
特別市政功労者
地域振興功労　佐々木武彦　鈴木重夫　鈴木喜久　統計功労　山本志保子
社会福祉功労　近藤みつる　髙山功一　玉山トミ子
こども·青少年功労　牧野來世志　横田美矢子
消防功労　鈴木順繁　松本 明　国際交流功労　田那村宇良子
市政功労者
市選挙管理委員会委員　山本宏行　
地域振興功労　足立幸則　五十嵐秀雄　石井和徳　𫝆井栄治　緒方信博
尾上正博　鯨井貞雄　工 嘉生　攝津洸　髙野だいわ　髙橋巖　鳥山勝廣
永嶋哲朗　増渕安彦　山森一一　
防犯功労　井村進　小川善之　統計功労　川上喜代子　藤田眞里子
社会福祉功労　川﨑鉄男　栗田節子　田村多惠子　永井政枝　中尾淑子　
こども·青少年功労　石原直隆　岩﨑チヅ子　宍倉隆一　林德子　坂東洋一
交通安全功労　尾崎克巳　
健康功労　淺井隆二　石井智子　石川義人　石毛直美　井田興三郎　
大多和誠　尾﨑誠明　木村敏之　小池靖　敷地奈津子　関根務　塚原信江
中野義澄　中村貢　野村知弘　伯野中彦　花澤清仁　宮﨑陽夫　宮前信彦
村田洋之　森有樹秀　吉田久雄　亘章
都市功労　菅谷和夫　鈴木信廣　

産業·経済功労　金親博榮　齋藤哲夫
消防功労　足立修介　金谷真吾　鈴木雅之　 岡広幸　出口栄二　中川光男
長嶋啓治　鳰川博久　西脇雅彦　根本哲郎　橋本紀江　宮野清　宮野信治
吉﨑孝一　渡邉治雄
学校保健功労　大森丈太朗　奥仲伸弥　坂本哲也　高原正明　中村貢　松石泰三
柳井昌之　湯浅一洋　
スポーツ功労　東勉　太田安久　小川直哉　納元政幸　本間雅惠
芸術·文化功労　椎名英貞　国際交流功労　浦尾千佳　酒井康道
寄附　池田勇太　植草一男　長田研自　河瀬蛙友　小出尙江　斉藤誠　齋藤路子
島田慎二　日比谷けい子　松尾邦子　松尾大邑　松木渓子　松戸正好
株式会社アイネス　イオンリテール株式会社　株式会社伊勢豊　
株式会社奥村組東日本支社　株式会社カインズ　株式会社金太郎カンパニー
株式会社金太郎ホーム　JFEホールディングス株式会社　真如苑　
株式会社セブン-イレブン·ジャパン　株式会社ZOZO　
千葉経済大学附属高等学校　千葉市造園緑化協同組合　月島機械株式会社　
南総通運株式会社　日幸建設株式会社創匠会
特定非営利活動法人日中文化交流協会　一般社団法人日本競輪選手会千葉支部
一般社団法人日本江西総商会　日本写真判定株式会社
パルシステム生活協同組合連合会　株式会社星光　株式会社幕張メッセ

特別市政功労者、市政功労者・団体を表彰

問秘書課 ☎245-5010 FAXFAX245-5529

市政の振興・発展に尽くされた方や多大な寄附をされた方を表彰し、その功労をたたえました。 順不同・敬称略

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

小田原（FⅡ） 11/1㈰・  2㈪ 別府（FⅠ）ジャパンカップ 11/13㈮〜15㈰
防府（GⅢ） 1㈰〜  3㈷ 西武園（FⅠ） 18㈬〜20㈮
岐阜（FⅠ） 1㈰〜  3㈷ 福井（FⅠ） 18㈬〜20㈮
和歌山（FⅠ） 4㈬〜  6㈮ 競輪祭（GⅠ）in小倉ナイター 18㈬〜23㈷
取手（FⅡ） 4㈬〜  6㈮ 前橋（FⅠ） 21㈯〜23㈷
四日市（GⅢ）ナイター 5㈭〜  8㈰ 松山（FⅠ） 21㈯〜23㈷
宇都宮（FⅠ） 7㈯〜  9㈪ 千葉（FⅠ）in松戸 24㈫〜26㈭
高松（FⅠ） 7㈯〜  9㈪ 久留米（FⅠ）西日本カップ 24㈫〜26㈭
平塚（FⅠ）ナイター 9㈪〜 11㈬ 高松（FⅠ） 28㈯・29㈰
防府（FⅠ） 10㈫〜 12㈭ 富山（FⅡ） 28㈯・29㈰
西武園（FⅠ）ナイター 12㈭〜 14㈯ 大宮（FⅠ） 28㈯〜30㈪
伊東温泉（FⅡ）ナイター 12㈭〜 14㈯

