月10日㈬消印有効。往（1人1通1会場）に記入例【下記】のとおり
明記して、希望するプラザ･センターへ郵送。HP(「千葉市社会福祉協
議会」で検索)から申し込みも可。
備考応募多数の場合、2月20日㈯Ⓐ9：30･Ⓑ10：30から各プラザ･センター
で公開抽選。結果は2月26日㈮に発送。重複申込無効。いずれも初めて
の方優先。

往復はがき記入例

返信（裏）
（何も記入しない
でください）

希
望
会
場
の

所
在
地・施
設
名
を
記
入

［往信］

63
［返信］

63 往信（裏）
1  希望するサービ

ス（ⒶかⒷ）
2  Ⓐの場合は曜日

Ⓑの場合は開始
月・時間

3 氏名（フリガナ）
4 郵便番号・住所
5 電話番号
6 年齢・性別

自
分
の
郵
便
番
号・

住
所・氏
名
を
記
入

・来館の際は公共交通機関をご利用ください。＊印の会場は、駐車場がありません。
・新型コロナウイルス感染の拡大状況により、内容の変更や全回開催できない場合があります。
　 開催中止の場合、繰り越し当選は適用しません。施設での感染症予防対策に同意した上でご応

募ください。

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

若
葉

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

法律講座
「遺言と成年後見制度」

2/20㈯10：00～12：00　
対象成人　定員先着12人
申2/2㈫から電話で

白井公民館
☎228-0503
FAX228-6168

健康太極拳教室
2/19㈮10：00～11：30　
対象成人　定員先着15人
申2/2㈫から電話で

千城台公民館
☎237-1400
FAX237-1401

千城台発　世界をめぐ
る世界遺産への旅

2/23㈷、3/2㈫10：00～12：00　全2回
対象成人　定員先着15人　
申2/2㈫から電話で

若松公民館
☎231-7991
FAX231-0798

歴史講座
「千葉市百年物語～大
正10年前後の社会～」

3/6㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着16人
申2/2㈫から電話で

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

シニア講座「スマート
な終焉」

2/19㈮10：00～12：00　
対象60歳以上の方　定員先着20人
申電話で

シニア講座「初めての
スマホ入門講座」

2/24㈬13：30～15：30
対象60歳以上の方　定員先着10人　
申2/2㈫から電話で

絵本読み聞かせサポー
ター講習会

3/7㈰・28㈰10：00～12：00　全2回　
対象成人　定員先着12人
申2/8㈪から電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

シニア向け初めてのス
マートフォン体験教室

2/16㈫10：00～12：00　
対象成人　定員先着15人
申2/2㈫から電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

郷土史講座
「千葉県における電気
事業の変遷と発展」

3/3㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着20人　
申2/2㈫から電話で

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

郷土の歴史講座
「中世都市千葉を探る」

2/19㈮14：00～16：00　
対象成人　定員30人
申2/5㈮必着。往に必を明記して、〒261-
0005美浜区稲毛海岸3-4-1稲浜公民館へ

打瀬公民館
☎296-5100
FAX296-5566

文芸講座
「近代文学を彩った女
流作家たち③」

2/12㈮・19㈮13：30～15：30　全2回
対象成人　定員先着16人
申2/2㈫から電話で

大人の手芸教室～ブロ
ーチピンとキラキラピ
ン作り～

2/25㈭10：00～12：00
対象成人　定員先着12人　
料金500円
申2/2㈫から電話で

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-6851

初めての陰ヨガ
「股関節の柔軟性から
健康と若さを」

2/11㈷・18㈭10：00～11：30　全2回
対象成人　定員先着15人
申2/2㈫から電話で

三陽メディアフラワーミュージアム
☎277-8776 FAX277-8674　月曜日休館
入館料＝高校生以上300円、小・中学生150円
申当日直接会場へ

催し・展示名など 日時・料金
フォトグループ道草「花を撮ろう」 2/7㈰まで
Helloスプリングクイズラリー 4/4㈰まで　料金100円

バレンタインBOXフラワーアレンジ 2/6㈯･7㈰･13㈯･14㈰10：00～15：00
定員各先着15人　料金1,500円

小さなお皿にプロパージュ体験 2/6㈯・7㈰10：00～15：00　料金500円
千葉多肉植物クラブ「多肉植物とブロー
クン･ポット･ガーデン展」 2/9㈫～14㈰

