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災害災害からから命命を守るを守る

対して助成する事業を創設しました【2面】。また、高齢者の肺炎球菌予防接種も65歳以上でこ
れまで接種していない全ての方を対象にします。

冬は発熱患者が増え、医療現場も新型コロナウイルス感染症との切り分けが難しいために混乱
が出ることも懸念されます。発熱患者を減らし、医療機関の負担軽減を図るための施策です。

新型コロナウイルスのワクチンに期待が集まっていますが、既に存在するワクチンを確実に接
種していくことも重要です。特に肺炎は高齢者の死亡·重篤化の上位を占めており、まだ接種され
たことがない方は、この機会にぜひ接種してください。

日々の陽性者数の報道に一喜一憂してしまいがちですが、重要なのは日々の陽性者数ではなく、
医療現場の状況です。新型コロナウイルス感染症患者用の病床をしっかりと確保した上で、感染
予防に留意しながら地域活動や社会経済活動を行っていくことが求められます。

千葉市では医療現場の状況、陽性者数や傾向、PCR検査状況などを週報という形でSNSなどで
発信しています。インターネットが使えない方にもタイムリーな情報を伝えるべく、公民館など
の公共施設でも週報を掲示しています。

正しい情報を入手し、正しくおそれ、対策を取り、この難局を乗り切っていきましょう。

千葉市は冬の感染シーズンに備えて、全ての世代のインフルエンザ予防接種に
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■ここに注意‼「Withコロナ」の暮らし

新型コロナウイルス感染症関連情報
▪予防接種を受けましょう

本紙に掲載している催しなどは、新型コロナウイルスの影響で内
容や定員の変更、中止などがあります。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　

感染予防や感染疑いなど、感染症についての相談は
帰国者·接触者相談センター/市民向け電話相談窓口
☎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

インフルエンザ予防接種
今年度は、全世代を対象にインフルエンザワクチンの予防接種の費用を助成

します。
接 種 期 間　12月31日㈭まで
対�　　　象　①接種日時点で千葉市に住民票がある65歳以上または60～

64歳で障害（心臓・じん臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免
疫の機能に身体障害1級相当の障害）がある方

　　②接種日時点で千葉市に住民票がある生後6カ月以上で①以外の方
助 成 額　接種費用から1,800円を除いた額（②は上限3,000円）
手続の流れ　①協力医療機関で接種し、1,800円を支払い。

　　 ②かかりつけ医などで接種し、全額支払い。来年2月28日㈰までに申請書
（保健福祉センター、保健所で配布。ホームページから印刷も可）に必要書
類を添付して、郵送で申請。助成額は後日還付。

申請書類など詳しくは、 千葉市　インフルエンザ　

今年度は対象者を65歳以上の全ての方に拡大し
ます。予約の上、協力医療機関で接種してください。
接 種 期 間　来年3月31日㈬まで
対　　　象　 千葉市に住民票があるこれまで肺炎球

菌ワクチンを接種したことがない、次
のいずれかに該当する方

　　　　　　・�1956年（昭和31年）4月1日以前生
まれ

　　　　　　・�接種日時点に60歳以上で、障害【左
記】がある

自己負担額　3,000円
協力医療機関など詳しくは、
千葉市　高齢者肺炎球菌　

高齢者肺炎球菌予防接種

十分に対策をした上で、
時には外出や旅行を楽しみましょう

移動 宿泊

観光施設
・すいた時間、場所を選んで安心観光
・予約をして、並ばず、ゆったりと
・狭い部屋での長居は無用
・ 新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA

を利用しましょう
　 感染者と接触した可能性がある時に通知を受け

取ることができます COCOA　

・ すいている時期、時間帯で　　
快適に

・車内のおしゃべりは控えめに
・徒歩や自転車を併用しましょう

・ おしゃべりは、　　　
部屋に入って存分に

・ 人前では忘れずにマス
クを着用しましょう

おでかけ･旅行

感染リスクを避けながら日常生活を送るため、気をつけるべきポイントを、場面別に紹介します。

＊ いずれも、生活保護受給世帯や市民税非課税世帯などは自己負担額が無料になります（インフルエンザの②を除く）。
問予防接種電話相談窓口 ☎245-5400　感染症対策課 FAXFAX238-9932

新型コロナウイルス感染症のまん延に備えるため、インフルエンザおよび高齢者肺炎球菌の予防接種費用を
助成します。発熱患者を減らし、医療機関の負担軽減を図るため、ご協力をお願いします。

・ 適切な距離をとりましょう

水と石けんで30秒程度洗いましょう

人との間隔はできるだけ2ｍ、最低1ｍ

・密集･密閉･密接を避けましょう・こまめに手洗い･手指消毒をしましょう ・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

・ 外出時や人と会話をする時はマスクを
着用しましょう基本の対策

これだけは実践するべき‼

食事はリスクの高まる場面
しっかりと対策しましょう

・ 1人または少人数ですいた
時間に

・展示品への接触は控えめに
・電子決済を利用しましょう

・大皿での料理や回し飲みは避けましょう
・持ち帰りや出前、デリバリーも利用しましょう

食事

買い物

食事･買い物

市内の店舗は
このステッカーが目印

・ 食事中のおしゃべ
りは控えめに

・ 感染症対策に取り
組んでいる店を利
用しましょう

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‼

2020年（令和2年）10月号特集2 ちば市政だより



講座「高齢者を悪質商法から守
る見守りのヒント‼」

市外から転入する新婚・子育て世
帯を支援
結婚を機に市外から千葉市へ転入する新婚世帯、市内に居住する親

世帯とこれから同居・近居する子育て世帯を支援するため、必要な費用
の一部を助成します。
結婚新生活支援
1月以降に結婚し、夫婦の双方またはいずれかが市外から千葉市へ

転入する新婚世帯の住居費・引越費用を、最大30万円助成します。
主な要件　•1月1日以降に婚姻届が受理されている

•婚姻届の受理日時点で、夫婦の双方が34歳以下
•2019年分の夫婦の合計所得が340万円未満　など

募集件数　先着30組
申請方法　�来年2月26日㈮までに、申請書（住宅政策課で配布。ホー

ムページから印刷も可）と必要書類を住宅政策課へ持参。
そのほかの要件など詳しくは、 千葉市　結婚新生活

問住宅政策課�☎245-5849�FAXFAX245-5795
三世代同居・近居支援
市内に居住する親世代とこれから同居･近居する子育て世代（子･

孫）の三世代家族に、必要な費用の一部を最大50万円助成します。
主な要件　•�離れて暮らしている三世代の家族が、これから市内で

同居または近居（直線で1キロメートル以内）する
•親が65歳以上で､ 1年以上市内に居住している　など

申込期限　•住宅の新築･増改築に要する費用＝着工前まで
•�住宅の購入･賃貸借契約に要する費用＝契約締結前まで
•転居に要する引越費用＝転居前まで

助成を受けるには、申込期限までに申出書の提出が必要です。申込
方法やそのほかの要件など詳しくは、事前にお問い合わせください。
問高齢福祉課�☎245-5166�FAXFAX245-5548

悪質商法被害の端緒を見つけるなど、くらしの中での身近な見守り
のスキルアップを図ります。消費者トラブルの現状を学び、家族や近
所の高齢者を守りましょう。
日　　時　10月27日㈫10：00～11：30
会　　場　消費生活センター
定　　員　先着25人
申込方法　�電話で消費生活センターへ。FAXも可（必要事項のほ

か、参加人数を明記）。
備　　考　ちばシティポイント対象事業

問消費生活センター�☎207-3602�FAXFAX207-3111

飼い犬のしつけ方教室
犬に関する法令や習性、抱き方などを学びます。上手にしつけて、

愛犬と楽しい生活を送りましょう。
日　　時　①10月8日(木)13：30～16：00

②10月15日(木)13：30～16：00
会　　場　動物保護指導センター
内　　容　①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）
対　　象　①犬を飼っている市内在住の方（予定も含む）

②①を受講予定で、飼い犬の制御ができる市内在住の方。
犬は健康で、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先着5組
申込方法　電話で、動物保護指導センターへ。

問動物保護指導センター�☎258-7817�FAXFAX258-7818

ロタウイルスワクチンが無料で受
けられます
10月1日㈭から、ロタウイルスワクチンが定期接種になり、無料で

受けられます。重症胃腸炎の予防のため、ぜひ接種しましょう。
対 象 者　2020年（令和2年）8月1日以降に生まれた方

＊�10月1日より前にロタウイルスワクチンを接種した
場合は定期接種の対象になりません。

持 ち 物　�母子健康手帳、予防接種番号シール（出生届、転入届提
出時から２カ月以内に送付）

受診方法　協力医療機関に予約の上、保護者同伴で接種。
注意事項　�初回接種は生後6週から生後14週6日までに受けてくだ

さい（標準的な接種時期は生後2カ月）。
協力医療機関など詳しくは、 千葉市　予防接種

問市役所コールセンター�☎245-4894�FAXFAX248-4894
感染症対策課�☎238-9941�FAXFAX238-9932

介護支援ボランティアになりませ
んか
介護支援ボランティアは、市内の高齢者施設などで、食事の配膳や

話し相手、イベントの手伝い、レクリエーションの指導や補助などを
行います。
ボランティアに登録するには、心構えや認知症、感染症の対応など

について学ぶ、介護支援ボランティア登録研修の受講が必要です。
日　　時　①11月5日㈭、②12月3日㈭14：00～16：00
会　　場　①花見川保健福祉センター、②緑保健福祉センター
対　　象　市内在住の65歳以上の方（介護保険の第1号被保険者）
定　　員　各40人程度
申込方法　�①10月9日㈮、②11月13日㈮必着。はがきに必要事項

を明記して、〒260-8722千葉市役所介護保険管理課
へ。FAX、Eメールkaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp
も可。

詳しくは、 介護支援ボランティア

問介護保険管理課�☎245-5206�FAXFAX245-5623

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

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【16面】参照

2020年（令和2年）10月号 くらし・地域／ 健康・福祉 3ちば市政だより



障害者基幹相談支援センターを
開設
障害がある方が住み慣れた地域でその人らしく暮らしていくため

に、日常生活や社会参加などに関するさまざまな相談に対応する障害
者基幹相談支援センターを各区に開設します。
どんなことを相談できますか
・障害福祉サービスや障害者手帳など福祉制度に関すること
・仕事や学校、日中活動の場などに関すること　など
対　　象　市内在住の障害のある方と家族、地域の方、関係機関
開所時間　9：00～17：00（日曜日、祝日、年末年始を除く）
　　　　　＊緊急の場合は時間外も電話に応じます。
相談方法　直接または電話で。FAX、Eメールも可。
　　　　　�出張相談もできます。お住まいの区の障害者基幹相談支

援センターへご相談ください。
施設名（所在地） 相談先

中央区障害者基幹相談支援セン
ター（中央区長洲2-13-4-101）

☎445-7733�FAXFAX445-7785
Eメールchuo-kikan@cckikan.or.jp

花見川区障害者基幹相談支援セ
ンター（花見川区畑町591-17）

☎239-6427�FAXFAX239-6428
Eメールhanamigawa-kikan@seishinkai.or.jp

稲毛区障害者基幹相談支援セン
ター（稲毛区作草部2-4-6）

☎254-0671�FAXFAX290-6530
Eメール inage-kikan@houjin-chibacity-ikuseikai.
jp

若葉区障害者基幹相談支援セン
ター（若葉区大宮町2112-8）

☎312-2853�FAXFAX265-5405
Eメールwakaba-kikan@wakabaizuminosato.
or.jp

緑区障害者基幹相談支援センタ
ー（緑区土気町1634土気市民
センター2階）

☎310-5532FAXFAX310-7666
Eメールmidori-kikan@nakanogakuen.jp

美浜区障害者基幹相談支援セン
ター（美浜区真砂2-3-1）

☎304-5454�FAXFAX304-6322
Eメールmihama-kikan@shunyoukai.or.jp

問障害福祉サービス課�☎245-5228�FAXFAX245-5630

シニアリーダー養成講座
介護予防の重要性や知識、運動指導の技術を学びます。
地域の高齢者に、健康づくりに関する知識を伝え、体操の指導を行

うシニアリーダー（ボランティア）になりませんか。

対　　象　市内在住の方 (要介護･要支援認定を受けている方を除く)
定　　員　各会場20人（蘇我コミュニティセンターは10人）
申込方法　�11月13日㈮必着。はがき（1人1会場）に必要事項のほ

か、希望する会場名を明記して、〒260-8722千葉市役
所健康推進課へ。電子申請も可。

事前説明会
シニアリーダーの活動内容や講座についての説明会を開催します。

説明会に参加しなくても、講座には申し込めます。
日　　時　10月22日㈭10：00～11：00
会　　場　中央コミュニティセンター10階
定　　員　先着15人
申込方法　10月15日㈭までに電話で、健康推進課へ。
詳しくは、 千葉市　シニアリーダー養成講座　

問健康推進課�☎245-5146�FAXFAX245-5659

ヘルプマーク･カードをモノレー
ル駅などでも配布します
ストラップ型ヘルプマーク、ヘルプカ

ードを、10月1日㈭から千葉モノレール
の有人駅や市立病院でも配布します。
ヘルプマークとは、外見からは援助や

配慮を必要としていることが分からない
方が、身につけることで周囲の方に配慮
を必要としていることなどを知らせるた
めのマークです。
配布場所　�千葉モノレール千葉駅･都賀駅･千葉みなと駅･千城台駅

の窓口、青葉病院、海浜病院、保健福祉センター高齢障
害支援課･健康課、療育センターふれあいの家、障害者相
談センター、障害者福祉センター、障害者自立支援課

対　　象　�心身に障害のある方、義足や人工関節を使用している方、
内部障害や難病の方、妊娠初期の方など

＊配布の際、簡単なアンケートをお願いします
問障害者自立支援課�☎245-5175�FAXFAX245-5549

今だから自宅でできる簡単体操
千葉ロッテマリーンズ健康教室

自宅でも続けられる高齢者向けストレ
ッチ、ダンスの教室です。簡単に取り組
める体操、チアダンスインストラクター
による表情の使い方などを学びます。運
動不足解消のため、ぜひ参加してみませ
んか。
日　　時　�11月16日㈪･30日㈪または11月17日㈫･24日㈫10：00

～12：00　各全2回
会　　場　�ZOZOマリンスタジアム
対　　象　�市内在住の65歳以上の方
定　　員　各21人（初めての方優先）
料　　金　500円
申込方法　�10月16日㈮必着。往復はがきに必要事項を明記して､�

〒261-8587美浜区美浜1千葉ロッテマリーンズ・ダン
スアカデミー事務局へ。

問千葉ロッテマリーンズ･ダンスアカデミー事務局
☎090-4842-3811（平日14：00～21：00）
健康推進課�☎245-5146�FAXFAX245-5659

障害者福祉大会
12月3日㈭～9日㈬は障害者週間です。障害者の自立を促進し、相

互に交流を深めるため、障害者福祉大会を開催します。
日　　時　12月5日㈯10：00～12：00
会　　場　ハーモニープラザ
内　　容　・�心の輪を広げる体験作文･障害

者週間のポスターの表彰式
　　　　　・障害者による体験発表
　　　　　・�野口健さん（アルピニスト）に

よる講演会　など
定　　員　40人
申込方法　�11月6日㈮必着。往復はがき（1通2人まで）に必要事項

のほか、手話通訳･要約筆記･介助者（1人まで）、車椅子
席の希望、日中の連絡先（携帯電話、FAX、メールアド
レスのいずれか）を明記し、〒260-0844中央区千葉寺
町1208-2千葉市身体障害者連合会へ。

問市身体障害者連合会�☎209-3281�FAXFAX209-3282

会場 日程（全12回） 時間
蘇我コミュニティセンター 12/2～来年2/24の水曜日 午前
花見川保健福祉センター 12/4～来年2/26の金曜日 午前
稲毛保健福祉センター 12/1～来年3/2の火曜日 午後
千城台コミュニティセンター 12/1～来年3/2の火曜日 午前
鎌取コミュニティセンター 12/4～来年2/26の金曜日 午後
美浜保健福祉センター 12/2～来年2/24の水曜日 午後
午前=10：00～12：00、午後=14：00～16：00
12/29㈫～1/1㈷は除く

野口健さん

©Ken�Noguchi�Office©Ken�Noguchi�Office

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【16面】参照
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保育園･幼稚園など来年4月からの利用児童を募集
10月15日㈭から受け付け 保育園などの種類

