
地域社会貢献者
笹山哲美　菅谷真和　洲﨑悦生　林めぐみ
鈴木幸治郎　髙橋幸雄　橋浦尚美　白井國明
竹内文彦　中尾恵介　星幸広　加藤ヨシ子
髙木和男　行木和子　五十嵐靜枝　
一戸富美子　遠藤靜子　髙橋重治　鈴木泉　
渡邉久夫
ヤマト運輸株式会社千葉中央支店　
東日本旅客鉄道株式会社新検見川駅
越中おわら愛好会　脳トレ稲毛会　
マジックファイブ　黒砂一丁目自治会
黒砂第二自治会　こやつを美しくする会　
仁戸名親栄会　花見川住宅自治会
み春野自治会　若松町親和自治会
幸町１丁目コミュニティ委員会

寄附行為者
泉澤豊　井上雅貴　内田明花　小口学　小倉拓也　片岡正明　北野善知　河野典博　小林直記　佐藤将義　
髙野明彦　髙橋澄雄　谷山純子　根來豊　人見武彦　星野正昭　増村章仁　町田也真人　矢ケ部章二　山田正行
湯浅俊介　吉田善紀　
アースランクラブ　株式会社奥山　株式会社S・S土木　株式会社クロテック　ケア・サポーターズクラブ千葉　
公益財団法人JFE21世紀財団　ボランティア「さちのわ」　JFEスチール株式会社東日本製鉄所（千葉地区）　
ジェフユナイテッド株式会社　株式会社ジェーソン　真如苑　
第11回徳姫杯小学生バレーボール大会参加チーム一同　一般社団法人千葉市建設業協会　
千葉市バスケットボール協会ミニバスケットボール専門部ならびに千葉ロータリークラブ　
公益社団法人千葉東法人会　千葉ライオンズクラブ　千葉黎明高等学校生産ビジネス科　
学校法人中村学園専門学校ちば愛犬動物フラワー学園　日本写真判定株式会社
ヤマザキ製パン従業員組合千葉支部　米屋株式会社　株式会社ライブズ　株式会社ワイズマート　
株式会社アルタイル　公益社団法人日本一輪車協会　公益財団法人川口教育・スポーツ財団　
在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会　社会福祉法人広島市社会福祉協議会　株式会社千葉ロッテマリーンズ　
飛躍会

地域社会貢献者・寄附行為者の褒賞

問秘書課 ☎245-5010 FAXFAX245-5529

図書館名・日時・定員など
みやこ図書館 〒260-0001中央区都町3-11-3　☎233-8333　 FAX234-4187
①8/12㈬9：30～12：00、13：30～16：00　対象小学3年生　定員各回6人
花見川図書館 〒262-0005花見川区こてはし台5-9-7　☎250-2851　 FAX250-2853
②8/12㈬10：00～11：00、14：00～15：00　対象小学3年生　定員各回4人
稲毛図書館 〒263-0043稲毛区小仲台5-1-1　☎254-1845　 FAX284-4795
③8/12㈬10：00～12：00　対象小学3年生　定員10人
若葉図書館 〒264-0004若葉区千城台西2-1-1　☎237-9361　 FAX237-5163
④8/12㈬10：30～12：00、14：00～15：30　対象小学3年生　定員各回4人

緑図書館 〒266-0031緑区おゆみ野3-15-2　
☎293-5080　 FAX293-5100

⑤8/13㈭10：00～12：00、14：00～16：00　
対象小学3年生　定員各回6人

美浜図書館 〒261-0004美浜区高洲3-12-1　
☎277-3003　 FAX278-4303

⑥8/12㈬･13㈭9：30～12：00、13：30～16：00　
対象小学3年生　定員各回4人

子育てママのおしゃべりタイム
場所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、人数を制限します。
申当日直接会場へ（時間中出入り自由）　

公営事業事務所
☎251-7111 FAX255-9909

レース日程（場外）
レース名 日程 レース名 日程

宇都宮(FⅠ) 7/2㈭～　4㈯ 富山(FⅠ) 7/16㈭～　18㈯
小松島(GⅢ) 2㈭～　5㈰ 松戸(FⅠ)ナイター 16㈭～　18㈯
川崎(FⅠ)ナイター 4㈯～　6㈪ 弥彦(GⅢ) 18㈯～　21㈫
大垣(FⅠ) 6㈪～　8㈬ 名古屋(FⅡ) 19㈰～　21㈫
立川(FⅡ) 6㈪～　8㈬ 小倉(FⅠ)ナイター 19㈰～　21㈫
静岡(FⅠ)ジャパンカッ
プ 10㈮～12㈰ 岐阜(ＦⅠ) 23㈷ ･ 　24㈷

