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さあ、なにして
遊ぼうか

豊かな自然を生かした活性化に取り組んでいます。
コロナ禍によって東京の過密化がリスクとして認識され、千葉の「広やかさ」が今注目されつ

つあります。東京へ転出超過（引っ越してくる人より引っ越す人の方が多い）だった流れが5月
以降、転入超過に転じているほか、民間の調査でも千葉駅や八街駅など、県内各地の人気が上昇
しているそうです。

都会と田舎が共存する「都田舎（といなか）」の豊かさを高めるまちづくりに今後も取り組んで
いきます。

さて、新型コロナウイルスについては対処法・薬も徐々に浸透し、重症化が抑えられています。
感染予防に気を付けた上で地域活動や経済活動を行うことは十分可能ですが、感染者が出てしま
った場合の社会からの批判を恐れる、「病気よりも世間が怖い」という状況が生まれています。

社会に過度な委縮を生まないよう、「誰もが感染しうる」という共通認識でプライバシーなどに
配慮し思いやりとやさしさをもち、安心して暮らせるまちづくりを目指すため、「コロナ差別がゼ
ロのまち宣言」を発出いたしましたので、市民の皆さまもご協力をお願いします【6面】。

私たちは感染拡大を防止するべく、今後も保健所に人員を集中させ、感染者や濃厚接触者など
の疫学調査を行い、施設への感染防止に向けた指導などを適切に行っていきます。

乳牛育成牧場が民間との連携によって生まれ変わりました。私たちは内陸部の
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人口　981,675人　前月（9月）比 275人減
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千葉ウシノヒロバ千葉ウシノヒロバ
“農”と自然を身近に 10月31日、若葉区富田町の乳牛育成牧場

跡地に、千葉ウシノヒロバがプレオープン‼
広い空の下、キャンプやバーベキューが楽

しめるほか、農業体験もできます。
家族や友達と一緒に、“農”と自然を満喫し

ませんか。

問農政課 ☎245-5757 FAXFAX245-5884

千葉ウシノヒロバの楽しみ方

自然の中をのんびり
散策

青空の下でバーベキ
ュー

“農”を楽しむ　農
業体験 土曜日は、とみだマ

ルシェ

自然あふれる園内をのんびり散策しましょう。広々とした牧草地や木々に囲ま
れた小道を歩けば、身も心もリフレッシュ。隣接の富田さとにわ耕園まで足をの
ばせば、春のシバザクラや秋のコスモスなど、季節ごとの花畑を楽しめます‼

大空の下で、バーベキュー
が楽しめます。地元産の新鮮
食材と道具が用意されている
ので、手ぶらで大丈夫。もち
ろん持ち込みもOK‼

地元の生産者の協力のもと、近くの畑
で野菜の収穫が体験できます。これから
の季節は、ダイコンやニンジン、長ネギ
が収穫できます。
開催日をホームページでチェック‼

毎週土曜日には、地元生産者の採れたて野菜
を販売する、とみだマルシェを開催します。

新緑や紅葉の季節に
歩いてみたい‼

子牛の放牧風景も見られます

富田さとにわ耕園の一面の花畑は圧巻

とみだマルシェや
農業体験で、好き
な野菜を入手して
行くのもおすすめ

ペチュニア（初夏）

旬野菜のおいしさを
体験できるワークシ
ョップも開催予定

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‼
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落花生ぼっち落花生ぼっち

泉自然公園の紅葉泉自然公園の紅葉

下田農業ふれあい館 秋の味覚下田農業ふれあい館 秋の味覚

周辺にも魅力がいっぱい‼
寄り道しちゃおう

千葉ウシノヒロバは、JR千葉駅から車で約40分。都市部からそう遠くない
距離にありながら、広い空と里山風景が広がる、農業の盛んなエリアにあり
ます。周辺にも、“農”と自然が楽しめる魅力あふれるスポットがいっぱい。立
ち寄ってみませんか。