保育園･小規模保育･家庭的保育･事業所内保育
　保護者の就労や、病気、就職活動などで、家庭で保育でき
ない子どもを預かります。
幼稚園
　3～5歳を対象に、日中の4時間程度幼児教育を行います。
認定こども園
　教育と保育を一体的に行います。幼稚園と同様の利用方法
（教育認定）と、保育園と同様の利用方法（保育認定）があり
ます。
＊�幼稚園と認定こども園は園ごとに特色ある教育･保育を行
っていますので、入園前の見学がおすすめです。

各園で10月15日㈭から入園願書を配布、11月1日㈰から申し込みを受け付けます。
申込方法など詳しくは、各園にお問い合わせください。

＊長期休業期間を含む平日7:30～18:30に、長時間の預かり保育を実施している幼稚園
◎認定こども園

問幼保支援課�☎245-5100�FAXFAX245-5629

幼稚園･私立認定こども園(教育認定)

保育園･小規模保育･家庭的保育･事業所内保育･私立認定
こども園（保育認定）･市立認定こども園（教育･保育認定）
受付期間　郵送･窓口＝10月15日㈭～11月30日㈪
　　　　　電子申請＝10月15日㈭9:00～11月23日㈷17:30必着
申 請 書　�10月15日㈭～11月30日㈪、保健福祉センターこども家庭

課、各園（土曜日は12:00まで）で配布。ホームページから
印刷も可。

申請方法　�申請書と必要書類を、第1希望園のある区の保健福祉センタ
ーこども家庭課へ郵送または持参。電子申請も可。

出生前児の申し込みについては、お問い合わせください。
募集園など詳しくは、申請書またはホームページをご覧ください。
千葉市　4月利用児童募集　

問保健福祉センターこども家庭課
　中　央�☎221-2172　花見川�☎275-6421　稲　毛�☎284-6137
　若　葉�☎233-8150　　緑　�☎292-8137　美　浜�☎270-3150
幼保運営課�☎245-5726�FAXFAX245-5894

区 園名 所在地 電話番号

花
見
川

まこと第二◎ 花見川6-18 259-2602
由田学園千葉 花見川1-29 259-7095
さざれ＊ 幕張町5-241 273-8813
こてはし台 横戸町857 257-2111

稲
　
毛

弥生 穴川1-4-6 253-5311
穴川花園 穴川町375 251-3514
稲毛＊ 稲毛町5-100-1 243-4115
稲毛すみれ◎ 稲毛東1-14-13 242-6116
あやめ台第二 柏台1-25 255-7211
小中台 小仲台8-20-1 255-3627
山王◎ 山王町153-2 423-3331
あやめ台＊ 園生町468-1 253-5301
園生＊ 園生町956-6 251-5002
小ばと◎ 天台1-7-17 251-6471
愛隣 轟町5-2-12 251-6395
土岐◎ 緑町1-5-17 242-2561

若
　
葉

大宮 大宮台6-10-3 261-3918
泉 小倉台3-11-1 231-0802
加曽利 加曽利町953-3 231-3065
千葉文化 桜木4-16-38 231-0304
やまびこ 高根町898-2 228-3320
のぞみ 千城台西1-31-1 237-1394
へいわ 千城台東1-6-2 237-0551
千城東＊ 千城台東3-14-13 237-9356
千城台南 千城台南2-8-4 237-0552
みのり＊ 都賀5-20-26 231-0652
都賀の台＊ 都賀の台4-26-15 256-1981
まこと東＊ みつわ台2-22-3 255-9696
千葉聖心＊ みつわ台3-6 255-3606
みつわ台◎ みつわ台4-23-5 251-3331
若松台 若松町401 232-5177

緑あすみ中央＊ あすみが丘6-23-2 205-2209
おゆみ野南＊ 大金沢町381-1 300-0113

区 園名 所在地 電話番号

中
　
央

九重 稲荷町3-12-6 261-1418
翠（みどり） 春日2-12-10 241-2913
登戸◎ 新千葉3-14-18 241-3512
双葉 新田町5-8 242-4933
大巌寺＊ 大巌寺町186 261-5997
葵（あおい）◎仁戸名町205 261-7095
松ケ丘◎ 仁戸名町552 265-1815
仁戸名◎ 仁戸名町616 261-5618
はまの◎ 浜野町1252-4 261-0725
羔（こひつじ）東本町5-1 227-6368
植草学園大学
附属弁天◎ 弁天2-7-1 290-1789

ひまわり◎ 松ケ丘町611 261-2719
千葉明徳短期
大学附属◎ 南生実町1412 265-1614

山百合 都町5-23-30 231-3600
都◎ 都町1-46-22 231-7047
こまどり 宮崎町234-1 261-3083
梅乃園 矢作町939-6 222-2003
院内 祐光1-9-5 222-7775

花
見
川

新検見川 朝日ケ丘5-28-61 271-5000
青い鳥 検見川町1-48 271-3175

まこと第三◎ 横戸町1242-19 047-407-
3915

千葉しらゆり 作新台8-7-3 259-4214
青い鳥第二 さつきが丘2-13 259-3788
さつきが丘◎ さつきが丘1-33-1 250-6383
スガハラ 武石町2-1017 273-3328
信徳寺あさひ 長作町610-1 259-5558
暁 西小中台2-1 271-1950
花園 花園1-3-9 271-7837
花見川ちぐさ◎花見川8-19 250-6660
花見川 花見川4-14-101 259-2637

区 園名 所在地 電話番号

緑

鏡戸◎ 大木戸町428-1 294-5611
キッズビレッジ◎ おゆみ野4-30 308-5528
花水木 おゆみ野中央6-13-1 291-0880
土気中央＊ 土気町1630-1 226-5156
こざくら 平山町65-1 263-0435
聖母マリア 辺田町552 291-1352
ほまれ◎ 誉田町1-1007 291-1365
白梅◎ 誉田町2-24 291-0135

美
　
浜

磯辺白百合 磯辺4-14-1 277-2525
城徳学園いそべ磯辺7-16-1 277-3113
子鹿 幸町1-5-1 242-8741
千葉白菊＊ 幸町2-12-8 241-6600
あいりす◎ 幸町2-9-3 247-3921
千葉さざなみ◎高洲1-1-20 243-3373
植草学園大学
附属美浜◎ 高洲1-17-8 277-2361

千葉敬愛短期
大学附属◎ 高洲2-2-16 242-8746

千葉女子専門
学校附属聖◎ 高洲2-3-24 245-0626

高洲◎ 高洲3-3-12 278-1910
高浜◎ 高浜1-8-2 246-7090
めぐみ＊ 高浜3-2-1 278-3502
芳野学園附属 幕張西3-2-9 272-8500
真砂◎ 真砂1-12-9 278-3310
真砂第一＊ 真砂2-17-82 278-0011
真砂白百合 真砂3-14-2 278-0023
こざくら第二 真砂4-17-2 278-2578
ひばり 真砂5-24-1 278-0912
幕張インターナシ
ョナルスクール 若葉3-2-9 296-0277

子育て支援コンシェルジュをご利用ください
　どの園を利用すればよいか分からない、入れる園が見つか
らない…。そんな時は、子育て支援コンシェルジュ【７面】
にご相談ください。

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
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アフタースクールの来年4月からの利用児童を募集
小学生に放課後の体験活動を提供する放課後子ども教室と、遊びと生活の場を提

供する子どもルームの機能を合わせたアフタースクールの、来年4月からの利用児
童を募集します。詳しくは、 千葉市　アフタースクール

実 施 校　①生浜･川戸･西小中台･さつきが丘東･さつきが丘西･都賀･千草台
東・更科･若松台･土気･高洲第四･稲浜小学校、②朝日ケ丘･あやめ台･大宮地区
統合･千城台わかば･千城台みらい･真砂第五小学校

案内（申込書）　新1年生は就学時健康診断の際に、新2～6年生は10月上旬に①はア
フタースクール、②は学校で配布。ホームページから印刷も可。
申 込 方 法　10月15日㈭～11月30日㈪に、申込書と添付書類を〒260-8730千

葉市教育委員会生涯学習振興課へ郵送。添付書類が不要の場合は電子申請も
可。新2～6年生は、11月9日㈪～13日㈮に申込書を、①はアフタースクール、
②は学校へ提出も可。弟妹が新1年生の場合は併せて提出も可。
注 意　・利用の可否の通知は来年1月下旬を予定。
　・保健福祉センターこども家庭課では受け付けできません。

問生涯学習振興課 ☎245-5957 FAXFAX245-5992

アフタースクールの利用
利用時間　平　日　通常授業日　授業終了～17:00
　　　　　　　　　長期休業日　8:00～17:00
　　　　　土曜日　8:00～16:30
　　　　　学校行事などの振替休日　8:00～17:00
　　　　　夜間（平日、学校行事などの振替休日）
　　　　　17:00～19:00
利用料金　 月額3,500円（ただし、7月＝4,000円、8

月＝5,500円、夜間は5,000円･2,000円
（おやつ代）を加算）

注　　意　・同一世帯で2人目以降の子どもは半額。
　　　　　・ 市民税の課税状況により、利用料が無料

または半額となる場合があります。

子どもルームの来年4月からの利用児童を募集
保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学生に、授業が終わった後の

遊びと生活の場を提供する子どもルーム（学童保育）の、来年4月からの利
用児童を募集します。詳しくは、 千葉市　子どもルーム

受 付 期 間　一次受付＝10月15日㈭～11月6日㈮
　　　　　　二次受付＝11月9日㈪～30日㈪
案内（申込書）　 10月15日㈭から、子どもルーム、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、第一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持参。

注 意　・保育の必要度･緊急度が同じ場合、一次受付を優先。
　　　　　　・継続利用の方も、改めて申請が必要です。
　　　　　　・利用の可否の通知は、来年1月下旬を予定。
子どもルーム一覧

原則1～3年生を優先します。〇は4～6年生が対象の子どもルームあり、◎は原則4～6年生対象（申込状況により開設しない場合もあります）。

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）、2,000円（お
やつ代）

注　　意　・同一世帯で2人目以降は、基本時間分のみ半額。
　　　　　・ 市民税の課税状況により、利用料が無料または

半額となる場合があります。

このほか、民間の子どもルーム（学童保育）もあります。詳しくは、各事業者までお問い合わせください。
・学童クラブ相学舎（中央区港町16-25）☎215-7730
・キッズコミュニティ凛童舎（花見川区幕張本郷2-20-7ほか）☎274-9776
・若竹子どもルーム（若葉区若松町331）☎231-2207
・幕張海浜キッズ（美浜区幕張西2-7-2）☎273-2266
・アフタースクール新宿ルーム（中央区新宿2-16-20）☎307-8824
・ちばっ子寺子屋＠稲毛（稲毛区園生町1111-1）☎273-4217

・レイモンド汐見丘学童クラブ（中央区汐見丘町24-1）☎310-3538
・学童クラブ　風の子シュワッチ（稲毛区黒砂1-5-14）☎243-5218
・キッズクラブおてんとさん（緑区あすみが丘1-44-7）☎312-7841
・みらいの木（美浜区高洲2-3-14）☎245-1208
・明徳学童クラブ　スペース土気（緑区土気町1626-5）☎294-0110

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

区 ルーム名 区 ルーム名 区 ルーム名 区 ルーム名 区 ルーム名 区 ルーム名

中
　
央

院内小学校
中
　
央

仁戸名小学校

花
見
川

花島小学校

稲
　
毛

千草台小学校 若
葉

北貝塚小学校

美
　
浜

磯辺第三小学校〇
本町 松ケ丘小学校 幕張小学校〇 轟町 北貝塚地区 稲毛第二小学校〇
本町小学校 登戸 幕張東小学校〇 轟町小学校◎

緑

あすみが丘小学校〇 打瀬
鶴沢小学校〇 弁天 幕張南小学校 宮野木 扇田 打瀬小学校〇
都小学校〇 星久喜小学校〇 瑞穂小学校 宮野木小学校〇 大木戸小学校 海浜打瀬小学校
生浜東小学校〇

花
見
川

上の台小学校 横戸 弥生小学校 大椎小学校 美浜打瀬小学校○
生浜西小学校 西の谷小学校〇

稲
　
毛

稲丘小学校〇

若
　
葉

小倉小学校 越智小学校 幸町小学校
大森小学校〇 柏井小学校 稲毛 小倉地区 有吉小学校 幸町第三小学校
宮崎 検見川 柏台小学校 加曽利 泉谷小学校 高洲小学校
宮崎小学校◎ 検見川小学校◎ 草野小学校〇 坂月小学校 おゆみ野南小学校〇 高洲第三小学校
宮崎地区 犢橋 緑町小学校〇 桜木 金沢小学校〇 稲毛海岸
白旗エリア こてはし台 小中台 桜木小学校◎ 小谷小学校〇 高浜海浜小学校
寒川小学校〇 作新 小中台小学校◎ 白井小学校 椎名小学校 高浜第一小学校
新宿小学校〇 作新小学校◎ 小中台地区 千城台東小学校 土気南 幕張西小学校
新宿地区 長作小学校 小中台南小学校〇 都賀の台小学校〇 平山小学校〇 真砂西小学校〇
蘇我 畑小学校 小中台南地区 みつわ台北小学校〇 誉田小学校 真砂東小学校○
蘇我小学校◎ 花園小学校〇 山王小学校〇 みつわ台南小学校 誉田東小学校 真砂東地区
蘇我地区 花見川小学校 園生 源 美

浜
磯辺わかしお

大巌寺小学校 花見川第三小学校 園生小学校〇 若松小学校 磯辺小学校○

市·県民税第3期の納期限は11月2日㈪です。納付をお忘れなく‼
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子育て支援コンシェルジュ

ひとり親家庭のための
パソコン応用講習会 ひとり親家庭親子スケート体験教室

就学時の健康診断

里親制度を知っていますか？
10月は里親月間

市内には現在、保護者の経済的事情や健康問題、虐待や死別などの
さまざまな事情のため、家庭で暮らすことができない子どもたちが、
およそ160人もいます。このような子どもたちを、家族の一員として
自らの家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育するのが里親
制度です。子どもが自立した大人になるには、健全で安心できる家庭
で暮らすことがとても大切です。また、里親や子どもたちを温かく見
守ってくれる地域の協力も欠かせません。
里親には、迎え入れる子どもの養育費として、里親手当、子どもの

生活費･教育費･医療費などが支給されます。
里親の種類
•�養育里親…子どもが親元に帰るまで、または18歳（場合により20
歳）まで養育する（期間は事情により異なる）

•�養子縁組里親…養子縁組を組み、戸籍上の子とすることを前提に養
育する

•�専門里親…虐待を受けた子どもや障害のある子どもなどを養育する
（一定の経験と知識が必要）
•�親族里親…両親が死亡や行方不明などの理由で養育できない子ども
を祖父母などの親族が養育する

里親Q＆A
Ｑ.　里親になるために必要な資格はありますか？
Ａ.　�一定の要件を満たしていれば、保育士や社会福祉士のような特別

な資格は必要ありません。望まれることは、子どもに対する理解
や豊かな愛情と健康的で明るい家庭です。

Ｑ.　里親にあるための年齢制限はあるの？
Ａ.　年齢制限はありません。
Ｑ.　既に子どもがいても里親になれるの？
Ａ.　子どもがいる方も里親になれます。
Ｑ.　委託される子どもの年齢は？期間は？
Ａ.　�年齢は0～18歳（場合により20歳）、期間は数日～十数年までです。
詳しくは、 千葉市　里親制度

問NPO法人キーアセット千葉オフィス（養育里親）�☎215-7802�FAXFAX215-7803　児童相談所�☎277-8880�FAXFAX278-4371

里親制度パネル展示
里親制度や手続きなどをパネルで展示します。
期　間　11月2日㈪～6日㈮
会　場　生涯学習センター

問こども家庭支援課�☎245-5179�FAXFAX245-5631
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子育て支援コンシェルジュは、就学前児の保護者
を対象に、相談を受け、それぞれのニーズに合った
子育て支援サービスを案内する専門相談員です。保
育士や幼稚園教諭の資格を持ち、専門的な立場から
保護者の相談に対応します。
相談窓口　保健福祉センターこども家庭課
相談時間　�平日9：00～15：30（中央・花見川・若葉は木曜日14：30