押花で作るハートのリース 2/13㈯・14㈰10：00～15：00　料金1,000円
NHKカルチャー千葉「花と自然が映し出
す世界」写真展 2/16㈫～21㈰

千葉花の会「四季の彩り」 2/23㈷～28㈰

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

2/2㈫
15㈪
22㈪

松ケ丘公民館
星久喜公民館
椿森公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

花
見
川

2/10㈬
24㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

2/8㈪
16㈫
22㈪

小中台公民館
山王公民館
黒砂公民館

小中台公民館
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

2/18㈭
25㈭

千城台公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑 2/4㈭
8㈪

土気公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 2/4㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

子育てママのおしゃべりタイム
日時10：00～12：00　
対象子育て中の方・妊婦（子ども同伴可）
備考新型コロナウイルス感染症拡大防止のため人数制限します。
申当日直接会場へ（時間中出入り自由）

美
浜

幕張西公民館
☎272-2733
FAX271-8944

パソコン講座
「ワード入門」

2/16㈫～19㈮9：00～12：00　全4回
対象成人　定員先着10人　料金1,200円
申2/2㈫から電話で

日時4/6㈫～7/4㈰の火～日曜日の原則6日間　内容展示する作品の題材は花、緑、自
然。設営、撤収、展示物の保守管理などは各自の責任。　対象市内在住の個人また
は団体　定員各期間1組　申2/10㈬消印有効。往に必のほか、希望する期間(第3希望
まで)、展示タイトル・内容を明記して、〒261-0003美浜区高浜7-2-4三陽メディア
フラワーミュージアムへ。Eメールhanabi-event@worldparkjp.comも可。

市民展示室2階の利用者募集

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など
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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【12面】参照。



市内で農業体験してみませんか？

市民農園

農業体験農園

農業体験してみたいけれど、自分でできるか不安。場所があったら、野菜を育ててみたい…などと思ったこ
とはありませんか。市内には、30カ所以上の市民農園があり、誰でも気軽に農業に触れることができます。い
きなり始めるのは難しそうという方には、講師に指導してもらえる農業体験農園もあります。自分で育てた野
菜を、味わってみませんか。

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

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

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

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

望農園名·区画数を明記して、〒265-0042若葉区古泉町537千葉市園
芸協会へ。

各農園の場所は、ホームページをご覧ください。 千葉市　市民農園

問市園芸協会�☎228-7111　月曜日休業
農政課�☎245-5758�FAXFAX245-5884

あすみガーデン市民農園（緑区大椎町）
利用期間　3月1日㈪～来年2月28日㈪
募集区画数　�20～40㎡＝50区画、41～60㎡＝50区

画、61～100㎡＝8区画、101～116㎡＝
4区画

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

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

問大椎営農組合･林さん
☎294-1335（19：00～21：00）
農政課�☎245-5757�FAXFAX245-5884
中田やつ耕園市民農園
利用期間　4月1日㈭～来年3月31日㈭
　　　　　＊�4～9月＝7：00～18：00、10月～来年3

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

4㎡＝1区画。③は車いす使用者用プランタ
ー

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

ほか、希望区画面積·区画数を明記して、〒
265-0043若葉区中田町2479-35中田や
つ耕園へ。 Eメール info@nakatapark.comも
可。

問中田やつ耕園�☎228-2251�FAXFAX228-2252
月曜日休園

区 農園名 所在地
（町）

区画
数

料金
（円） 区 農園名 所在地

（町）
区画
数

料金
（円）

中
央

おゆみ 生実 1 7,000

若
葉

若葉ひなた 大草 26 6,000
みやこ 都 9 7,000 小倉 小倉 2 6,000
宮崎 宮崎 6 7,000 下田にこにこ 下田 41 6,000

花
見
川

花見川 天戸 21 6,000 高品第2 高品 13 6,000
花見川新和 天戸 28 7,000 高品第3 高品 6 6,000
花見川そよかぜ 天戸 8 6,000 高品なかよし 高品 4 6,000
花見川ふれあい 天戸 12 6,000 多部田 多部田 57 6,000
柏井 三角 9 5,000 東寺山 東寺山 7 6,000
三角町 三角 8 6,000 鎌池 若松 9 6,000
長作たけのこの山 長作 35 6,000 わかまつ 若松 4 5,000
花見川区門原 長作 10 7,000 若松第2 若松 19 6,000
花見川ながさく 長作 22 7,000 若松みどりの