千葉競輪場

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

美
浜
幕張西公民館
☎272-2733
FAX271-8944

シニア向けスマートフ
ォン講座

11/18㈬10：00〜12：00　
対象60歳以上でスマートフォンを持って
いない方　定員先着20人 
申11/2㈪から電話で

パソコン講座「エクセ
ル入門」

12/1㈫〜4㈮9：00〜12：00　全4回
対象成人　定員先着10人　料金1,200円
申11/2㈪から電話で

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

11/10㈫
16㈪
30㈪

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

花
見
川

11/11㈬
25㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

11/6㈮
9㈪

16㈪

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

11/12㈭
26㈭

千城台公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑 11/9㈪ 誉田公民館 誉田公民館
☎291-1512

美
浜

11/5㈭
19㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

催し・展示名など 日時・定員・料金

クリスマスクイズラリー 11/3㈷〜12/27㈰　
料金200円（景品付き）

ジャパンハーブソサエティー「ハー
ブで楽しむクリスマス」 11/3㈷〜8㈰

京葉洋ラン同好会「秋の洋ラン展」 11/10㈫〜15㈰
千葉国際アートクラブ「アートで国
際交流」 11/17㈫〜29㈰

ワークショップ「クリスマスリース
作り」

11/21㈯〜23㈷11：00〜15：00
定員各日先着10人　料金500円

教室名 日時・定員・料金
生のグリーンと木の実でつくるクリ
スマスリース

12/5㈯13：30〜15：30
定員20人　料金3,000円

ハーブランチ付きハーブビネガーと
マスクスプレー

12/9㈬10：00〜12：30
定員20人　料金3,900円

クリスマスのテーブルアレンジ 12/17㈭13：30〜15：30
定員20人　料金3,000円

花束のような寄せ植え「フラワーバ
スケット」

12/22㈫13：30〜15：30
定員10人　料金3,000円

白椿の和モダン　しめ縄飾り 12/23㈬13：30〜15：30
定員15人　料金2,000円

☎277-8776 FAX277-8674　月曜日（祝日の場合は翌日）休館
入館料＝高校生以上300円、小・中学生150円
催し
申当日直接会場へ

フラワーカレッジ参加者募集
申11/10㈫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

いきいきプラザ・センター
対象市内在住の方(①〜③60歳以上の方、④小学生以上の方、⑤50歳以上の方）
申11/1㈰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
中央いきいきプラザ ☎209-9000 FAX209-9006

①健康フェスティバル 11/15㈰9：30〜11：30、13：00〜15：00　内容脳年
齢·骨密度·体脂肪測定など　定員各回先着12人

②歴史講演会「稲村ヶ崎の戦い（新
田義貞の鎌倉侵攻）」 11/28㈯13：30〜15：30　定員先着14人

花見川いきいきプラザ ☎216-0080 FAX216-0083

③健康フェスティバル 11/18㈬9：30〜11：30、13：00〜16：00　内容骨密
度・血管年齢・健康相談など　定員先着60人

④木の実のクリスマスリース作り 11/15㈰9：30〜11：30　定員先着14人　料金800円
若葉いきいきプラザ ☎228-5010 FAX228-8956
⑤税の基礎知識と相続税 11/29㈰10：00〜12：00　定員先着10人

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

申Eメールで必を明記して、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

①11月さんかくシネマ「天使のいる図書館」11/15㈰13：30〜15：30　定員先着15人

②女性チャレンジ応援セミナー「女性のた
めの発信力向上セミナー」

11/27㈮、12/4㈮13：30〜15：00　
対象仕事で広報力をアップしたい女性
定員先着15人

③心の健康講座「コロナストレスを乗り切
るこころの処方箋」

12/6㈰14：00〜15：30　場所土気公民館
対象成人　定員先着15人

④ちば男女・みらいフォーラム「災害から命
を守る‼家族を守る‼〜私たちの行動力
〜」

12/12㈯14：00〜15：30　 場所蘇我コミ
ュニティーセンターハーモニープラ
ザ分館　定員先着50人

＊②④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)

日時来年1/5㈫〜4/4㈰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11/10㈫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

情報けいじばん2020年（令和2年）11月号 21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。