まで、緑・美浜は水曜日14：30まで）
内　　容　�認可保育所、幼稚園の預かり保育、保育ルームなどの保

育サービスの利用に関する相談・情報提供。保育園などに
入れなかった場合の相談にも応じます。

面談を希望する場合は事前にご連絡ください。
詳しくは、 千葉市　子育て支援コンシェルジュ

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

来年4月に小学校へ入学する子ども対象

11月2日㈪から市立小学校で就学時の健康診断を行います。
対象となる子どもの保護者に、就学時健康診断通知書（はがき）を郵

送します。10月19日㈪までに届かない場合は、ご連絡ください。
また、小学校から事前調査票などを別途郵送します。受診日の1週

間前までに届かない場合は、通知書に記載の小学校へご連絡ください。
なお、入学する学校は来年1月末に入学通知書でお知らせします。
対　象　�来年4月に小学校･特別支援学校へ入学予定の子ども

（2014年（平成26年）4月2日～2015年（平成27年）4月
1日生まれ）

問保健体育課（就学時の健康診断）�☎245-5943�FAXFAX245-5982
学事課（入学する学校）�☎245-5927�FAXFAX246-6424

ひとり親家庭の方の就労を支援するため、就労に役立つ技能を修得
する講習会を開催します。
日　　時　11月28日～12月19日の土曜日9：30～16：30　全4回
場　　所　中央区港町12-21（株式会社プラムシックス）
対　　象　�市内在住のひとり親家庭の母親または父親でエクセルの

基本的な操作ができる方
定　　員　�10人（1歳以上の就学前児を対象に託児あり　定員5人）
料　　金　2,000円
申込方法　�10月21日㈬～11月6日㈮必着。はがきに必要事項のほ

か、受講理由、託児希望の方は子どもの名前･年齢を明記
して、〒260-8722千葉市役所こども家庭支援課へ。
FAX、Eメールkateishien.CFC@city.chiba.lg.jpも可。

問こども家庭支援課�☎245-5179�FAXFAX245-5631

講師からのワンポイントレッスンを受けながら、親子でスケートを
体験してみませんか。ぜひ、ご参加ください。
日　　時　11月15日㈰13：00～16：00
場　　所　アクアリンクちば
対　　象　ひとり親家庭の母親または父親と5歳以上の子ども
定　　員　25組50人
申込方法　�11月2日㈪必着。往復はがきに参加者全員の必要事項を

明記して、〒260-0844中央区千葉寺町1208-2千葉市
ひとり親家庭福祉会へ。FAX、Eメールboshikai@grace.ocn.
ne.jp、電子申請も可。

　　　　　 千葉市　ひとり親家庭親子スケート体験教室　

問ひとり親家庭福祉会�☎261-9156�FAXFAX261-9156

気軽にご相談ください

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【16面】参照
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祖父母など3親等以内の親族が、就労中の保護者に代わって保育を
している方に、児童1人につき、月額1万円を給付します。
　対　　象　以下の要件を全て満たすこと
　　・児童および保育する方が市内在住
　　・保護者に代わり保育する方が、児童からみて3親等以内
　　・�0～2歳児（満3カ月となる月の翌月から満3歳になる年度の3月

31日まで）の児童を保育している
　　・保育する児童が保育施設などを利用していない
　　・保育する児童の保護者が月64時間以上就労している
　給 付 額　保育する児童1人につき、月額1万円
　申�請方法　申請書（保健福祉センターこども家庭課で配布。ホーム

ページから印刷も可）に必要書類を添付して、お住まいの区の保
健福祉センターこども家庭課へ。

申込期限など詳しくは、 千葉市　在宅保育

問保健福祉センターこども家庭課
　　中　央☎221-2172　花見川☎275-6421　稲　毛☎284-6137
　　若　葉☎233-8150　　緑　☎292-8137　美　浜☎270-3150
　幼保運営課�☎245-5726�FAXFAX248-5894

祖父母等による3歳未満児在宅保
育支援給付金事業

パラスポーツ体験やチームを組んで行う
対抗戦などを通してパラスポーツの魅力が
体感できます。得意、不得意に関係なく誰
もがゆるっと楽しむことができるスポー
ツ、ゆるスポーツも体験できます。

パラスポーツフェスタちば2020

犢橋貝塚など市内の縄文遺跡を、加曽利貝塚博物館の学芸員による
解説を聞きながら徒歩で巡ります。
日　　時　10月31日㈯9：00～13：00
対　　象　小学5年生以上の方
定　　員　15人（小学生は保護者同伴）
料　　金　100円程度
申込方法　�10月10日㈯までに電子申請で。Eメールkasori.jomon@city.

chiba.lg.jpも可（必要事項を明記）。
問加曽利貝塚博物館�☎231-0129�FAXFAX231-4986　
　月曜日（祝日の場合は翌日）休館

加曽利JOMONウォーク

コンテナガーデンコンテストや花に
関わる作品展示、体験講座を開催しま
す。コケ玉や観葉植物の販売、花カフ
ェやキッチンカーも登場します。
日　　時　�10月13日㈫～18日㈰

フラワーフェスティバルちば2020
三陽メディアフラワーミュージアム

日　　時　11月14日㈯①②10：00～13：00、③14：00～17：00
会　　場　千葉ポートアリーナ
内�　　容　①パラスポーツ体験会＝ゴールボール、シッティングバ
レーボール、テコンドー、車いすフェンシング、車いすバスケッ
トボール、車いすラグビー、ボッチャ、ブラインドランナー・伴走
体験、陸上競技用車いす体験、陸上競技用義足体験
②ゆるスポーツ体験会＝シーソー玉入れ、トントンボイス相撲、
コツコツ‼点字ブロックリレー
③パラスポーツ対抗戦＝シッティングバレーボール（定員先着9チ
ーム（1チーム6～8人））、ボッチャ（定員先着32チーム（1チーム
3～5人））

持 ち 物　屋内用の運動靴、マスク
申�込方法　10月5日㈪から、ホームページから申し込み。
　 パラスポーツフェスタちば2020　

問パラスポーツフェスタちば2020運営事務所
☎050-3138-2147�FAXFAX274-6709

　　　　　9：30～17：00
　　　　　（18日㈰は16：00まで）
会　　場　三陽メディアフラワーミュージアム
料　　金　�入館料（屋外展示除く）＝大人300円、小･中学生150円

（17日㈯･18日㈰は入館料無料）
内　　容　・屋外･館内展示

日時10月13日㈫～18日㈰
内容屋外展示＝コンテナガーデンコンテスト応募作品、館内展示
＝緑と水辺の児童絵画ポスターコンクールの受賞作品の展示

・木の実のリース作り
日時10月17日㈯･18日㈰10：00～11：00、13：00～14：00
定員各当日先着10人　料金500円

・コケ玉作り
日時10月17日㈯･18日㈰11：00～12：00、14：00～15：00
定員各当日先着10人　料金700円

・手作りマルシェ
日時�10月17日㈯･18日㈰11：00～15：00

・マンドリンコンサート
日時10月18日㈰14：00～15：30

・親子寄せ植え体験講座
日時10月17日㈯13：00～14：30　定員先着10人　料金1,000円
申電話で、緑政課へ。FAX、Eメールmidoritohana@city.chiba.lg.jp
も可（必要事項を明記）。

問緑政課�☎245-5775�FAXFAX245-5885

吉野義昭氏　提供吉野義昭氏　提供

　財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは千葉市が推奨するものではありません。
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10月10日㈯10月10日㈯
·11日㈰·11日㈰

きぼーるきぼーる
　　　　　　でで開催開催

特別史跡加曽利貝塚
第2期発掘調査が始まります

月24日㈫を除く）9：00～16：00　雨天中止

昨年度終了した第1期発掘調査に
続き、第2期発掘調査が始まりま
す。第2期では、長径190メートル
の南貝塚中央部を調査します。環状
に巡る貝塚の中央はどうなっている
のか、ムラの構造解明を目指しま
す。
第2期の1年目にあたる今年度は、

1964年に調査した南貝塚中央部を
再発掘し、縄文時代の住居跡の存在
を確認します。
調査区域外から自由に見学できま

す。新たな発見に立ち会えるかもし
れません。ぜひ、お越しください。
日　時　�10月1日㈭～11月28日

㈯（月・日曜日、祝日、11

発掘調査解説
調査員が調査状況や成果などを解説します。
日時発掘調査実施日の14：00～14：15

発掘調査の様子をホームページで公開しています。ぜひ、ご覧くだ
さい。 加曽利貝塚　発掘調査日誌　

問加曽利貝塚博物館�☎231-0129�FAXFAX231-4986
月曜日（祝日の場合は翌日）休館

千葉を
知る

十七、日本の宝、特別史跡加曽利貝塚のこれから
2017年10月に、県内で初めて遺跡の国宝にあたる特別史跡に指

定された加曽利貝塚ですが、1960年代、開発によって消滅の危機に
直面しました。
加曽利貝塚を保存するため、立ち上がったのは県立千葉高校の武
田宗久教諭でした。学生や地元市民の協力を得て発掘調査を実施し、
遺跡の重要性を示すとともに、魅力や大切さを街頭署名活動や講演
などで訴えました。保存すべきという声は市民から全国に広がり、
ついに保存が実現したのです。
その後、半世紀以上、大切に守られてきたこの貝塚は、縄文時代
の集落や貝塚の跡が周辺の自然とともに良好な状態で保存されてい
ることが評価され、特別史跡の指定へとつながりました。
2017年、史跡に与える影響を最小

限に抑えつつ、発掘調査が再開され
ると、縄文時代晩期の大型住居跡が
発見され、この時期も房総半島を代
表する集落であったことがわかって
きました。
市では2019年に、特別史跡加曽利貝塚とその周辺を一体的に整備
するためのグランドデザインを策定し、「発掘調査や研究の成果を
世界へ情報発信」、「縄文時代の景観と暮らしが体感できる史跡の整
備と活用」、「自然と調和·共存しつつ持続可能な未来の探究」などを
柱に、史跡が多くの市民に親しまれ、愛され続ける存在となるよう
動き始めています。
問都市アイデンティティ推進課�☎245-5660�FAXFAX245-5476

大型住居跡
（直径約13メートル）

ほぼ完全な形で出土した土器
（高さ約8センチメートル）

日常生活の中で、科学·技術を身近に感じることができる科学フェス
タを開催します。
難しく考える必要はありません。ぜひ気軽に参加して、科学に触れ

てみませんか。
イベントの内容など詳しくは、 千葉市科学フェスタ　

問科学フェスタ事務局（科学館内）☎308-0511�FAXFAX308-0520

理科自由研究科学館賞作品発表会理科自由研究科学館賞作品発表会
小·中学生が、自分の受賞作品を発表します。
日　　時　10月10日㈯10：30～12：00
会　　場　科学館（7階）

千葉オンリーワン企業と身近な科学千葉オンリーワン企業と身近な科学
ユニークな技術や製品を開発す

る、さまざまな分野の市内企業が大
集合。ビデオプレゼンテーションや
製品を展示し、その技術を紹介しま
す。
日　　時　�10月11日㈰11：00～

15：00
会　　場　科学館（7階）

科学体験ブース科学体験ブース
誰でも気軽に科学を体験できます。
日　　時　�10月10日㈯·11日㈰10：00～12：15、13：45～16：00
会　　場　子ども交流館（3階）
内　　容　•�いっしょにスライムを作

ってみよう‼
•�金ぞくすい理ゲーム
～鉱山から地金まで～

•�オエカキロボットに挑戦
‼～はしごをかけない教
育～

•�特許って何?発明工作体
験

•�生態系シミュレーション
「SyLife」
•�ほうしゃせん!?ホウシャセン?～放射線を科学する～
•小枝の鉛筆を作ろう（森からの贈り物）　など

定　　員　各回先着100人
申込方法　10月3日㈯から、電子申請で。

ちょっと先の未来を体験しよう‼ちょっと先の未来を体験しよう‼
VRで野球の臨場感を体験したり、

遠隔操作で離れた場所から移動や会
話が体験できるロボット、一人乗り
次世代パーソナルモビリティによる
自動運転など、暮らしを便利で豊か
にするちょっと先の未来のテクノロ
ジーを体験してみませんか。
日　　時　�10月10日㈯·11日㈰

10：00～16：00
会　　場　きぼーる広場
定　　員　�各日先着150人（当日

9：30から会場で整理
券を配布）

パーソナルモビリティ ILY
画像提供＝アイシン精機

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【16面】参照
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美浜区 稲毛区

中央区

若葉区

緑区

花見川区

ジャガイモ

　　　の　 れたて、
いただきます

千葉市 採
～地産地消でおいしい毎日を～

地産地消って、なーに？

千葉市では、どんな農産物を作っているの？

キャベツ イチゴ

ネギ

ニンジン

コマツナ

千葉市は大都市でありながら農業が盛んで、採れたて
の農産物を手軽においしく楽しむことができます。

生産地と消費地が近いからこそできる地産地消。作る
人にも食べる人にもたくさんのいいことがあるんです。
問農政課 ☎245-5758 FAXFAX245-5884

千葉市で作られたものを
千葉市で消費する地産地消
は、生産者と消費者をつな
ぐ、一番身近で持続可能な
つながりです。

1年を通じてさまざまな農産物が作られています。

•�消費者の声が届きやすく、モチベーシ
ョンアップにつながる‼

•�一番おいしい時に食べてもらえる‼
•�流通コストがかからず、環境にも優し
い‼

春キャベツは水分が多く甘
味があり、千切りなど生食
向けです。冬キャベツはシ
ャキシャキとした食感で炒
め物や煮物向けです。

千葉市では、さまざま
な品種が作られていま
す。直売所や観光農園
で、完熟で取れたての
イチゴを味わうことが
できます。

冬場のネギは特有の甘みが
あり、炒め物や鍋料理など
に最適です。千葉市でも多
く生産されています。

生産量が多く、千葉
市を代表する野菜で
す。鮮度の良いニン
ジンのみずみずしさ
を味わってみてくだ
さい。

千葉県内の生産量
は千葉市が１位で
す。冬場は甘みが
強くなります。

・�新鮮で安全な食材が食べられる‼
・�作った人の顔が見えるから、安
心‼

・�農産物の本来の旬を知ることが
できる‼

編集担当Z

生産者には 消費者には

主な生産地と生産物

地元の農産物を食べるこ
とは、僕たちの健康だけ
じゃなく、生産者を支え
る力にもなるんだ

ブロッコリー ホウレンソウ
ミニトマト
ナシ

ブルーベリー

落花生

トウモロコシ

サトイモ

タマネギ
スイカ

　財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは千葉市が推奨するものではありません。
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コマツナの中華あえ
学校給食レシピ

〈材　料〉４人分
千葉市産コマツナ　　　…1/2束
千葉市産ニンジン（中）…1/2本
ネギ　　	 	 …1/4本
しょうゆ	 	 …大さじ1
酢·砂糖·ごま油 	 	 …各小さじ2

モヤシ　　　…80ｇ
シメジ　　　…1/2房
ショウガ　　…ひとかけ
白すりごま　…大さじ1

生産者の声

学校給食での取り組み

学校給食でも、地産地消
学校給食にも千葉市産の農産物が使われており、新鮮な旬の野菜を子どもたちに提供しています。

千葉市産の旬の農産物を使用したメニューを取り入れたり、10月
〜1月は千葉市産のコシヒカリを使用しています。

千葉市の農産物を、千葉市で買おう
千葉市では、地産地消に積極的に取り組む店舗を千葉市つくたべ推進店として登録する制度をすすめています。
地元の生産者が育てた新鮮な農産物が購入できる直売所や小売店を訪れてみませんか。