くり園 若松 52 6,000
幕張 幕張 8 7,000

稲
毛
園生第2 園生 4 7,000

緑
平山 平山 55 5,000

園生みどり 園生 5 7,000 小食土 小食土 46 5,000

農味塾の農業体験農園
利用期間　�3月1日㈪～来年1月31日㈪期

間中15回程度（週末）、栽培講
習を行います。

所 在 地　�花見川区武石町1（京葉道路武
石インター横）

栽培作物　�トマト、ナス、トウモロコシ、

区画面積　1区画30㎡
料　　金　1区画48,400円
申込方法　�2月20日㈯消印有効。往復はがき

（1世帯1通）に必要事項のほか、
希望区画数を明記して、〒262-
0031花見川区武石町1-1446外
口方･農味塾へ。

問農味塾･外口さん
☎090-8846-4638（14：00～18：00）
農政課�☎245-5758�FAXFAX245-5884

ブロッコリーな
ど20品目以上

募集区画数　25区画

富田さとにわ耕園の農業体験農園
利用期間　�4月1日㈭～来年1月31日㈪期

間中月2回（原則日曜日）、栽培
講習を行います。

会　　場　富田さとにわ耕園周辺
栽培作物　�トマト、ジャガイモ、落花生な

ど18品目

効。はがき（1世帯1通）に必要事
項のほか、希望区画数を明記し
て、〒265-0041若葉区富田町
711-1富田さとにわ耕園へ。Eメール
center-renraku@tomita-kan.
jpも可。

問富田さとにわ耕園
☎226-0022�FAXFAX226-0501
月曜日休園　

募集区画数　50区画
区画面積　1区画40㎡
料　　金　1区画30,000円
申込方法　�2月21日㈰消印有

採れたての野菜が食べ
られるのも農業の魅力
の一つです。

編集担当D

ふるさと農園の栽培指導付きわくわく農園
利用期間　�3月7日㈰～来年1月30日㈰期

間中15回程度（週末）、栽培講
習を行います。

栽培作物　�トマト、キュウリ、
ハクサイ、ブロッ
コリーなど18品
目以上

募集区画数　3区画
区画面積　1区画25㎡
料　　金　1区画48,400円
申込方法　�2月22日㈪消印有効。はがきに

必要事項のほか、希望区画数を
明記して、〒261-0011花見川
区三角町656-3ふるさと農園
へ。Eメールfuru-noen@tsukahara-li.
co.jpも可。

問ふるさと農園
☎257-9981�FAXFAX258-1024
月曜日休園

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【12面】参照
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東京2020オリンピック・パラリンピック関連情報
さあ、MAKUHARI から未来へ

幕張メッセで
7競技開催

開 催 会 場

問オリンピック･パラリンピック調整課 ☎245-5296 FAXFAX245-5299

千葉市ゆかりのアスリートを紹介

パラアスリートの未知（道）
己を磨くために千葉に来た
スピードスター

えることが必要」と言います。
自慢のスピードを活かして相手に追いつき、車いすで相手をブロッ

クして動きを止める。ここぞという時に相手キーマンを封じ込め、華々
しい攻撃よりも縁の下の力持ちに徹します。

タフな川原選手は、体力や精神力の限界まで自らを追い込み、地道
な練習を繰り返すことこそが、勝利への近道であり、自分の役割と自
負しています。
東京2020大会とその先を見据えて

川原選手には、「金メダルを獲ってお世話になった人に恩返しをし
たい」という目標のほかに、もう一つ夢があります。それは、差別や
偏見の目がない平等な社会をつくること。「車いすバスケに触れて楽

授業と両立しながら、競技に打ち込む毎日で、日常で使う車いすと
は全くスピードの違う競技用車いすに乗るのがとても楽しかったと振
り返ります。

川原選手は高校卒業後、レベルアップを目指し、単身で千葉に移り
住みます。日本選手権3連覇の偉業も達成した千葉ホークスの門をた
たきますが、待っていたのは辛い試練でした。「スピードについていけ
ない」。長崎で打ち込んできたものが千葉では通用しなかったのです。

