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ちば市政だより

講座・イベント名 日時・対象・定員
オープン工房「夏だ‼花火だ‼
うちわをつくろう‼」

8/2㈰14:00～15:00
対象4歳児～高校生　定員先着8人

なかよし工房Aクラス「パタパ
タ飛ぶ蝶をつくろう‼」

8/10㈷14:00～15:00
対象小学～高校生　定員先着8人

おやこ工作「空気でっぽうをつ
くろう‼」

8/23㈰14:00～15:00
対象小学生以下の子どもと保護者
定員先着4組　備考1組子ども2人まで

オープンキッチン「フルーツト
ライフルをつくろう‼」

8/30㈰14:00～15:00
対象4歳児～高校生　定員先着8人

☎202-1504 FAX202-1503　火曜日休館

☎264-8995 FAX268-1032　月曜日（祝日の場合
は翌日も）、祝･休日休館

申当日直接会場へ（各日12:45から受け付け）
備考就学前児は保護者（1人まで）同伴

定員先着6人
申電話で(②は8/4㈫から)、同センターへ

施　設

講座名 日時・対象

①英語で遊ぼう 8/19㈬･20㈭10:00～11:00　全2回　
対象小学1･2年生

②秋のヨーガ入門 9/5～19の土曜日13:30～15:00　全3回　
対象16歳以上の方

催し名 日時・対象・定員など

①大人が楽しむ科学教室

Ⓐ台風と防災のお話＝9/5㈯、Ⓑ天然物からの
創薬研究＝9/12㈯、Ⓒタンパク質の形から薬
をデザインする=9/12㈯、Ⓓ薬を開発、合成す
るということ=9/13㈰、Ⓔ錯視からわかる知
覚の特性=9/19㈯、Ⓕ色覚について=9/20㈰、
Ⓖ遺伝子に働きかける新薬＝9/26㈯、Ⓗ割り
算の数楽＝9/27㈰。ⒶⒹ～Ⓗ13:30～15:00、
Ⓑ10:30～12:00、Ⓒ14:30～16:00　
対象高校生以上の方　定員各先着15人　
料金要入館料

②きぼーる星空観察会 9/19㈯･25㈮19:00～20:00　定員各20人
備考中学生以下は保護者同伴

③夏の特別展「シカク･サッカク展
～見る･知る･驚く‼～」

8/1㈯～30㈰9:00～17:00
料金大人700円、高校生450円、小·中学生250円

申①電話で同館へ。②8/20㈭必着。往(1通5人まで)に希望日と参加者全員の必を
明記し、〒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

☎308-0511 FAX308-0520　
入館料＝大人510円、高校生300円、小・中学生100円
プラネタリウム(1番組)＝大人510円、高校生300円、小・中学生100円

ちば生きもの科学クラブ生の追加募集
9月～来年3月のうち全7回実施の牛をテーマにしたクラブ活動
対象小学4年生以上の方　定員7人　料金2500円
申8/20㈭必着。はに必のほか、応募動機を明記して、〒260-0013中央区中央4-5-1
きぼーる7階千葉市科学館へ

☎207-5820 FAX207-5822　第4月曜日休館

申①～⑦8/14㈮、⑧8/31㈪必着。往(1人1通1講座)に必を明記して、〒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。

講座名 日時・対象・定員など
①市民自主企画講座
「脳トレ朗読講座」

9/2㈬・16㈬・30㈬10:15～11:45　全3回
対象60歳以上の方　定員9人　料金550円

②デジカメ写真の取込みと応用 9/3～17の木曜日10:00～12:00　全3回
対象ワード使用経験がある方　定員8人

③ワード入門 9/4～25の金曜日10:00～12:00　全4回
対象文字入力ができる方　定員8人　料金1,320円

④いきいきシニア健康講座 9/4㈮・11㈮13:30～15:00　全2回
対象50歳以上の方　定員15人

⑤市民自主企画講座
親の終活・子の終活「100年人生
テーマ8」

9/6～27の日曜日10:00～12:00　全4回
定員 15人

子ども交流館

科学館

南部青少年センター

生涯学習センター

青葉病院･海浜病院の職員
（臨床検査技師・薬剤師など）

臨床検査技師を4人、薬剤師、診療放
射線技師、言語聴覚士、栄養士、理学
療法士、診療情報管理士、社会福祉士、
事務（医療）を各若干名募集します。
対象資格免許職は、1961年（昭和36年）
4月2日以降生まれで資格免許取得者
（見込みを含む）。事務（医療）は、
1961年（昭和36年）4月2日～1992年

（平成4年）4月1日生まれで病院での
職務経験を直近10年間に6年以上有
する方
備考採用日は来年4月1日㈭（3月以前の
場合も有り）。受験案内・申込書配布
場所＝市役所1階案内、市政情報室、
病院局管理課、区役所地域振興課、
青葉病院、海浜病院など。HP（「千葉
市立病院　医療職」で検索）から印
刷も可
一次試験