種別 店舗名 所在地 電話番号
直売所 しょいか〜ご千葉店 若葉区小倉町871 231-1831
直売所 高梨農園 若葉区大宮町2104 228-2488

直売所 千葉市園芸協会
直売所

若葉区古泉町537
農政センター内 228-5764

直売所 しもだ農産物直売所 若葉区下田町971
下田農業ふれあい館内 237-8841

直売所 富田町管理運営組合
直売所

若葉区富田町711-1
富田さとにわ耕園内 226-0022

種別 店舗名 所在地 電話番号
直売所 おなりみるく工房 若葉区富田町1033-1 228-1234

小売店 長塚青果
そごう千葉店

中央区新町1000
そごう千葉店地下1階 245-3492

小売店 農家の家 せんのや
ペリエ千葉店

中央区新千葉1-1-1
ペリチカ内 239-7676

小売店 フルーツすぎうら 中央区中央2-9-3 222-1220

小売店 まるふじ（定期開催の
マーケット） 中央区都町1253-3 256-7701

コマツナ農家　加藤さんニンジン農家　林さん

① ニンジンは千切り、ネギ·ショウガ
はみじん切り、シメジは小房に分
け、コマツナは3ｃｍに切る。

② ごま油を熱し、ネギ·ショウガを加
えて炒め、香りを出す。

③ ②に砂糖·しょうゆを加えてひと
煮立ちさせ、酢を加えて、あえ衣
を作り、冷ます。

④ コマツナ、モヤシ、ニンジン、シ
メジをゆでて水にさらし、水気をよくしぼる。

⑤ ④に③とすりごまを加えてあえる。

ほかにも、千葉市産の農産物の取り扱いがあ
る店舗や飲食店を多数紹介しています。

詳しくは、 千葉市地産地消　
おおまさり（落花生）
旬…9月〜11月上旬

サトイモ
旬…9月下旬〜12月中旬

秋冬ニンジン
旬…11月下旬〜3月中旬

注目‼注目‼千葉市内で千葉市内で秋に採れる旬の農産物に採れる旬の農産物はコレ‼はコレ‼

千葉市産の農産物の
メニューの日に合わ
せて、生産者と交流
を深める出張授業*
も実施しているよ

千葉市産の春夏ニンジンを使った給食

クラムチャウダークラムチャウダー

ひじきのカラフルあえひじきのカラフルあえ

ニンジンニンジン
ドライカレードライカレー

牛乳牛乳

メロンメロン

＊新型コロナウイルスの影響で、今年度は
実施を見合わせています。

栄養士さんが考えた	
レシピを家庭でもぜひ
味わってほしいZE

千葉市つくたべ推進店の直売所と小売店

おいしいと言われるように、
土づくりを一生懸命してい
ます。たくさん食べてくだ
さい‼

安全で安心な生産に取り組
んでいます。安心して食べ
てください‼

募集開始森の苑
第4期

お一人
ご家族でも
ご参加
できます。

全日程共通10時出発
定員12名で開催（25人乗りバス）
参加費1,000円（税込、お弁当代込）

10月25日（日）
11月14日（土）

真
光
寺
樹
木
葬
は
開
園
か
ら

15
年
経
ち
ま
し
た
。

若
木
を
植
え
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
が
、今
で
は
緑
あ
ふ
れ
る
里
山

の
森
と
な
り
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
の
ご
賛
同
を
い
た
だ
き
、

こ
の
度
第
４
期
の
エ
リ
ア
を
開
始
す
る

運
び
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
墓
苑
の
様
子

を
見
て
い
た
だ
く
た
め
に
好
評
の

バス
見
学
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

資
料
請
求
の
み
も
お
気
軽
に
。

40

80

広告
　財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは千葉市が推奨するものではありません。
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1年前、私たちは令和元年房総半島台風（第15号）、東日本台風（第19号）に襲われました。
続く10月25日の大雨では、土砂崩れにより尊い命が奪われました。

市では、この経験を教訓として、「災害に強いまちづくり政策パッケージ」を策定しました。
感染症への対策が求められる中、いつ起こるかわからない災害に備え、大切な人を守るため

に、私たちが今できることを改めて考えてみましょう。
問防災対策課 ☎245-5113 FAXFAX245-5552

昨年の経験を教訓として、災害に強いモデル都市を実現するため、「災害に強
いまちづくり政策パッケージ」を策定しました。

■災害時における電力・通信事業者との連携
　�　東京電力パワーグリッド株式会社千葉総支社および東日本電信電話株式会社千葉事業部
と、停電および通信障害復旧に関する協定を締結しました。障害物の除去や予防措置に関し
て相互協力を行うなどし、災害応急対策の向上に努めます。

　問危機管理課（協定全体に関すること）�☎245-5151�FAXFAX245-5597
　　土木管理課（障害物除去に関すること）�☎245-5387�FAXFAX245-5579
■ハザードマップによる危険箇所などの周知に関する連携
　�　水害などに関するリスク周知のため、千葉県宅地建物取引業協会千葉支部および全日本不
動産協会千葉県本部と協定を締結しました。会員事業者は、物件説明の際にハザードマップ
で危険箇所を説明します。

民間企業との連携拡大

災害に強いまちづくり政策パッケージ

あれから1年

災害から命を守るを守る

10月25日の大雨による
冠水（若葉区川井町）▶

■公民館·市立学校に太陽光発電設備と蓄電池を導入
　�　2022年度末までに、182施設（公民館34、市立学校148）に太陽光発電設備
と蓄電池を導入します。これにより、停電時でも照明が利用でき、スマートフォ
ンなどの充電も可能となります。太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備
の導入により、平時の温室効果ガスの排出抑制効果も見込んでいます。

電力の強靱化

太陽光発電設備·蓄電池導入のイメージ

蓄電池蓄電池

太陽光発電

蓄電蓄電

供給供給

平常時は太陽光発電設備から
電力を供給し、余剰電力を
蓄電池へ蓄電

停電時は太陽光発電設備と
蓄電池から電力を供給

◀東日本台風による
電柱の転倒（中央区
都町）

昨年の被害状況

土砂災害・冠水対策
■雨水貯留槽設置
　�　JR蘇我駅東口周辺や都町3丁目など浸水被
害が発生した地域に、近隣の公園内に雨水貯
留槽を新設します。

　�　雨水貯留槽とは、大雨時に雨水を一時的に
地下に貯留することで、浸水被害の軽減を図
る施設です。
問雨水対策課�☎245-5613�FAXFAX245-5497

始しました。今後、ベトナム語などにも対応予定です。
■メーリングリストを活用した地域との連絡体制を強化
　�　市から地域団体に必要な情報をEメールで送信します。
■全市立学校にスポットクーラーを２台ずつ配備

■「外国人のための防災ガイドブック」の言語拡充
　�　防災ガイドブックについて、既存のやさしい日本語、英語、
中国語、韓国語に加え、スペイン語、ベトナム語、ネパール語
を追加しました。

　問国際交流課�☎245-5019�FAXFAX245-5247
■多言語防災メール配信サービスを開始
　�　英語、中国語、韓国語で防災メールを配信するサービスを開

災害時の安全·安心の確保

　�　避難所となる体育館の酷暑対策のため、全市立学校にスポットクーラーを配備しました。

9月9日　房総半島台風
10月12日　東日本台風

10月25日　台風21号の影響による大雨

2019年9月9日、千葉市付近に房総半島台風が上陸
・重傷者5人、負傷者61人
・全·半壊258棟、一部破損6,367棟
・倒木被害1,302件
・最大瞬間風速57.5メートル（観測史上第1位）
・停電94,600件・20日間以上
2019年10月12日、東日本台風が伊豆諸島に上陸
・負傷者5人
・一部破損83棟
・倒木被害137件

2019年10月25日に台風21号の影響で大雨となる
・総降雨量181.5ミリメートル
　（3時間で1カ月分の降雨量）
・死者3人、重傷者1人、負傷者2人
・全·半壊27棟、一部破損38棟
・床上浸水39件、床下浸水78件
・道路冠水235件
・車両被害29件
・がけ崩れ98件

雨水貯留槽

問環境保全課�☎245-5199�FAXFAX245-5553

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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1年前、私たちは令和元年房総半島台風（第15号）、東日本台風（第19号）に襲われました。
続く10月25日の大雨では、土砂崩れにより尊い命が奪われました。

市では、この経験を教訓として、「災害に強いまちづくり政策パッケージ」を策定しました。
感染症への対策が求められる中、いつ起こるかわからない災害に備え、大切な人を守るため

に、私たちが今できることを改めて考えてみましょう。
問防災対策課 ☎245-5113 FAXFAX245-5552

昨年の経験を教訓として、災害に強いモデル都市を実現するため、「災害に強
いまちづくり政策パッケージ」を策定しました。

■災害時における電力・通信事業者との連携
　�　東京電力パワーグリッド株式会社千葉総支社および東日本電信電話株式会社千葉事業部
と、停電および通信障害復旧に関する協定を締結しました。障害物の除去や予防措置に関し
て相互協力を行うなどし、災害応急対策の向上に努めます。

　問危機管理課（協定全体に関すること）�☎245-5151�FAXFAX245-5597
　　土木管理課（障害物除去に関すること）�☎245-5387�FAXFAX245-5579
■ハザードマップによる危険箇所などの周知に関する連携
　�　水害などに関するリスク周知のため、千葉県宅地建物取引業協会千葉支部および全日本不
動産協会千葉県本部と協定を締結しました。会員事業者は、物件説明の際にハザードマップ
で危険箇所を説明します。

強風事象
2

照明がつかない

冷蔵庫が使えない

水が出ない

テレビがつかず情報が得られない

ランタン
使用可能時間や明るさなどを確認しましょ

う。部屋全体を明るくできます。
懐中電灯
リビングや枕元に準備しましょう。頭に取り

付けたり、首から下げたりできるものもあります。

冷蔵庫に保冷剤などを入れておく
保冷剤を多めに入れておいたり、ペットボト

ルに水を入れて凍らせておくと、停電しても冷
蔵庫の中の冷気が長持ちします。冷房が使えな
い時に、保冷剤を使って体を冷やすこともでき
ます。

風呂に水を張っておく
約200リットルの生活用水を確保できま

す。トイレや洗濯用の水として使いましょう。
飲料水、給水容器
給水所で水を受け取る際、ポリタンクやペ

ットボトルが必要です。

電池式ラジオ
手動で充電できたり、防水機能が備わった

ものもあります。
乾電池、モバイルバッテリー
電池は使用しなくても消耗するため、定期

的に予備を確保しておきましょう。

飛ばされたフェンスが窓に当たり損傷した

家の周りを点検する
家の周りにあるもので強風によって飛ばされ

る可能性のあるものは、室内にしまうか、飛ば
されないようにしっかり固定しましょう。

昨年の被害をふまえ、日頃からどのような対策をすれ
ばよいのか改めて考えてみましょう。

今1人ひとりが
すぐにできること

停電事象
1

□貴　重　品　現金·預金通帳·キャッシュカード·印鑑·健康保険証·運転免許証·マイナンバーカード
□避 難 用 具　懐中電灯·携帯ラジオ、予備の電池
□救 急 用 具　ばんそうこう·包帯·消毒液·常備薬·持病薬、お薬手帳
□非　常　食　乾パンや缶詰など火を使わなくても食べられるもの、アレルギー対応食
□飲　料　水　持ち運びできるペットボトル入りのもの
□生 活 用 品　マスク・除菌用アルコール・体温計・洗面道具·ティッシュ·携帯用トイレ·生理用品など
□衣　料　品　下着·靴下·長袖·長ズボン·雨具など、季節によっては防寒具

赤ちゃんや高齢者がいる家庭は粉ミルクやおむつなども用意非常持出品チェックリスト

□飲 食 料 品　米や簡単な調理で食べられるものを1人最低3日分、水は1人1日3リットル
□食器·箸類　箸·スプーン·紙コップ·紙皿など。食品用ラップやアルミホイルは皿代わりにも使えます
□カセットコンロ　電気で点火するコンロは避け、予備のガス缶も準備しましょう
□生 活 用 水　断水に備え、ポリタンクや浴槽に水道水をためておきましょう
□衛 生 用 品　�マスク・除菌用アルコール・除菌用ウェットティッシュ・体温計・衛生用手袋・スリッパ・ハンドソープなど
□照 明 用 品　マッチ·ろうそく·ライター·ランタンなど持ち運びができ、すぐに点火できるもの

非常備蓄品チェックリスト ローリングストック（買い足し）しましょう‼

始しました。今後、ベトナム語などにも対応予定です。
■メーリングリストを活用した地域との連絡体制を強化
　�　市から地域団体に必要な情報をEメールで送信します。
■全市立学校にスポットクーラーを２台ずつ配備

■「外国人のための防災ガイドブック」の言語拡充
　�　防災ガイドブックについて、既存のやさしい日本語、英語、
中国語、韓国語に加え、スペイン語、ベトナム語、ネパール語
を追加しました。

　問国際交流課�☎245-5019�FAXFAX245-5247
■多言語防災メール配信サービスを開始
　�　英語、中国語、韓国語で防災メールを配信するサービスを開

　�　避難所となる体育館の酷暑対策のため、全市立学校にスポットクーラーを配備しました。

外国人のための防災
ガイドブック

会場 日程 時間
美浜区役所1階ロビー 10月2日㈮まで

8：30～17：30花見川区役所1階ロビー 10月5日㈪～15日㈭
若葉区役所1階ロビー 10月16日㈮～27日㈫
緑区役所2階ホール 10月28日㈬～11月8日㈰ ＊11月8日㈰は13：00まで

防災パネル展
被害写真の展示や市の

取り組みを紹介していま
す。

9月9日　房総半島台風
10月12日　東日本台風

10月25日　台風21号の影響による大雨

2019年9月9日、千葉市付近に房総半島台風が上陸
・重傷者5人、負傷者61人
・全·半壊258棟、一部破損6,367棟
・倒木被害1,302件
・最大瞬間風速57.5メートル（観測史上第1位）
・停電94,600件・20日間以上
2019年10月12日、東日本台風が伊豆諸島に上陸
・負傷者5人
・一部破損83棟
・倒木被害137件

2019年10月25日に台風21号の影響で大雨となる
・総降雨量181.5ミリメートル
　（3時間で1カ月分の降雨量）
・死者3人、重傷者1人、負傷者2人
・全·半壊27棟、一部破損38棟
・床上浸水39件、床下浸水78件
・道路冠水235件
・車両被害29件
・がけ崩れ98件

2020年6月1日時点

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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問①②⑤住宅政策課 ☎245-5809 FAXFAX245-5795　③④地域福祉課 ☎245-5218 FAXFAX245-5620

①被災した住宅の応急修理
被災した住宅の日常生活に必要

不可欠な最小限度の部分を、市が
応急的に修理
②被災者住宅補修緊急支援事業

被災した住宅の屋根または外壁
などを補修する方に対して工事費
の一部を助成

③被災者生活再建支援金
住宅が半壊の損害を受けた世帯

に支援金を支給（解体した世帯を
除く）
④特別見舞金

住宅が一部破損（損害割合10％
以上）の損害を受けた世帯に特別
見舞金を支給

り災証明書

令和元年房総半島台風、東日本台風、10月25日の大
雨により被災された方への支援の一部が、11月に受け
付けを終了します。
まだ申請していない方は、早めに手続きをしてくださ
い。申請方法など詳しくは、各支援制度の担当課へお問
い合わせください。

申請には、り災証明書が必要です。発行には1カ月程度かかる場合もありま
すので、まだ申請をしていない方は、早めに手続きをお願いします。
問区役所地域振興課
　　中　央 ☎221-2169 FAXFAX221-2179　花見川 ☎275-6224 FAXFAX275-6799
　　稲　毛 ☎284-6107 FAXFAX284-6189　若　葉 ☎233-8124 FAXFAX233-8162
　　　緑　 ☎292-8107 FAXFAX292-8159　美　浜 ☎270-3124 FAXFAX270-3191

被災者支援の一部が終了します

感染症対策を忘れずに 感染症が流行している状況でも、感染症予防や感染拡大防止を図りながら避難所を開設·運営で
きるように、「新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針」を定めました。

分散避難をお願いします
避難所は密の環境になりやすいため、分散避難を推進しています。ハザ

ードマップで確認し、自宅が大きな被害が出ない（色が塗られていない）

避難所での感染症対策
・ほかの避難者と十分な間隔を確保する
・避難所内、特に居住スペースの十分な換気に努める
・ 入所時と毎朝、検温し、避難者自身が健康管理チェッ

クリストで健康を管理する
・マスクを着用する
・ 感染が疑われる人が避難し

てきた場合や、避難者に発
熱などの症状が出た場合に
は、対象者を隔離した上で
専門機関に連絡し、検査･
入院の調整をする

避難所へ避難するときは

マスク、除菌用アルコール、体温計

をお持ちください

⑤被災者住宅建築資金利子補給事業
住宅に損害を受けた方

が、補修や建て替えなど

12月28日㈪申請期限11月30日㈪申請期限

のため金融機関か
ら資金を借り入れ
た場合に利子の一
部を補助

エリアであれば、家の中の安全な場所で
過ごしましょう。また、親戚や知人の家
など避難所以外への避難も検討しましょ
う。

日頃から家族で話し合っておくことが
大切です。

感染症対策備蓄品チェックリスト
□マスク □除菌用アルコール

□除菌用ウェットティッシュ

□衛生用手袋

□ハンドソープ

□スリッパ

□体温計

　財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは千葉市が推奨するものではありません。

ちば市政だよりへの広告掲載のお申し込みは、販売代理店㈱ホープ ☎092-716-1401へ。
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秋のいずみ地区を満喫しよう 中級古文書講座