ぼっちとは、落花生を天日
干しするために積み上げたも
の。千葉ウシノヒロバがある富
田町は落花生の栽培が盛
んで、ぼっちはこの辺りの晩秋
の風物詩なんです。

真っ赤なもみじが見事です。 池に映る
紅葉など見どころたっぷり。 詳しくは、
泉自然公園　

直売所で地元産野菜を買うことができます。
これからの時季は、 サトイモやダイコンなどの根菜
類、 そして千葉の特産、 落花生がおすすめ。

また、 レストランでは、 旬の食材を使った手作
り料理が食べられます。 営業時間など詳しくは、
下田農業ふれあい館

周辺エリアの見どころ
やサイクリングコースを
紹介する観光マップを、
千葉ウシノヒロバなどで
配布中。ホームページで
も見られます。詳しくは、
いずみまるごとマップ
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広々とした牧草地で
キャンプ 実はこんな役割も担ってます

宿泊キャンプもできるようになります‼

広い牧草地で、ゆったりデイキャンプ�
が楽しめます。
道具はレンタルも可能。車の乗り入れが�
できる区画やペット連れOKのエリアもあります。

11月下旬以降、宿泊キャン
プもできるようになります。
夕焼けはもちろん、これか
らの季節は星がきれい。最高
の景色を眺めながら、家族や
仲間と過ごす一夜は、忘れら
れない思い出に…。

所 在 地　若葉区富田町983-1
電話番号　235-8376
営業時間　9：00～17：00
休 業 日　月·火曜日（祝日の場合は水曜日）、2月
入 場 料　大人＝220円(550円)、3歳児～小学生＝110円(330円)
　　　　　＊3歳未満の子どもは無料。(　)は市外在住の方
駐車料金　普通車＝平日350円、土·日曜日·祝日700円

■バーベキュー・デイキャンプ
料　　金　食材付きプラン＝1人3,100円から
　　　　　持ち込みプラン＝1人1,800円から
　　　　　いずれも税抜き、入場料含む
利用方法　�食材付きプランは5日前まで、持ち

込みプランは前日までに、ホームペ
ージから申し込み。

預託事業
預託事業とは、乳が出るようになるまでの間、子
牛を酪農家から預かって育成するものです。
牛乳は母牛からしかとれません。牛乳づくりに忙
しい酪農家に代わって、生後4～6カ月の子牛を預か
り、健康で丈夫な乳牛になるよう育てます。適齢期
になったら、人工授精で妊娠させて、出産前に酪農
家に返します。

千葉市乳牛育成
牧場は、1968年
に開設され、今年
3月の廃止まで預
託事業を担って約
50年、千葉市の酪
農を支えてきまし
た。

これからは、千葉ウ
シノヒロバがこの事業
を受け継ぎ、皆さんに
安全でおいしい牛乳を
たくさん届けられるよ
う、乳牛を育成してい
きます。

イベント開催情報など詳しくは、 千葉ウシノヒロバ

の
び
の
び
遊
べ
ま
す
！

1970年ごろの乳牛育成牧場

新しい牛舎

事業を受け継ぎます

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。
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来年度の指定自転車駐車場
定期利用事前受付（一次募集）

市有地を購入しませんか

合同不動産公売

交通事故に伴う治療などの際は
手続きに注意

国民年金保険料の支払いは口座振
替･クレジットカード納付で

空き家等セミナー･相談会

指定自転車駐車場（駐輪場）の、来年度分
定期利用の申し込みを受け付けます。対象は、
自転車と原動機付自転車（50㏄以下）です。
一部の駐輪場では、自動二輪車（50㏄超
125cc以下）も対象となります。
利用期間　来年４月～2022年3月
申込方法　�11月20日㈮消印有効。定期利用事前受付のお知らせ

（11月2日㈪から、駐輪場管理棟、京成検見川駅･みどり
台駅･学園前駅、JR東千葉駅、区役所地域振興課、蘇我･
高洲･千城台コミュニティセンターで配布）に添付の申
込専用はがきを、自転車政策課へ郵送。電子申請も可。