日時9月12日㈯9:00から
場所TKPガーデンシティ千葉（中央
区問屋町1-45）
申電子申請で（8月3日㈪10:00～
17日㈪17:00受信分まで有効）。申
込書を、〒260-8722千葉市役所病
院局管理課へ郵送も可（8月13日㈭
消印有効）

問同課☎245-5224 FAX245-5257

青葉病院･海浜病院看護職員
（看護師･助産師）

対象1961年（昭和36年）4月2日以降生
まれで、看護師･助産師の資格免許取
得者（見込みを含む）
定員70人程度
備考採用日は来年4月1日㈭（3月以前の
場合も有り）。受験案内･申込書配布
場所＝市役所1階案内、市政情報室、
病院局管理課、区役所地域振興課、
青葉病院、海浜病院など。HP（「千葉
市立病院　看護師」で検索）から印
刷も可
論文・面接試験

日時10月10日㈯9:00から（多数の場
合は11日㈰も）
場所中央コミュニティセンターまた
は総合保健医療センター
申8月25日㈫10:00から電子申請で

（9月8日㈫17:00受信分まで有効）。
申込書を、〒260-8722千葉市役所
病院局管理課へ郵送も可（9月4日
㈮消印有効）

問同課☎245-5224 FAX245-5257

お知らせ

ジェフユナイテッド千葉
8月試合日程

8月にフクダ電子アリーナで行われ
るジェフユナイテッド千葉の試合日
程をお知らせします。
日程 開始時間 対戦チーム
8/2㈰ 19:00 ザスパクサツ群馬
12㈬ 19:00 松本山雅FC
23㈰ 19:00 徳島ヴォルティス

問観光MICE企画課☎245-5897 FAX
245-5669

北谷津新清掃工場建設に係る
環境影響評価書について

①縦覧
日時7月27日㈪～8月10日㈷
場所環境保全課、廃棄物施設整備課、
区役所地域振興課、中央図書館
②公表
7月27日㈪からHP「北谷津評価書」で
検索

問①環境保全課☎245-5141 FAX 245-
5553②廃棄物施設整備課☎245-
5243 FAX245-5667

献血にご協力を

日時中央区＝8月18日㈫10:00～13:00、
14:15～16:00。花見川区＝8月20日㈭
10:00～12:00。稲毛区＝8月20日㈭
14:00～16:00。若葉区＝8月26日㈬
13:30～16:00。緑区＝8月26日㈬9:15
～11:15。美浜区＝8月27日㈭13:30～
16:00
場所区役所
問赤十字血液センター☎241-8332 FAX
241-8813

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、コーディネータ
ーが、障害の種類･程度に応じてスポ
ーツ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
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、「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。

がん検診などの集団検診の
変更

来場前に検温し、発熱･風邪などの症
状がないことを確認の上、必ずマス
クを着用してください。また、着替
えを入れる袋とボールペン（消える
ペン不可）をお持ちください。
定員の変更
定員を縮小しています。決まった日
に確実に受診したい場合、個別検診
をご利用ください。
日程の変更
中止＝10月15日㈭午前、若葉保健福
祉センターの乳がん検診（50歳以
上）。来年1月15日㈮午後、千城台コ
ミュニティセンターの子宮がん検診。
新規＝10月5日㈪午前、若葉保健福祉
センターの乳がん検診（50歳以上）。
来年1月15日㈮午後、緑保健福祉セン
ターの子宮がん検診。
子どもの見守りサービスの中止
一部の乳がん検診と子宮がん検診で
行っている子どもの見守りサービス
は、今年度は中止します。
最新情報は、HP「千葉市　がん検診」
で検索
問健康支援課☎238-9930 FAX238-9946

フクダ電子スクエア利用休止

10月12日㈪～来年3月ごろ、フクダ電
子スクエアは施設改修工事のため、
利用を休止します。
問フクダ電子スクエア☎208-5573 FAX
208-5575

大気汚染状況6月分

内容市内の測定局で測定した6月の微
小粒子状物質（PM2.5）の暫定指針
値超過日（70.1μg/㎥以上）、二酸化
窒素（NO₂）の環境目標値超過日
(41ppb以上)はともに0日でした。最
新情報など詳しくは、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
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講座名 日時・場所・対象など

子ども茶道教室 8/19㈬10:00～12:00　内容心得や「てまえ」の体験
対象小学4～6年生　定員先着6人程度　料金500円

いなげの浜の環境と生き物
しらべ

8/22㈯10:00～12:00　場所いなげの浜と稲毛記念館
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、同館へ

☎277-4534 FAX277-4688　月曜日（祝日の場合は翌日）休
館稲毛記念館