まちづくり応援寄附金

プラスチックごみ問題について考
えよう‼in動物公園

大草谷津田いきものの里　自然観
察会
豊かな自然の中で、普段見かけることのない生きものたちの生態を

観察しませんか。
日 時　�①10月18日㈰、②11月1日㈰10：30～12：00
　　　　　雨天中止
会 場　大草谷津田いきものの里入口広場
内 容　テーマ=①クモはおもしろいぞ‼、②タネの旅立ち
定 員　各15人（小学3年生以下は保護者同伴）
持 ち 物　帽子、長靴、飲み物
申込方法　�①10月7日㈬、②21日㈬必着。はがきに、必要事項のほ

か、参加者（5人まで）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。FAX・Eメール
kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jpも可。

問環境保全課�☎245-5195�FAXFAX245-5553

①�コスモスまつり～富田町にコスモスが咲きそろいます～
日時10月10日㈯･11日㈰9：30～14：30
荒天中止
場所富田さとにわ耕園
内容地元野菜の直売、サツマイモと落花生の
収穫体験（有料）

②�いずみハロウィンキャンドルナイト～富田さとにわ耕園でハロウィ
ンナイトを楽しもう～
日時10月31日㈯13：00～14：30、
15：30～17：00
場所富田さとにわ耕園
内容カボチャをくりぬき、ジャック・
オ・ランタンを作ります。
定員各10組（1組3人以内）
料金1組1,000円
備考富田町産の新米を使用した塩むすびの用意あり（1個100円、要
予約）。ランタン（1組1つ）持ち帰り可。作成したランタンは園内
広場で点灯します（時間18：00～20：00荒天中止）。仮装して参加で
きます。詳しくは、 いずみハロウィンキャンドルナイト　

③秋冬野菜の収穫体験
日時11月7日㈯～29日㈰10：00～11：00、14：00～15：00（休園日
を除く）
場所中田やつ耕園
内容大根、ホウレンソウ、ニンジンの収穫。募集数=100口
料金１口1,000円

申込方法　�②10月16日㈮までに電子申請で。FAX･Eメールkeieishien.GV@
　　　　　�city.chiba.lg.jpも可（必要事項のほか、参加者全員の氏名

（フリガナ）・住所・年齢、塩むすびの必要個数を明記）。③
電話で、中田やつ耕園。FAX・Eメール info@nakatapark.com
も可 (必要事項のほか、希望口数を明記）。

問①富田さとにわ耕園�☎226-0022�FAXFAX226-0501
　　月曜日（祝日の場合は翌日）休園
　②農政課�☎245-5757�FAXFAX245-5884
　③中田やつ耕園�☎228-2251�FAXFAX228-2252
　　月曜日 (祝日の場合は翌日) 休園

10月は3R推進月間です。動物公園でプラスチックごみ問題につい
てのクイズラリーを行います。
園内を巡りながらプラスチックごみの現状について学び、一人ひと

りができることを考えてみませんか。
参加者には、使い捨てプラスチックごみ削減につながるグッズをプ

レゼントします。
日 時　10月4日㈰10：00～15：00
会 場　動物公園
定 員　当日先着3,000人
料 金　高校生以上の方は、動物公園入園料700円

江戸時代の村の史料を取り上げ、講師の指導･解説のもと、古文書を
解読します。
ぜひ、ご参加ください。
日 時　�11月25日㈬、12月8日㈫･9日㈬･22日㈫～24日㈭
　　　　　13：30～15：30　全6回
会 場　郷土博物館
内 容　講師=後藤雅知さん（立教大学文学部教授）
対 象　古文書をある程度読める方
定 員　12人
申込方法　�10月16日㈮必着。往復はがきに必要事項を明記して、〒

260-0856中央区亥鼻1-6-1千葉市立郷土博物館へ。電
子申請も可。 郷土博物館　中級古文書講座　

問郷土博物館�☎222-8231�FAXFAX225-7106　
　月曜日（祝日の場合は翌日）休館

まちづくりを行う市民活動団体を応援したいという皆さんの気持ち
を、ふるさと納税から寄附ができるまちづくり応援寄附金（まち寄附）
として、広く受け付けています。
団体への支援を通じて、まちづくりに参加してみませんか。
寄附の流れ

対 象 団 体　市内でまちづくり活動を行うNPO法人
寄附の申込方法など詳しくは、

問市民自治推進課�☎245-5664�FAXFAX245-5665
千葉市　まちづくり応援寄附金　

WEBアンケート
10月1日㈭～10日㈯、ホームページ上でWEBアンケートを行って

います。今月のテーマは、「住宅用火災警報器」「感震ブレーカー」「消
防団の入団促進」です。
ちばシティポイントの対象となるほか、抽選で動物公園の施設利用

券などをプレゼントします。
アンケート参加方法など詳しくは、

問広報広聴課�☎245-5609�FAXFAX245-5796
千葉市　WEBアンケート

プラスチックごみ問題
プラスチックは現在、世界中で毎年4億トンも生

産されており生活に欠かせない物となっています。
しかし、レジ袋やペットボトル、ストロー、弁当の
容器などの容器包装がプラスチックごみの約8割を
占め、そのほとんどが使い捨てされています。
ポイ捨てされたプラスチックごみが海に流れ込み、魚が食べてし

まうなど、世界中の動物たちにも影響を与えています。

寄附者 まちづくり
活動団体千葉市

ふるさと納税
(団体を指定)

指定された
団体に交付

問廃棄物対策課�☎245-5379�FAXFAX245-5624　

あなたの意見を市政に‼

寄附したい団体を指定できる

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【16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

情報けいじばん情報けいじばん

イベント

緑と水辺の児童絵画コンクー
ル入賞作品展

日時 場所10月1日㈭～8日㈭＝生涯学習セ
ンター、13日㈫～18日㈰＝三陽メデ
ィアフラワーミュージアム、20日㈫
～27日㈫＝イオン鎌取店
問緑政課☎245-5775 FAX245-5885

都市緑化植物園
ハーブを楽しむミニイベント

日時10月10日㈯･11日㈰10：00～16：00
内容ハーブ作品の展示、クラフトの販
売など
備考当日直接会場へ	
問都市緑化植物園☎264-9559 FAX265-
6088。月曜日休園

四季の会 ボタニカルアート
展＆植物画体験講座

日時①10月27日㈫～11月8日㈰9：00～
17：00、②11月8日㈰13：00～14：00、
14：30～15：30
場所青葉の森公園森のギャラリー
内容①植物画展示、②植物画体験講座
定員②各先着20人
料金②300円
申当日直接会場へ
問四季の会･佐藤さん☎090-7429-
8693 FAX279-8382

日本語交流会～日本で暮らし
て感じたことや思ったこと～

日時10月10日㈯13：30～15：30
内容外国出身者による日本語でのスピ
ーチを動画で配信
備考詳しくは、HP「千葉市国際交流協
会　日本語交流会」で検索
問同協会☎245-5750 FAX245-5751。日
曜日休業

よしもとダンスエンターテイン
メントCHIBA SPECIAL LIVE

日時10月10日㈯16：30～18：00
場所文化センター

内容出演＝ISOPP、エグスプロージョ
ン、GOODmen、子どもダンスワ
ークショップ受講生
料金前売券（全席指定）＝一般3,000円、
大学生以下2,000円
備考就学前児の入場不可。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、チケットよしもと
問文化振興財団☎221-2411 FAX 224-
8231

美浜文化ホール
尾崎未空ピアノリサイタル

日時10月14日㈬15：00～17：00
内容ピアノソナタ第24番Op.78「テレ
ーゼ」（ベートーベン）、愛の夢第3番
（リスト）など
料金前売券（全席指定）＝2,000円、ペ
アチケット3,500円
備考就学前児の入場不可。前売券販売
所＝美浜文化ホール、若葉文化ホー
ル、千城台コミュニティセンター
問美浜文化ホール☎270-5619 FAX270-
5609

BANANA NEEDLEハモンド
オルガンライブ

日時10月24日㈯14：00～15：00
場所鎌取コミュニティセンター
内容ロッキーのテーマ、スマイルなど
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（料金は当日精算）
問文化振興財団☎221-2411 FAX 224-
8231

朗読と音楽で紡ぐ「ちば」の
魅力

日時11月28日㈯14：00～16：00
場所文化センター
内容朗読＝竹久夢二の詩のメドレー、
高村光太郎の「千鳥と遊ぶ智惠子」、
千葉の民話「羽衣」など。フルート
＆ピアノ演奏＝宵待草ファンタジー
など
対象中学生以上の方
定員先着40人
料金500円
申電話で、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、美浜文化ホ
ール☎270-5619、若葉文化ホール☎
237-1911、よみよみの会☎090-3501-
7103
問同会☎前記 FAX376-9282

動物保護指導センター
子猫のお見合い会

日時①10月12日㈪･②30日㈮
内容お見合い時間は1組30分
申①10月1日㈭～7日㈬、②10月21日
㈬～27日㈫に、HP（「千葉市　犬猫の
譲渡」で検索）で希望の子猫を確認
して、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

こころの健康センターの催し

①アルコールミーティング
日時10月16日㈮14：00～16：10
対象お酒の問題で悩んでいる家族と
本人

②精神障害者家族のつどい
日時10月19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

③依存症治療･回復プログラム
日時10月21日㈬、11月4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

④うつ病当事者の会　
日時10月27日㈫13：30～15：00
内容病気のこと、生活･仕事の悩みな
どの語り合い
対象うつ病治療中の方

⑤心の健康フェア＆心のふれあいフ
ェスティバル

日時11月7日㈯10：00～16：00
場所青葉の森公園芸術文化ホー
ル
内容精神障害者作品展示、心の健康
相談など

備考⑤当日直接会場へ
申①～④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

秋季千葉市ベテランテニス
大会

日時10月20日㈫9：00～15：00
場所蘇我ヒルスコート
内容種目＝男子の部60歳以上･65歳以
上･70歳以上･75歳以上。女子の部55
歳以上･60歳以上･65歳以上。いずれ
も、ダブルス
対象市内在住の方
料金1組3,000円
備考雨天の場合、10月27日㈫に延期
申10月13日㈫必着。往（1通1組）に
必のほか、種目、参加者全員の生年
月日･所属クラブ名を明記して、〒
263-0005稲毛区長沼町183-11金森方
千葉市テニス協会へ

問同協会･金森さん☎250-9241
（FAX兼用）または☎080-3476-7317

女性必見‼再就職準備セミナ
ー＆企業交流会

日時10月20日㈫13：30～15：30
場所生涯学習センター
対象就職を目指している方
定員先着15人
備考参加企業は4社を予定
申HP（「千葉市　再就職準備セミナ
ー」で検索）から。電話で、ふるさ
とハローワークいなげ☎284-6360、
ふるさとハローワークみどり☎292-
8655も可
問パーソルテンプスタッフ㈱☎221-
5517 FAX221-5518

市民の日記念
クルーザーヨット体験会

日時10月24日㈯10：00～11：45、13：00
～14：45
場所稲毛ヨットハーバー
対象市内在住の小学生以上の方（小学
生は保護者同乗）
定員各先着16人
料金1,000円
備考荒天中止
申10月7日㈬10：00から電話で、稲毛
ヨットハーバー☎279-1160
問同施設☎前記 FAX279-1575。火曜日
休館

千葉公園に紙芝居がやって
くる‼

日時10月24日㈯11：30～12：00、13：00
～13：30
場所蓮華亭
定員各先着20人
申当日直接会場へ
問中央･稲毛公園緑地事務所☎251-
5103 FAX254-5834

認知症介護交流会

日時10月28日㈬13：30～15：30
場所花見川保健福祉センター
内容介護経験者の体験談、交流会、個
別相談（希望者）
対象認知症の人を介護している方など
定員20人（介護中の家族優先）
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10月
21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

シニアのための就労個別相談
会

日時10月29日㈭14：00～16：30
場所ハーモニープラザ
内容シニアを求めている企業および就
労支援機関との相談会
定員先着80人
申電話で、生涯現役応援センター☎
256-4510
問同センター☎前記 FAX256-4507

療育センターふれあいの家の
催し

①障害者プチ旅行（プチリトリート）
日時A10月30日㈮、B11月13日㈮。い
ずれも9：30～12：00
場所三陽メディアフラワーミュージ
アム、稲毛海浜公園
対象18歳以上で、Ａ視覚障害のある
方、Ｂ肢体･内部･聴覚障害のある
方
定員Ａ5人、Ｂ10人（いずれも、初め
ての方優先）
持物身体障害者手帳
備考9：20療育センターふれあいの家

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。
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集合（解散12：00）、または9：50稲
毛海浜公園多目的広場前（解散
11：30）

②手話講習会（中級）
日時11月5日～12月24日の木曜日
13：30～15：30または、11月7日～
12月26日の土曜日9：45～11：45。
各全8回
対象18歳以上で手話講習会初級修了
者または同程度の経験者
定員各20人（初めての方を優先）
料金600円

③介護技術勉強会
日時11月20日㈮、12月4日㈮14：00～
15：30
対象18歳以上の方
定員各先着10人（重複申し込み不可）

申①10月16日㈮までに電話で、療育
センターふれあいの家☎216-5130。
FAX277-0291も可（必を明記）。②10月
15日㈭必着。往に必のほか、手話経
験の有無を明記して、〒261-0003美
浜区高浜3-3-1千葉市療育センター
ふれあいの家へ。 Eメール fureai1981@
bz04.plala.or.jpも可。③電話で、同
施設☎前記。 FAX･Eメール前記も可（必を明
記）
問同施設☎･ FAX前記。月曜日休館

地域で守る‼防災体験

日時10月31日㈯9：30～11：30
場所生浜公民館
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）

動物公園「ちばZOOフェス
タ2020」

①アニマルフェイスペイント
日時11月7日㈯･8日㈰10：00～15：00

（1人10分）
定員各日50人

②動物たちに大接近
日時11月7日㈯･8日㈰10：30～11：00、
11：15～11：45
定員各日80人

③アニマルコスプレコンテスト
日時11月8日㈰13：00～14：30
定員15組（1組5人まで）

申10月15日㈭必着。①②電子申請で。
③Eメールで必のほか、アピールポ
イントを明記の上、コスチューム着
用画像を添付して、動物公園 Eメール
dobutsu.ZOO@city.chiba.lg.jp
問同園☎252-1111 FAX255-7116。水曜
日休園。入園料＝高校生以上700円

2020年秋の「ダイヤモンド
富士」を観よう‼

富士山頂に夕日が重なる神秘の現象
ダイヤモンド富士が、10月中旬～下
旬に海辺エリアで約10日間観賞でき
ます。観賞スポットや日時など詳し
くは、HP「千葉市　ダイヤモンド富
士」で検索
問市観光協会☎242-0007 FAX301-0280

教室・講座

働きたい女性のための就職
準備セミナー

日時10月9日㈮9：15～11：15
場所市原市勤労会館（市原市更級5-1-
18）
内容女性を取り巻く環境や自分を知る
こと、自分に合った仕事を学ぶ
対象仕事と家庭を両立させて自分らし
く働きたい女性
定員先着20人

申電話で、市原市商工業振興課☎
0436-23-9836
問同課☎前記 FAX0436-22-6980

住情報セミナー

日時10月24日㈯14：00～16：00
場所中央コミュニティセンター
内容テーマ=空家の売却について考え
ませんか‼
定員先着30人
申10月1日㈭10：00から電話で、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☎245-5809 FAX245-5795

Zoomで開催「プレゼンテー
ション講座」

日時10月26日㈪14：00～16：00
内容聞き手に理解を促すための効果的
な説明のしかたを学ぶ
対象Zoom使用経験者　定員先着30人
申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へ
問同センター☎227-3081 FAX227-3082