一から走り込みをし、血のにじむような努力で逆境を乗り越え、1
年後には誰にも負けないスピードを身に着けました。「その時やっと
スタートラインに立てた気がした」。
勝利を求めて
　「車いすを操ってシュートを打つだけでは勝てない。チームとしてど
ういう攻め方と守り方をすれば相手が嫌がるかを細かいところまで考

しそうにしている子どもたち
からいつもパワーをいただい
ている」という川原選手。「小
さい頃から障害を知ることが
その社会をつくるのにとても
大事。その懸け橋になりた
い」。子どもだけでなく誰もが
引き込まれる、その優しくも
力強い眼差しこそ彼の最大の
魅力です。

川
か わ

原
は ら

凜
り ん

選手 車いす
バスケットボール×

レベルアップを求めて千葉へ
2017年に車いすバスケットボールの日本代

表に選出されて以来、数々の国際大会で活躍し、
今やチームに欠かせないトッププレーヤーとな
った川原凜選手。

長崎県出身の彼は、中学生の時、車いすバス
ケットボールを扱った漫画に感銘を受け、高校
入学とともに地元チームに入りました。

田中一村は、1938年から約
20年、千葉寺町に住んだ、千葉市にゆかりの深い日本画家です。50
歳の頃に奄美大島に移住し、画家としての生涯を賭けて描いた、奄美
の亜熱帯の風土を題材とする独特の花鳥画で知られます。画壇から距
離をおいた一村がその境地に到るまでには、山あり谷あり紆

う よ

余曲折し
たさまざまな試みがありました。この屏風絵はそのいくつもの山の一

問市美術館 ☎221-2311 FAXFAX221-2316

画面いっぱいに極彩色で紅白
の椿の大木が描かれた、豪華な
金屏風です。左端に残るわずか
な余白にも白梅の枝が添えられ
ており、枝葉まですべて細密に
描かれています。田中一村（19
08‒1977）の数え24歳の年（満
でいえば22、3歳の頃）の作で、
若き画家の意欲が画面に充満
し、迫ってくるような迫力があ
ります。

田中一村《椿図屏風》

学芸員が選ぶ

今月の  イッピン
1931年　紙本金地着色2曲1双のうち

つ。千葉に来る前、東京四谷に暮ら
し、当時人気の中国風の水墨画を得
意として身を立てていた一村が、新
しい画風への転換を試み、与えられ
た金屏風に力いっぱい展開してみせ
た渾

こんしん

身の一作なのです。

田中一村展ー千
葉市美術館収蔵
全作品（〜2月
28日㈰）にて展
示中。ぜひ、ご
覧ください♪

日直　チャイム
（カリフォルニアアシカ）

ぼくは、チャイム。6才だよ。4年
前に名古屋市東山動植物園から来た
んだ。

食べるのが大好き。魚が好物で、
アジやサバを毎日13㎏以上食べる
よ。千葉に来たときは体が小さかっ
たけど、好ききらいなくモリモリ食
べてたらすくすく成長して、今は体
重200㎏くらいあると思うんだ‼
飼育員さんは、ぼくのことくいしん
ぼうって言うけど、大きくなるのは

いいことだよね？
おくさんはマリンさん。6才年上なんだ。出会ったとき、ぼくはま

だ2才。普通アシカのオスはメスの3倍くらいの大きさなのに、ぼくた
ち同じくらいだった。相手にしてもらえないかと思ったけど、けっこ
う気に入ってくれたみたい。次の年に、男の子のサーフが生まれたん
だ。飼育員さんたちもびっくりしてたなあ。家族3頭で過ごした1年は
楽しかったけど、サーフは1才で巣立っていったよ。さびしくないか

松尾学芸員

って？ううん、かわいい子には旅
をさせろって言うでしょ‼

そうそう、ぼく、泳ぐのがとっ
ても速いんだ。マリンさんととき
どき追いかけっこして遊んでいる
よ。みんなが見たら、ぼくらの泳
ぐスピードにびっくりしちゃうか
もね‼
問動物公園 ☎252-1111 FAXFAX255-7116

JWBF/X-1JWBF/X-1

JWBF/X-1JWBF/X-1

ぼくのおくさんのマリンさん♡ぼくのおくさんのマリンさん♡

テレビ広報番組チバテレ「ザ･サンデー千葉市」 。今月の放送は、7日㈰9:00～9:15「お出かけ不要‼オンラインで習いごと♪」
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