取手(FⅡ) 23㈷～　25㈯
サマーナイトフェステ
ィバル(GⅡ)いわき平 10㈮～12㈰ 福井(GⅢ) 23㈷～　26㈰

函館(ＦⅠ)ナイター 25㈯～　27㈪
大垣(FⅠ) 13㈪ ･ 14㈫ 西武園(ＦⅠ) 26㈰～　28㈫
岸和田(FⅠ)in和歌山 13㈪～15㈬ 富山(GⅢ) 30㈭～8/2㈰

千葉競輪場

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

7/　6㈪
14㈫
27㈪

松ケ丘公民館
新宿公民館
星久喜公民館

松ケ丘公民館 
☎261-5990

稲
毛

7/　6㈪
13㈪
17㈮

都賀公民館
小中台公民館
緑が丘公民館

小中台公民館 
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

7/　9㈭
30㈭

桜木公民館
若松公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑 7/　1㈬
13㈪

おゆみ野公民館
誉田公民館

誉田公民館 
☎291-1512

美
浜 7/　2㈭ 高浜公民館 稲浜公民館 

☎247-8555

図書館名・日時・定員など
中央図書館 〒260-0045中央区弁天3-7-7　☎287-3980　 FAX287-4074
子ども読書講座「恐竜博
士が語る‼楽しい科学
絵本の世界」

9/6㈰14：00～15：30　対象小学生と保護者　定員50人　
備考講師＝真鍋真さん（古生物学者）

こども一日図書館員　～やってみよう図書館の仕事～ 
申①②④7/15㈬、③⑥10㈮、⑤28㈫必着。往に必を明記して、各館へ。電子申請
も可

子ども読書講座
申7/23㈷必着。往に必を明記して、中央図書館へ。電子申請も可

月曜日・第3木曜日休館図書館

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

稲
毛

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

千葉市科学館がやっ
て来る「子ども科学
教室」

7/19㈰10：00～11：30　
対象小学生　定員先着15人  
申7/2㈭から電話で

子どもバルーンアー
ト教室

7/18㈯10：00～12：00　
対象小学生　定員先着15人　
料金600円
申7/2㈭から電話で

子どもパステルアー
ト教室

8/2㈰10：00～12：00　
対象小学生 (保護者同伴可)　定員先着12人
料金200円 
申7/2㈭から電話で

轟公民館
☎251-7998 
FAX285-6301

ハンドメイド講座
「可愛いにゃんこク
リップ作りましょ」

7/14㈫10：00～12：00
対象成人　定員先着15人　
料金800円
申7/2㈭から電話で

若
葉

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

歴史講座 
「特別史跡加曽利貝
塚入門」

7/25㈯10：00～12：00 
対象成人　定員先着16人
申7/2㈭から電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

親子パン作り教室

8/1㈯9：30～12：30
対象小・中学生と保護者　
定員先着10人 (保護者含む)　
料金400円
申7/2㈭から直接来館（料金持参）

白井公民館
☎228-0503
FAX228-6168

健康ヨーガ体操教室
7/22㈬13：30～15：30
対象成人　定員先着15人
申7/2㈭から電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
FAX254-3135

シニアのための若返
り教室

7/21㈫10：00～12：00
対象成人　定員先着15人
申7/2㈭から電話で

若松公民館
☎231-7991
FAX231-0798

坂月川親子自然教室
～昆虫・鳥・水の生物
好き集合～

7/18㈯、8/22㈯13：30～15：30　全2回
対象小学生と保護者　
定員先着20人 (保護者含む)
申電話で

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

自然観察会「越智小
ビオトープと大賀ハ
ス」

7/4㈯10：00～12：00 
対象小学生以上の方　定員先着20人
申電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
FAX293-1521

ボッチャ体験講座
7/10㈮10：00～11：30
定員先着15人
申7/2㈭から電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

県文書館出前講座 
「千葉県における電気
事業の変遷と発展」

8/18㈫10：00～12：00
対象成人　定員先着30人 
申7/2㈭から電話で

誉田公民館
☎291-1512
FAX292-7487

福祉講座 
「点字の世界」

7/12㈰10：00～11：30　
対象小学4年生以上の方　
定員先着20人
申7/2㈭から電話で

美
浜

打瀬公民館
☎296-5100
FAX296-5566

夏休み体験教室 
「点字を知って実際
に打ってみよう‼」

8/8㈯14：00～16：00
対象小学3～6年生　定員先着15人 
申7/2㈭から電話で

幸町公民館
☎247-0666
FAX 238-4153

キャッシュレス時代
に知っておくべき基
礎知識

7/14㈫13：30～15：30
対象成人　定員先着20人
申7/2㈭から電話で

夏休み子どもスポー
ツ吹矢教室

8/8㈯9：30～11：30　
対象小·中学生　定員先着16人　
料金150円
申7/2㈭から電話で

地域社会に貢献された方や公共のために多大な寄附をされた方へ感謝状を贈り、その功労をたたえました。 順不同・敬称略
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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

ちば市政だより