南部青少年センターの講座

①プリザーブドフラワーを使ったク
リスマス飾りづくり

日時10月31日㈯13：30～15：30
対象16歳以上の方
料金2,000円

②ビオラのハンギングバスケットづ
くり

日時11月14日㈯13：30～15：30
対象16歳以上の方
料金2,000円

③キッズ・イングリッシュ～小学2年
生のための英語入門～

日時11月21日～12月19日の土曜日
10：00～11：00。全5回
対象小学2年生

定員①②先着6人、③6人
申①②電話で、南部青少年センター
☎264-8995。③10月16日㈮必着。往
に必のほか、学校名を明記して、〒
260-0841中央区白旗1-3-16千葉市南
部青少年センターへ
問同センター☎前記 FAX268-1032。月
曜日休館

谷津田の自然体験教室

①いきもの観察とトンボ調査
日時11月1日㈰9：45～12：00
場所下大和田（猿橋）谷津田（緑区
下大和田町）
定員20人
持物筆記用具、飲み物、雨具、虫取
り網（お持ちの方）

②谷津田の鳥の魅力
日時11月14日㈯9：00～11：00
場所大草谷津田いきものの里
定員10人

備考小学3年生以下は保護者同伴。帽
子、長袖、長ズボン、長靴（膝下ま
で）を着用
申①10月21日㈬、②11月4日㈬必着。
はに必のほか、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、電子申請も可
問同課☎245-5195 FAX前記

健康づくりスポーツ教室

日時①ボールエクササイズ＝11月2日
～12月14日（11月23日を除く）の月
曜日。②ステップエクササイズ（基
本編）＝11月4日～12月9日の水曜
日。③姿勢改善エクササイズ＆ウオ
ーキング＝11月5日～12月10日の木
曜日。いずれも、19：30～20：30。各
全6回
場所①鎌取コミュニティセンター、②
③千葉ポートアリーナ
対象18歳以上の方
定員①25人、②③12人
料金1,500円
申10月15日㈭必着。往（1人1通1教
室）に必を明記して、〒260-0025中
央区問屋町1-20千葉市スポーツ協会
へ。 Eメールsanka@chibacity.spo-sin.
or.jpも可
問同協会☎238-2380 FAX203-8936

アーチェリー体験教室

日時11月8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10月10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

救命講習会

①普通救命講習会
日時 場所11月13日㈮13：30～16：30＝若
葉消防署。11月15日㈰13：30～
16：30＝セーフティーちば。11月
24日㈫13：30～16：30＝救助救急セ
ンター。11月27日㈮9：00～12：00
＝緑消防署

②応急手当講習会（けがの手当など）
日時11月21日㈯9：30～11：30
料金700円

③WEB講習会
日時11月26日㈭14：00～15：30

場所②③セーフティーちば
定員各先着5人
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

音楽ファシリテーター体験
講座

日時11月14日㈯13：30～16：30
場所文化センター
対象高校生以上の方
定員15人
申10月30日㈮必着。往に必のほか、
FAX番号またはＥメールアドレスを
明記して、〒260-0013中央区中央
2-5-1千葉中央ツインビル2号館4階
千葉市文化振興財団へ。FAX224-8231、
Eメールas-chiba@f-cp.jpも可
問文化振興財団☎221-2411 FAX前記

教育相談公開講座

日時11月28日㈯13：30～15：30
場所生涯学習センター
内容テーマ＝子どもと学ぶことの大人
にとっての意味。講師＝片岡洋子さ
ん（千葉大学教授）
定員100人

申11月20日㈮必着。Ｅメールで必のほ
か、参加者全員の氏名･住所･電話番号
を明記して、Eメールkyosyokuinkensyu@
city.chiba.lg.jp。 FAX256-3778、はを
〒263-0021稲毛区轟町3-7-9千葉市教
育センターへ郵送も可
問同センター☎285-0902 FAX前記

認知症介護実践者研修

日時講義･演習＝12月6日～20日、来年
1月10日･17日、2月21日の日曜日9：
00～17：00。全6回
自施設実習＝来年1月18日㈪～2月14
日㈰
場所市社会福祉研修センター（自施設
実習は、各自施設）
対象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
定員24人（多数の場合選考）
料金5,000円
申10月16日㈮～30日㈮必着。申請書
（地域包括ケア推進課で配布。HP（「千
葉市　認知症介護実践研修」で検索）
から印刷も可）を、〒260-8722千葉
市役所地域包括ケア推進課へ。電子
申請も可
問同課☎245-5267 FAX245-5293

ジュニアスポーツ指導者
講習会

日時12月12日㈯、来年1月23日㈯9：45～
15：45。全2回
場所中央コミュニティセンター
内容テーマ＝小学～高校生に対するメ
ンタルトレーニング･トレーニング
の指導法と実技
対象18歳以上の方
定員30人
料金500円
申11月10日㈫必着。往に必のほか、
小学～高校生にスポーツを指導して
いる方は、競技名･指導対象を明記し
て、〒260-0025中央区問屋町1-20千葉
市スポーツ協会へ。 Eメール sanka@
chibacity.spo-sin.or.jpも可
問同協会☎238-2380 FAX203-8936

相　談

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10月7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10月24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､ 電話相談は不可
申10月15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

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時10月8日㈭･22日㈭13：00～16：00
内容弁護士による相談
定員各先着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
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分譲マンション相談･アドバ
イザー派遣

日時10月8日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。10月15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
備考相談結果により、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

外国人のための労働相談･法
律相談

日時①労働＝10月10日㈯。②法律＝10月
19日㈪。いずれも、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①10月9日㈮･②16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
休業

目の愛護デー電話相談

日時10月11日㈰9：00～16：00
内容眼科医による目の健康についての
電話相談
備考相談専用電話☎242-4271
問県眼科医会☎04-7186-7425（火･金
曜日10：00～16：00） FAX332-9484

女性のための助産師による健
康相談

日時中央区＝10月14日㈬、稲毛区＝10月
23日㈮10：00～12：00。若葉区＝10月
14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、妊産婦の健康につい
て悩んでいる方
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

不妊専門相談

面接相談
日時10月14日㈬14：15～16：30、30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10月1日～22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

こころの健康センターの相談

日時①高齢者相談＝10月15日㈭14：00
～16：00。②思春期相談＝10月23日
㈮、11月2日㈪10：00～12：00、11月
13日㈮14：00～16：00。③一般相談＝
11月4日㈬10：00～12：00。④ギャンブ
ル等依存相談＝11月11日㈬12：30～	
16：30。⑤アルコール･薬物依存相談
＝11月11日㈬14：00～16：00
内容①～③⑤専門医･④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＝10月19日㈪、②緑区＝
11月5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（子どもがいる方
に限る）
定員各3人
備考1人50分程度
申①10月1日㈭～9日㈮、②10月13日
㈫～23日㈮必着。はに必を明記して、
〒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

募　集

100年ダンス動画コンテスト
の作品

人生100年時代に誰もが手軽に運動
習慣を身につけるきっかけづくりと
して制作した100年ダンスのダンス
動画を募集します。
募集作品＝100年ダンスのダンス動
画。
募集期間＝10月1日㈭～12月28日㈪
詳しくは、HP「千葉市　100年ダン
ス」で検索
問健康推進課☎245-5223 FAX245-5659

市スクールカウンセラー

児童生徒や保護者･教職員に、専門的
な知識･経験による適切な相談を行
います。
応募資格＝臨床心理士・公認心理師
の有資格者（来年3月末までに資格
取得見込みの方も可）など
申込期限＝11月6日㈮
応募方法など詳しくは、お問い合わ
せいただくか、HP（「千葉市スクール
カウンセラー」で検索）をご覧くだ
さい。
問教育支援課☎245-5935 FAX246-6148

市スクールソーシャルワーカ
ー

教育、社会福祉などの専門知識や技
術を用い、関係機関との連携により、
児童生徒や家庭への支援を行いま
す。応募資格＝社会福祉士･精神保健
福祉士の有資格者
申込期限＝11月13日㈮
応募方法など詳しくは、お問い合わ
せいただくか、HP（「千葉市スクール
ソーシャルワーカー」で検索）をご
覧ください。
問教育支援課☎245-5935 FAX246-6148

ランチ･ミーティングの参加
者

日時①11月12日㈭14：30～15：20、②12月
18日㈮13：30～14：20
場所市役所市長室

内容参加団体の活動内容についての意
見交換
定員1団体（5～9人）
申①10月8日㈭、②11月5日㈭必着｡は
に必のほか､ 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｡ FAX
245-5796、電子申請も可
問同課☎245-5298 FAX前記

市長との対話会の参加者

日時 場所11月15日㈰13：00～14：00＝美浜
区真砂コミュニティセンター。11月
21日㈯10：30～11：30＝緑保健福祉セ
ンター
内容新型コロナウイルス感染症への対
応について、市長が説明します。
定員各先着30人
申電話で、広報広聴課☎245-5298。
FAX 245-5796・Eメールkohokocho.CIC@
city.chiba.lg.jp（必のほか、希望
会場（1人1会場）、参加者全員の氏
名（フリガナ）を明記）、電子申請
も可

成人を祝う会
二十歳の決意の発表者

日時来年1月11日㈷①10：15～11：00、
②12：30～13：15、③14：45～15：30
場所千葉ポートアリーナ
対象①中央区･若葉区、②稲毛区･美浜
区、③花見川区･緑区在住の、2000
年（平成12年）4月2日～2001年（平
成13年）4月1日生まれの方
定員各回1人（選考により決定）
申10月23日㈮必着。20歳を迎えての
感想･決意を800字以内にまとめた用
紙と、別紙に必のほか、生年月日を
明記して、〒260-8722千葉市役所健
全育成課へ。 Eメールseijinwoiwaukai@
city.chiba.lg.jpも可
問同課☎245-5973 FAX245-5995

特別養護老人ホーム「ハピネ
ス稲毛」の入居者

来年4月1日㈭開所予定の「介護老人
福祉施設ハピネス稲毛」（稲毛区長
沼原町847-7）の入居者を募集しま
す。
対象原則、要介護3～5で、自宅での介
護が困難な方
問同施設☎070-2472-4342 FAX0467-55-
1465

特別養護老人ホーム「若葉い
こいの里」の入居者

来年4月1日㈭開所予定の「特別養護
老人ホーム若葉いこいの里」（若葉
区若松町531-156）の入居者を募集し
ます。
対象原則、要介護3～5で、自宅での介
護が困難な方
問同施設☎048-953-9640 FAX048-953-
9690

お知らせ

ジェフユナイテッド千葉
試合日程

10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
10/10㈯ 15：00 水戸ホーリーホック

17㈯ 15：00 FC町田ゼルビア
21㈬ 19：00 ツエーゲン金沢

問観光MICE企画課☎245-5897 FAX
245-5669

千葉ロッテマリーンズ
試合日程

10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
10/2㈮ 18：00 埼玉西武

3㈯ 14：00 埼玉西武
4㈰ 13：00 埼玉西武
6㈫ 18：00 オリックス
7㈬ 18：00 オリックス
8㈭ 18：00 オリックス
13㈫ 18：00 楽天
14㈬ 18：00 楽天
15㈭ 18：00 楽天
16㈮ 18：00 北海道日本ハム
17㈯ 14：00 北海道日本ハム
18㈰ 13：00 北海道日本ハム
30㈮ 18：00 楽天
31㈯ 14：00 楽天

問ZOZOマリンスタジアムテレフ
ォンサービス☎296-1189（試合に関
すること）、マリーンズ･インフォメ
ーションセンター☎03-5682-6341、
観光MICE企画課 FAX245-5669

千葉ウシノヒロバ
バーベキュー利用予約開始

千葉ウシノヒロバ（若葉区富田町
983-1）で、10月31日㈯からバーベキ
ューエリアの利用を開始します。利
用予約方法など詳しくは、HP「千葉
ウシノヒロバ」で検索
問千葉ウシノヒロバ☎235-8376、農
政課 FAX245-5884

千葉都市計画説明会

日時10月17日㈯10：00～11：00
場所幕張公民館
内容千葉都市計画道路3･4･37号幕張本
郷松波線（変更）＝花見川区武石町
2丁目、幕張町3･4丁目、瑞穂3丁目の
各一部
備考説明会資料＝10月2日㈮から、都市
計画課で配布。同課HPから印刷も可
問同課☎245-5349 FAX245-5627

市戦没者追悼式

日時10月23日㈮14：00～15：00
場所文化センター
内容戦争や戦災による死没者に弔意を
表し、平和祈念のための追悼式を行
います。
定員40人
備考後日、式の模様をHPに掲載。HP「千
葉市　戦没者追悼式」で検索
申10月8日㈭までに電話で、地域福祉
課☎245-5219。 FAX245-5620も可（必
を明記）

10月26日㈪は図書館・公民
館図書室が休館（室）

電気設備定期点検に伴
い、みずほハスの花図書
館を含む、全ての図書館
・公民館図書室が休館
（室）します。図書館HPもご覧になれ
ません。
問中央図書館管理課☎287-4081 FAX
287-4074

10月15日㈭～21日㈬は違反
建築防止週間

市では、期間中に建築パトロールを
行います。建物を建てる場合は、建
築基準法などの法令で定める基準や
手続きを守り、完了した段階で、建
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施　設

講座・イベント名 日時・対象・定員
①なかよし工房Aクラス「フワ
フワおばけをつくろう‼」

10/3㈯14：00～16：00
対象小学～高校生　定員先着8人

②おやこ工作「くるくるスコー
プをつくろう‼」

10/18㈰14：00～16：00　
対象小学生以下の子どもと保護者　定員先着8人

③オープン工房「カップケーキ
のメモスタンドをつくろう‼」

10/25㈰14：00～16：00
対象4歳児～高校生　定員先着8人　

④オープンキッチン「チョコバ
ナナオムレットをつくろう‼」

10/31㈯10：00～10：30、10：30～11：00、11：00～
11：30、11：30～12：00
対象4歳児～高校生　定員各先着4人

☎202-1504 FAX202-1503　火曜日休館

申当日直接会場へ（①～③13：45、④8：45から受け付け）
備考就学前児は保護者（1人まで）同伴

子ども交流館

催し名など 日時・対象・定員など
①プラネタリウム新番組
「イナズマデリバリー」

10月3日㈯から　定員各先着100人　
備考投影日時など詳しくはHP

②ぼくのわたしのワーク
ショップ 10/17㈯･18㈰10：00～12：00、13：00～16：00

③秋の企画展「ちばの海
まるごと探究展」

10/24㈯～11/23㈷　内容ちばの海をいろいろな視点から
調べてみよう　料金要入館料

④秋の企画展関連講演会

Ⓐ不思議に満ちた海の環境と生物＝11/1㈰、Ⓑモバイ
ル顕微鏡で楽しむ身の回りのミクロ世界＝11/8㈰、Ⓒ
持続可能な社会におけるプラスチックの世界＝11/14
㈯。ⒶⒸ13：30～15：00、Ⓑ10：30～12：00
対象高校生以上の方　定員各先着18人　料金要入館料

⑤大人が楽しむ科学教室

Ⓐ地球からのギフト～ダイヤモンド～＝11/7㈯、Ⓑ宇
宙における生命探査＝11/15㈰、Ⓒ太陽電池の物理学＝
11/21㈯、Ⓓ自然セラピー＝11/22㈰、Ⓔゲノム科学＝
11/28㈯、Ⓕ認知症治療・予防研究の最前線＝11/29㈰。
いずれも、 13：30～15：00　
対象高校生以上の方　定員Ⓐ～Ⓔ各先着18人、Ⓕ先着40人
料金要入館料

⑥きぼーる星空観察会 11/14㈯･27㈮18：00～19：00　定員各20人　
備考中学生以下は保護者同伴

⑦第22回火星ローバーコ
ンテスト in 千葉

12/5㈯Ⓐ9：00～11：30、Ⓑ13：00～15：30
内容小・中学生が自分で作ったローバー（探査車）の性能
やアイデアを競うコンテスト
対象Ⓐ小学生、Ⓑ中学生
備考申込方法など詳しくは、HP「火星ローバーコンテス
ト in 千葉」で検索。

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①③同館券売機でチケット購入。②開始時間15
分前から会場前で整理券配布。④⑤電話で同館へ。

☎308-0511 FAX308-0520　
10/26㈪休館　入館料＝大人510円
高校生300円、小・中学生100円

科学館

☎207-5820 FAX207-5822　第4月曜日休館

申①～⑤10/14㈬、⑦～⑨10/30㈮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。⑥10/30㈮必着。Eメール前記で必を明記して、同センターへ

講座名 日時・対象・定員など
①働きたいを応援する講
座～ワード版～

10/30～11/13の金曜日13：30～16：00　全3回
対象ワード初級者　定員10人　料金3,500円

②基礎から学ぶパワーポ
イント講座

11/1～15の日曜日10：00～12：00　全3回
対象文字入力ができる方　定員10人　料金4,300円

③エクセル速習講座～関
数とデータベース～

11/1～15の日曜日13：30～16：00　全3回
対象表作成や関数の初級者
定員10人　料金5,250円

④IchigoJam入門 11/3㈷①11：00～12：00、②13：00～14：00
対象①小学4～6年生、②中学・高校生　定員各10人

⑤ポケットパークDEビ
スケット

11/7㈯①11：10～12：00、②13：00～13：50
対象①5歳児～小学2年生（就学前児は保護者同伴）、②小
学3～6年生　定員各10人

⑥市民自主企画講座
「地図といっしょに知的な
まち歩きを楽しもう‼」

11/7㈯20：00～21：00、11/21㈯・28㈯9：30～12：00　全3
回　対象オンライン講座の受講と2時間程度のまち歩き
ができる方　定員12人　料金1,000円

⑦千葉氏をまなぶ 11/12～26の木曜日10：00～11：30　全3回
定員15人　備考3回目は郷土博物館見学

⑧さわやかウォーキング
教室

11/17㈫、12/15㈫10：00～11：30　全2回
定員15人

⑨まなぶ先生のスクラッ
チ入門～基礎編～

11/22㈰10：00～12：00、13：00～15：00
対象小学3～6年生　定員各10人

生涯学習センター

物が法令に基づき安全なものである
か検査を受けましょう。また、建物
が法令に適合しているか建築士に相
談するなど、点検を検討してくださ
い。
問建築指導課☎245-5838 FAX245-5888

10月17日㈯～23日㈮は
薬と健康の週間

薬を安全で有効に使うために、次の
ことに注意しましょう。
· 薬を購入する時は、薬剤師などに
相談

· 使用上の注意をよく読み、正しく
使用

· 子どもの手の届かないところに保管
·高温・湿気を避けて保管
問保健所総務課☎238-9967 FAX 203-
5251

10月18日㈰は市民の日

市民の日を記念して、公共施設の無
料開放などの記念行事が行われま
す。詳しくは、HP「千葉市　市民の
日」で検索
問市役所コールセンター☎245-
4894、市民自治推進課☎245-5138 FAX
245-5665

10月は骨髄バンク推進月間

骨髄移植は、白血病などの難治性血液
疾患に有効な治療法です。年間2,000
人以上の患者が、骨髄バンクを通じ
て移植を必要としています。骨髄バ
ンクの登録に、ぜひご協力ください。
問（公財）日本骨髄バンク☎03-5280-
1789 FAX03-5280-0101

10月はピンクリボン月間

ピンクリボンは、乳がんの早期発見
･早期治療の重要さを伝える活動の
世界共通のシンボルマークです。
毎月の乳房の自己触診を習慣づけ、
定期的に乳がん検診を受診しましょ
う。また、市が発行するがん検診等
受診券シールを利用することで、実
際にかかる費用より安く受診できま
す。がん検診等受診券シールが届い
ていない方･紛失した方は、お問い合
わせください。
問健康支援課☎238-9930 FAX238-9946

編集担当K

乳がんは、女性がかかる
がんの中で最も多く、10
人に1人がかかると言わ
れています。
定期的に乳がん検診を受
診して、早期発見に努め
ましょう。

市健康づくり優良事業所の表
彰

積極的に従業員の健康づくりに取り
組む事業所を、市健康づくり優良事
業所として表彰しました。
50音順･敬称略
社会福祉法人苗場福祉会特別養護老
人ホームアルマ美浜、株式会社シュ
ーエイ商行、株式会社太陽堂印刷所
本社･工場、株式会社千寿恵、千葉倉
庫株式会社、株式会社萌翔社
問健康推進課☎245-5794 FAX245-5659

千葉あそび（2020秋冬号）を
配布

秋･冬を楽しめる観光体験プラン紹介。
催行期間＝12月まで

配布場所＝市観光情報センター（JR
千葉駅･海浜幕張駅）、区役所地域振
興課、公民館、図書館など
詳しくは、HP「千葉あそびアプリ」
で検索
問観光プロモーション課☎245-5066
FAX245-5334

障害者福祉のあんない
（2020年度版）を配布

障害者が利用できる各種サービスを
紹介。
配布場所＝保健福祉センター高齢障
害支援課･健康課、障害者自立支援
課
問障害者自立支援課☎245-5175 FAX
245-5549

木の枝・刈り草・葉は、月2回
の収集日に

秋は落ち葉などが多くでますので、
可燃ごみの日ではなく、月2回の木の
枝・刈り草・葉の収集日に排出するよ
う、ご協力ください。
収集日は、HP「千葉市　収集日」で
検索
問収集業務課☎245-5246 FAX245-5477

ハロウィンジャンボ宝くじの
販売

日時10月20日㈫まで
内容当せん金＝1等3億円、1等前後賞
各1億円ほか
料金1枚300円
備考抽せん日＝10月27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

高齢者実態調査の中止

高齢者の福祉施策を実施する際の基
礎資料とするため、例年5～6月に民
生委員や協力員が訪問する高齢者実
態調査を行っていましたが、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のた
め、今年は実施しません。
問高齢福祉課☎245-5169 FAX245-5548

千葉市中小企業者事業継続
給付金

国の持続化給付金などの対象外にな
る市内中小企業者を支援するために、
給付金を給付します。
給付額＝20万円
詳しくは、HP「千葉市中小企業者事
業継続給付金」で検索
問千葉市中小企業者事業継続給付金
事務局☎202-1821、 FAX202-6008

大気汚染状況8月分

内容市内の測定局で測定した8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☎043-245-5190 FAX043-
245-5581

情報けいじばん2020年（令和2年）10月号 19ちば市政だより

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【16面】参照。

⑥10/20㈫必着。往に参加者全員（5人まで）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

情報けいじばん2020年（令和2年）10月号 19ちば市政だより

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【16面】参照。



講座
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
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

初めての陶芸教室

10/17・24、11/7～28の土曜日10：00～
12：00　全6回　対象高校生以上の初心者
定員12人　料金1,000円　
申10/7㈬必着。往に必を明記して、〒
260-0813中央区生実町67-1生浜公民館へ

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-1453

Word＆Excelで作ろ
う「年賀状」

11/17㈫～20㈮9：00～12：00　全4回　
対象ワード、エクセルを使ったことがあ
る方　定員先着10人　料金1,200円　
申10/5㈪から電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

ステイホームを快適に
する整理収納術

10/22㈭、11/26㈭10：00～12：00　全2回
対象成人　定員先着12人　
申10/2㈮から電話で

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-4981

基礎から学ぶ俳句
～俳句一年生集まれ‼
～

10/13～27の火曜日10：00～12：00　全3
回　対象成人　定員先着12人　料金100円　
申10/2㈮から電話で

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

楽しく・元気に・美しく
‼3Ｂ体操体験会

10/17㈯、11/7㈯13：00～14：30　全2回
対象成人　定員先着10人　
持物上履き、タオル、飲み物　
申10/2㈮から電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

微笑みの観音様を彫る
10/17～11/21(11/14を除く)の土曜日
13：00～15：00　全5回
対象成人　定員先着12人　料金1,000円　
申10/2㈮から電話で

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

アロマ香るスクラブ＆
アロマ消臭剤づくり

10/29㈭10：00～11：30
対象成人　定員先着10人　料金1,300円　
申10/14㈬から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

犢橋歴史講座～御成街
道開通に伴う犢橋の変
貌について～

10/31㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着20人　
申10/2㈮から電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

終活を考える「エンデ
ィングノート」

10/11㈰10：00～12：00
対象成人　定員先着15人　
申10/2㈮から電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

法律講座「知って得す
る『生前対策』」

10/10㈯14：00～16：00
対象成人　定員先着20人　
申電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

子育て教室「親子遊び
を楽しもう」

10/16㈮・23㈮、11/6㈮9：30～11：30　全
3回　対象1・2歳児と保護者　定員先着15組
申電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

元気アップ
らくらく体操

10/21㈬・28㈬10：00～12：00　全2回　
対象60歳以上の方　定員先着20人　
申10/2㈮から電話で

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6185

千葉市立郷土博物館出
前講座「千葉氏と幕張」

10/31㈯13：30～15：30　
対象中学生以上の方　定員先着40人　
申10/2㈮から電話で

幕張本郷公民館
☎271-6301
FAX271-0881

歴史講座
「千葉氏①座学②散策」

①11/14㈯・②21㈯10：00～12：00　　
対象成人　定員①先着20人、②先着15人　
申10/30㈮から電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

子育て講座「親子でリ
トミック‼」

10/21㈬・28㈬10：00～12：00　全2回　
対象2・3歳児と保護者　定員先着10組　
申10/2㈮から電話で

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

ワード&エクセルでハ
ガキを作成しよう

11/3㈷～6㈮13：30～16：30　全4回　
対象ワード、エクセルを使ったことがあ
る方　定員先着10人　料金1,200円　
申10/2㈮から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
FAX247-1931

パソコン講座
「エクセル入門」

10/27㈫～30㈮13：30～16：30　全4回　
対象文字入力ができる成人　定員先着10人
料金1,200円
申電話で

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

郷土史講座「江戸時代
の武家と大名行列」

11/19㈭13：30～15：00
対象成人　定員先着20人　
申10/2㈮から電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

わくわく楽学講座「ロ
シアってどんな国？～
ロシア探検～」

10/26㈪10：00～12：00
対象成人　定員先着8人　料金500円
申10/2㈮から電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

乗り鉄が語る「千葉の
鉄道から日本の鉄道を
紐解く」

10/10㈯13：30～15：30
対象成人　定員先着16人
申10/2㈮から電話で

轟公民館
☎251-7998
FAX285-6301

WordとExcelで年賀
状作り

10/20㈫～23㈮9：00～12：00　全4回　
対象ワード、エクセルを使ったことがあ
る方　定員先着10人　料金1,200円　
申10/2㈮から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

親子ふれあい教室
10/22～11/5の木曜日、11/18㈬9：30～
11：30　全4回
対象2・3歳児と保護者　定員先着10組　
申10/2㈮から電話で

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

くらしの気象～台風に
ついて～

10/24㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着15人
申10/2㈮から電話で

公民館

若
葉

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

獅子頭作り講座
11/5・19、12/3・17の木曜日10：00～12：00
全4回
対象成人　定員先着12人　料金2,200円　
申10/2㈮から電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

コーヒーで癒しの一時
を

10/17㈯13：30～15：30
対象成人　定員先着20人　料金100円　
申10/11㈰までに電話で

白井公民館
☎228-0503
FAX228-6168

パソコン講座
「ワードでチラシを作
成しよう」

10/6㈫～9㈮13：30～16：30　全4回　
対象文字入力ができる成人　定員先着10人
料金1,200円　
申電話で

千城台公民館
☎237-1400
FAX)237-1401

癒しの仏像づくり～円
空仏を彫る～

10/10・31、11/14･28、12/12の土曜日
13：30～15：30　全5回
定員先着12人　料金1,000円　
申10/2㈮から電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
FAX254-3135

はじめての水墨画
10/23～11/13の金曜日13：30～15：30　
全4回
対象成人　定員先着10人　料金660円
申10/2㈮から電話で

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

千葉の歴史講座「江戸
時代の村と百姓」

10/22㈭13：30～15：30
対象成人　定員先着20人　
申10/2㈮から電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
FAX293-1521

パソコン講座
「エクセル入門」

10/13㈫～16㈮9：00～12：00　全4回　
対象成人　定員先着10人　料金1,200円　
申10/2㈮から電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

アンガーマネジメント
講座「怒りと上手に付
き合うコツ」

11/29㈰13：30～15：30
対象成人　定員先着15人　
申10/3㈯から電話で

誉田公民館
☎291-1512
FAX292-7487

みどりいきいき健康体
操教室

11/12㈭13：30～15：30
対象成人　定員先着20人　
申10/6㈫から電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

健康講座
「のびのびゆらゆら健
康体操」

10/10～24の土曜日10：00～12：00　
全3回　対象成人　定員先着9人　
申10/2㈮から電話で

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

パソコン講座「ワード
・エクセル」で年賀状作
り

10/27㈫～30㈮9：00～12：00　全4回　
対象文字入力ができる成人　定員先着10人
料金1,200円　
申10/2㈮から電話で

幸町公民館
☎247-0666
FAX238-4153

親子リトミック教室
10/13㈫・20㈫10：30～11：30　全2回　
対象2・3歳児と保護者　定員先着5組　
申10/2㈮から電話で

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-6851

古典を楽しむ～王朝文
学の「みやび・ものの
あはれ」に触れる～

10/16～30の金曜日10：00～12：00　
全3回
対象成人　定員先着12人　
申10/2㈮から電話で

幕張西公民館
☎272-2733
FAX271-8944

歴史講座「千葉氏の成
立と幕張」

10/31㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着20人　
申10/2㈮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

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、人数を制限します。
申当日直接会場へ（時間中出入り自由）　
区 日程 会場 問い合わせ

中
央

10/5㈪
13㈫
19㈪
26㈪

生浜公民館
星久喜公民館
新宿公民館
椿森公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

花
見
川

10/14㈬
28㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

10/9㈮
12㈪
19㈪

稲毛公民館
小中台公民館
千草台公民館

小中台公民館
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

10/8㈭
22㈭

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑10/12㈪ 誉田公民館 誉田公民館
☎291-1512

美
浜

10/1㈭
15㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

区 催し名 日時・対象・定員・申込方法など

中
央

中央図書館 ☎287-3980 FAX287-4053

アトリウムでたのしもう
11/8㈰大型絵本おはなし会＝10：30～11：00、大型紙
芝居の会＝11：00～11：30、英語おはなし会＝14：00
～14：30　

みやこ図書館 ☎233-8333 FAX234-4187

おはなし会
10/24㈯①10：00～10：30、②11：30～12：00、③13：00
～13：30、④14：30～15：00、⑤15：10～15：40
対象①③3～6歳児と保護者、②④小学生と保護者、⑤
小学生以上の方　定員各先着10組

白旗分館 ☎264-8566 FAX268-1032　

おはなし会 10/10㈯14：00～14：30　場所南部青少年センター3階
対象3歳児～小学生と保護者　定員先着8人

月曜日、第3木曜日休館

子ども読書まつり
申特に記載のないものは当日直接会場へ

図書館

情報けいじばん 2020年（令和2年）10月号20 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



区 催し名 日時・対象・定員・申込方法など

花
見
川

花見川図書館 ☎250-2851 FAX250-2853

親子で楽しむおはなし会 10/24㈯10：00～10：30
対象0～3歳児と保護者　定員先着5組

大型絵本おはなし会 10/24㈯11：00～11：30
対象4歳児～小学生と保護者　定員先着10人

花見川団地分館 ☎250-5111 FAX250-5112

親子で楽しむおはなし会
10/17㈯11：00～11：30　
対象3歳児以上と保護者
定員先着5組

みずほハスの花図書館 ☎275-6330 FAX275-6351

わらべうたであそぼう 11/1㈰10：30～11：00
対象0～3歳児と保護者　定員先着5組

おはなし会 11/1㈰13：00～14：00
対象4歳児～小学生と保護者　定員先着8組

稲
毛

稲毛図書館 ☎254-1845 FAX284-4795

昔なつかし紙芝居 10/24㈯10：30～11：00　
定員先着15人

手話で楽しむ大型絵本お
はなし会

10/24㈯14：00～14：30　
定員先着15人

若
葉

若葉図書館 ☎237-9361 FAX237-5163
わらべうたで遊ぼう　
0・1・2歳児

10/17㈯10：30～11：00
対象0～2歳児と保護者　定員先着4組

秋の親子おはなし会 10/17㈯11：20～11：50　
対象3歳児～小学生と保護者　定員先着4組

西都賀分館 ☎254-8681 FAX254-8682

おはなし会 11/7㈯10：00～10：30
対象3歳児～小学生と保護者　定員先着4組

泉分館 ☎228-2982 FAX228-0514

親子おはなし会 10/24㈯11：00～11：30
対象3歳児～小学生と保護者　定員先着15人

緑

緑図書館 ☎293-5080 FAX293-5100　

おはなし会 11/7㈯11：10～11：40
対象0～3歳児と保護者　定員先着10組　

あそべる工作 11/7㈯10：00～12：00、13：00～15：00
備考所要時間30分程度

あすみが丘分館 ☎295-0200 FAX295-0219

大型絵本の読み聞かせ
11/21㈯10：00～10：30
対象小学生以下の子どもと保護者　
定員先着20組　　　

美
浜

美浜図書館 ☎277-3003 FAX278-4303

英語で楽しむ親子おはな
し会

11/7㈯10：45～11：15、11：30～12：00　
対象4歳児～小学生と保護者　定員各8組
申10/20㈫までに電話で。電子申請も可

テレイドスコープ作りと
秋のおはなし会

11/7㈯14：00～15：30
対象小学生（1年生は保護者同伴）　定員10人　
申10/20㈫までに電話で。電子申請も可

打瀬分館 ☎272-4646 FAX272-4648

英語で楽しむ親子おはな
し会

10/24㈯10：45～11：15、11：30～12：00　
場所打瀬公民館講習室
対象4歳児～小学生と保護者　
定員各8人　
申10/11㈰までに電話で。電子申請も可

催し・展示名など 日時・定員・料金

ゲームラリー 10/31㈯まで　
料金100円

皆楽皆喜会作品展 9/29㈫～10/4㈰
陶芸展「手ひねり陶芸の世界」 10/6㈫～11㈰
ハンドメイドサロンハーモニー作
品展 10/13㈫～25㈰

コキアで作るミニほうき 10/24㈯・25㈰11：00～15：00
定員各20人　料金500円

レザーアートの世界 10/27㈫～11/1㈰

教室名 日時・定員・料金
大人のための消しゴムはんこ「花
はがき」

11/12㈭13：00～16：30
定員15人　料金2,000円

市民のための寄せ植え講座 11/21㈯①10：00～12：00、②13：30～15：30
定員各20人　料金2,700円

春まで楽しめるふんわりまーるい
ハンギングバスケット教室

11/27㈮10：30～12：30
定員8人　料金3,800円

☎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
催し
申当日直接会場へ

みんなでつくろう‼企画展示コーナー

フラワーカレッジ参加者募集
申10/10㈯消印有効。往(1通1人1講座)に必を明記して、〒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

三陽メディアフラワーミュージアム

講座・催し名 日時・定員・料金など
①花木の剪定と庭木の病虫害
対策（講義）

10/17㈯9：30～12：00　
定員24人　料金100円

②収穫祭 10/24㈯10：00～14：00（荒天中止）　内容地元野菜や
花の販売、収穫体験、和太鼓演奏など

③燻製作りにチャレンジ 10/31㈯9：30～11：30、13：30～15：30　
定員各12人　料金1,500円

④旬の野菜で秋を味わう料理 11/6㈮9：30～14：00
定員24人　料金1,500円

⑤剪定バサミと刈込みバサミ
の刃砥ぎ

11/7㈯10：00～12：00、13：00～15：00　
定員各20人　料金100円

⑥市内農産物で野菜ソムリエ
とカフェ風ランチ作り

11/13㈮9：30～14：00　
定員24人　料金1,500円

男女共同参画センター ☎209-8771 FAX209-8776　月曜日休館

申Eメールで必のほか、①③④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、同センターEメールsankaku@f-cp.jp。電話も可

催し･講座名 日時・場所・定員など
①世界の女の子が直面する問
題からSDGｓを考える

10/17㈯10：00～11：30
場所生涯学習センター　定員先着40人

②知っておきたい、働くわた
しの社会保険

10/28㈬18：30～20：00
場所生涯学習センター　対象女性　定員先着12人

③ＤＶ被害者支援講座「誰も
が知ってほしいＤＶのこと」

11/14㈯13：30～15：00　
定員先着15人　

④わたしの選択、わたしの未
来～ライフプランと女性の健
康

11/21㈯、12/5㈯10：00～11：30　全2回
対象女性　
定員先着15人

＊①③④託児あり(対象1歳6カ月以上の就学前児、申講座開始2週間前まで)。

いきいきプラザ・センター
対象市内在住の方（①～③⑤60歳以上の方、④小学生以上の方）
申10/1㈭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

講座名 日時・定員・内容など
蘇我いきいきセンター☎264-6966 FAX264-6967

①健康フェスティバル　　 10/18㈰9：30~11：30、13：00~15：00　内容脳年齢・骨密
度・体脂肪測定、健康相談など　定員各先着12人

花見川いきいきプラザ☎216-0080 FAX216-0083

②初めての鉛筆デッサン
10/11㈰10：00～12：00　定員先着15人　持物画用紙かス
ケッチブック・鉛筆(H・HB・B・2B各1本)・カッター・
練り消しゴム・モチーフの野菜

③コロナ自粛から体の機能
を呼び起こそう!!機能回復訓
練講師が教える簡単運動セ
ミナー

10/29㈭13：30～15：30　
定員先着16人　
持物タオル・飲み物・ヨガマットまたはバスタオル

④アイリスフォールディン
グのクリスマスカード作り

10/11㈰13：00～15：00　
定員先着15人　料金500円

都賀いきいきセンター☎232-4771 FAX232-4773
⑤万華鏡みたいなテレイド
スコープを作ろう‼

10/30㈮10：00～11：00　
定員先着10人

公営事業事務所
☎251-7111 FAX255-9909

レース日程（場外）
レース名 日程

取手（FⅠ） 10/1㈭　　　
京都向日町（FⅡ） 1㈭～ 3㈯
熊本（GⅢ）in久留米 1㈭～ 4㈰
千葉（FⅠ）in川崎 3㈯～ 5㈪
富山（FⅠ） 5㈪～ 7㈬
大垣（FⅠ） 8㈭～10㈯
松戸（GⅢ）ナイター 8㈭～11㈰
弥彦（FⅠ） 9㈮～11㈰
小田原（FⅠ） 12㈪～14㈬
青森（FⅠ） 12㈪～14㈬
川崎（FⅡ）ナイター 15㈭～17㈯

千葉競輪場

レース名 日程
寛仁親王牌（GⅠ）前橋 10/15㈭～18㈰
和歌山（FⅠ） 16㈮～18㈰
伊東温泉（FⅡ） 18㈰・19㈪
富山（FⅠ） 19㈪～21㈬
弥彦（FⅡ） 19㈪～21㈬
京王閣（GⅢ） 24㈯～27㈫
立川（FⅠ）関東カップ 28㈬～30㈮
岸和田（FⅠ）in和歌山 28㈬～30㈮
松戸（FⅠ）ナイター 28㈬～30㈮
小田原（FⅡ） 31㈯～11/ 2㈪
防府（GⅢ） 31㈯～11/ 3㈷

ふるさと農園 ☎257-9981 FAX258-1024　月曜日休園
申①③～⑥10/7㈬必着。往(1講座1人1通)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。同園HPからも可。②当日直接会場へ

日時10/14㈬～11/4㈬のうち3日程度
場所美浜図書館
内容子ども読書まつり前後に実施する企画展示コーナーを参加者みんなで作りま
す。企画提案から展示図書選び、展示作業などを行います。
対象①小学生以下の方、②成人
定員各3人
備考応募多数の場合は面接により選考。
申10/10㈯必着。FAXで、必のほか、企画展示コーナーのアイデアを記入。電話
も可
問美浜図書館☎277-3003 FAX278-4303
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動物公園の動物公園の旬顔旬顔
チーター

ブチハイエナ

ミーアキャットフサオマキザルアメリカビーバー

きみの瞳に乾杯きみの瞳に乾杯
7月に新展示場がオープンして、チーターとブチ

ハイエナが仲間入り。新しく生まれ変わる動物公園
で、今年生まれた動物の赤ちゃんも要チェックです。
問動物公園 ☎252-1111 FAXFAX255-7116

水曜日休園　入園料=高校生以上700円

愛くるしさと鳴き声が話題の
ブチハイエナ、イトゥバは、シ
ンガポールからやってきた女の
子。
ハイエナというと、ほかの動

物の獲物を横取りするイメージ
が強いですが、協力して群れで
狩りを行うことのほうが多いん
です。
チーターの天敵なのはここだ

けの話……。

イトゥバ（メス）
★年齢　3才
★性格　�初めて園に来た時は

輸送箱から出られな
かったくらいの臆病
者だけど、馴れると
甘える仕草をする

★特徴　�人間観察、水遊びや
枝遊びが好き

意外な愛らしさに
メロメロになる人続出‼

ぼくたち3兄弟は大の仲良
し

ぼくたち3兄弟は大の仲良
し

「かっこいい‼」そんな声が聞こ
えてきそうなチーターは、7月号で
紹介した姉妹のほか、チェコからの
3兄弟とノルウェーからの姉妹の7
頭がいます。
地上最速の動物で、ほんの数秒で

時速100キロメートルに達するん
です。皆さんにその速さを体感して
もらえるよう、走る練習をしていま
す。

フィン（オス）
★年齢　2才
★性格　�３兄弟のリーダ

ー役。しっかり
者

★特徴　太く立派な尻尾

フロド（オス）
★年齢　2才
★性格　�仲間意識が強く

穏やかで温厚
★特徴　�長くて美しい尻尾

ズーナ（メス）
★年齢　4才
★性格　�よく舌をしまい

忘れているが実
は慎重派

★特徴　黒い模様が濃い

ズラヤ（メス）
★年齢　4才
★性格　気高い女王様
★特徴　眉間の十文字

フラッシュ（オス）
★年齢　2才
★性格　�物静かでマイペ

ース。３兄弟の
癒やし役

★特徴　�頬が張ってみえる
個性的な顔立ち

5月3日に4頭の赤ちゃんが誕生。名前
は、夢

ゆめ

、希
のぞみ

、幸
こう

、勇
ゆう

。皆さんに、夢や希望、
勇気を持って進み、幸せになってほしいと
いう願いが込められています。

6月24日に3頭の赤ちゃんが誕生。3頭
ともお母さんが大好きです。
しばらくは獣舎裏で飼育するため、ツイ

ッターなどで成長を伝えます。

6月8日、お母さんにとっては12頭目の
赤ちゃんが誕生。
3頭のお兄ちゃんにもみくちゃにされる

など、ほほえましいシーンも見られます。

アジャブ

一緒にお昼寝や毛づくろい
をするよ

一緒にお昼寝や毛づくろい
をするよ

朝の露
天風呂は朝の露
天風呂は

きもちいい～ワきもちいい～ワ

見て、この表情♥
見て、この表情♥

7月撮影7月撮影6月撮影

県内でチーターとブチハイエナを見ら
れるのは千葉市動物公園だけ。ぜひ、会
いにきてくださいね。
ツイッターで日々動物たちの素顔を伝

えているほか、楽しい情報やクーポンが
いっぱいの公式アプリ「ZooFull（ズー
フル）」もできました。

ツイッター

ZooFull
アイワ

もいるよ‼

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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日直　マドカ
（ブラッザグェノン）

わたしはブラッザグェノンのマドカ。
どう？わたしのオレンジ色のヘアバンド
のような毛と白く長いあごひげ。世界で
一番美しいサルの一種と言われているの
よ。その中でも、わたしは特に美人だと
自負しているわ。

わたしは美ぼうを保つため、食べ物に
も気をつかっているのよ。なるべく好き
きらいしないようにしているわ。ただ、

森学芸員

ったよう。LED（発光ダイオード）
の光は、それぞれが違うスピードで
１、2、3、4、5、6、7、8、9と変
化していきますが、9の次は暗くな
り、1からまた繰り返されます。作
者は、宮島達男（1957-）。これまで
世界各地で作品を発表してきた、日
本を代表する現代美術作家の1人で
す。
「地の天」は、1995年にオープンした市美術館の開館記念展でお披

露目されました。その後も、たびたび市美術館で展示され、市民の皆
さんに親しまれています。当時、実用化されて間もない青色LEDが使
われ、今はこの明るさや色を再現することが難しいそうです。その意
味でも、貴重な作品といえます。

問市美術館 ☎221-2311 FAXFAX221-2316

真っ暗な場所に、たくさんの青色
の数字が光っています。それらはま
るで、地面が星のきらめく宇宙とな

宮島達男《地の天》

学芸員が選ぶ

今月の  イッピン
1996年　LED·IC·電線·木製パネル

作家は長年、人間の生と死を
テーマとし、LEDの光で命の輝
きを表してきました。生きてい
る日々のかけがえのなさを、見
る人がその小さな光から感じ取
れる作品です。

「宮島達男 クロニクル
1995-2020」にて展
示中（～12月13日㈰）。
ご覧ください‼

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

千葉市開催競技のアスリートを紹介

パラアスリートの未知（道） 安
や す

直
な お

樹
き

選手 車いす
フェンシング× 車いすバスケの元日本代表が車いすフェ

ンシングに挑戦‼不屈の精神で戦う

不退転の決意
中学1年生の時、股関節が正常な位置

からずれていく骨頭すべり症となり、そ
の後遺症で車いす生活となった安直樹選
手。高校生の時に車いすバスケットボー
ルを始め、瞬く間に一線級の選手となり、
アテネ2004パラリンピックでは日本代
表まで上り詰めました。しかし、30代も

そのため、安選手は競技特有の身のこなし方を一から勉強しました。
さらにヨガや足指だけで進む運動もしています。これは、身体から力
を抜くことでスピードを活かすためのトレーニングです。「トレーニ
ングがダンベルからエクササイズに代わった」と笑います。安選手は、
そのエクササイズを続けることで上半身に力が入る癖を克服します。
さらに、相手を突く基本動作をひたすら繰り返します。そうして身に
付けた得意技が、相手の剣を避けて、相手の背中を自分の剣で突くこ
と。車いす上での動作を知り尽くした彼ならではの頭脳プレイです。
競技を始めて半年の2015年9月、ハンガリーで行われた世界選手権で
待望の1勝を挙げ、車いすフェンシングの選手として再出発しました。
東京2020パラリンピックに向けて
「目標は東京2020大会出場。開催を信じ、前を向いてやっていくだ

半ばを超え「年齢的にも身体的にもトップでやり続けるには厳しくな
ってきた」彼は、目指していたロンドン2012パラリンピックの代表
を逃してしまいます。そんな失意の彼に希望の光を与えたのが、東京
2020大会の開催決定でした。「競技を変えてでも現役を続け、日本代
表選手として世界で戦いたい」と決意を新たにします。

20年以上続けてきた車いすバスケットボールを引退するのはつら
かったと振り返る安選手ですが、「パラアスリートとしてまだやれる、
まだ負けない」という思いがありました。1年以上新たな競技を探し
てたどり着いた、車いすフェンシングで現役を続けるということに、
不退転の決意で臨みます。
力を抜いてスピードを上げる

車いすバスケットボールでは当たり負けしないようパワーが求めら
れますが、車いすフェンシングでは柔軟性と俊敏性が問われます。

け」と言う安選手は、すで
に40歳を超えていますが、

「どんな困難な状況でも決
して諦めることはしない」
と決意を新たにします。挑
戦に年齢は関係ない。トレ
ードマークのアイウェアか
らのぞく眼光に、より一層
の力強さが宿ります。

わたしは2月に千葉へやってきたのだけど、最初のうちはなかなかか
ん境に慣れることができなくて、そのストレスから好物のリンゴやバ
ナナばかり食べていたの。ほかの食べ物は残したり、ゆで卵は黄身だ

け食べたりしていたわ。かたよった食事は
体によくないとわかっているのにね。今は
なんでも食べてるわよ。

そうそう、わたし、お見合いをしたの。
相手は年下のユッケ。ユッケがわたしにふ
さわしい相手かどうか、じーっくり観察し

たわ。それでなやんだ結果、ユッケをパートナーにすることにしたの。
決め手？うーん、そうね、彼のやさし
いところかしら。ただ、ちょっとまだ
たよりないところもあるから、姉さん
女ぼうのわたしが引っ張ってあげない
とね。これから長い時間をいっしょに
過ごすから、おたがいに思いやりを忘
れないようにしたいわ。
問動物公園 ☎252-1111 FAXFAX255-7116

マドカマドカ
ユッケユッケ

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、4日(日)9：00～9：15「千葉の魅力がいっぱい‼～千葉あそび秋冬号」
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