結果発表　�当選通知書または落選はがきの発送をもってお知らせ
（12月21日㈪発送）。当選通知書に納付書を同封します。
記載された期限までにお支払いください。支払わない場
合は、当選を取り消します。

注意事項　�郵送で申し込む場合は、申込専用はがき以外は受け付け
できません。自転車安全利用講習会に参加し、優先権を
お持ちの方は、講習会で配布したはがきを使用してくだ
さい。

＊�一次募集の結果、駐輪場に空きがある場合は、二次募集を来年1月
6日㈬から行います。

駐輪場の一時利用
管理棟または自動精算機のある駐輪場は、一時利用ができます。
料金　�自転車＝100円（回数券11枚1,000円）

原動機付自転車（50cc以下）＝150円（回数券11枚1,500
円）
＊管理棟は1日、自動精算機は24時間単位の料金です。
　自動精算機は、回数券を利用できません。

定期利用料金は駐輪場によって異なります。申込方法、料金など詳
しくは、 千葉市　駐輪場

問市役所コールセンター�☎245-4894�FAXFAX248-4894
自転車政策課�☎245-5149�FAXFAX245-5591

市として利活用の見込みのない市有地の購入希望者を募集します。
購入者は、一般競争入札により決定します。
入札公告　12月1日㈫
入 札 日　来年1月29日㈮
応募要領　�12月1日㈫から、市役所1階案内、管財課、区役所地域

振興課などで配布。ホームページから印刷も可。
注意事項　・個人･法人は問いません（一部の物件を除く）。

・不動産の売買にかかる仲介手数料はかかりません。
・不動産契約締結後の所有権移転登記は市で行います。
・滞納処分として市が差し押さえた物件ではありません。

物件情報など詳しくは、 千葉市　市有地売払い

問管財課�☎245-5098�FAXFAX245-5577

税収の確保、滞納額縮減のため、県と県内各市が滞納により差し押
さえた不動産を売却します。
入札日時　11月17日㈫10：00～11：00
会　　場　若葉保健福祉センター
入札への参加方法や物件情報など詳しくは、 千葉県　合同公売

問納税管理課�☎245-5124�FAXFAX245-5540

交通事故など第三者の行為によるけがの
治療などで国民健康保険や介護保険を利用
する場合は、届け出が必要です。
お住まいの区の区役所市民総合窓口課ま
たは保健福祉センター高齢障害支援課介護
保険室で手続きをしてください。
届け出に必要な物
・印鑑
・�届け出に応じた保険証（国民健康保険被保険者証または介護保険被
保険者証）
・交通事故証明書（交通事故の場合のみ）
詳しくは、 千葉市　第三者行為

国民年金保険料の支払方法には、現金納付のほ
か、口座振替･クレジットカード納付があります。
また、前納（6カ月～2年分をまとめて納付）す
ることにより安くなる割引制度もあります。口座振

人口減少などの理由により空き家が増加し、
私たちの身近な問題になっています。
空き家を増やさないために、不動産などに関
する知識を学び、空き家問題について考えてみ
ませんか。

　　

問区役所市民総合窓口課（国民健康保険に関すること）
中　央�☎221-2131�FAXFAX221-2680　花見川�☎275-6255�FAXFAX275-6371
稲　毛�☎284-6119�FAXFAX284-6190　若　葉�☎233-8131�FAXFAX233-8164
　緑　�☎292-8119�FAXFAX292-8160　美　浜�☎270-3131�FAXFAX270-3193

問保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室（介護保険に関すること）
中　央�☎221-2198�FAXFAX221-2602　花見川�☎275-6401�FAXFAX275-6317
稲　毛�☎284-6242�FAXFAX284-6193　若　葉�☎233-8264�FAXFAX233-8251
　緑　�☎292-9491�FAXFAX292-8276　美　浜�☎270-4073�FAXFAX270-3281

日　　時　�11月14日㈯①セミナー13：30～15：30、②相談会�
15：30～16：30

会　　場　文化センター
内　　容　①�空き家の賃貸について知っておくべきこと、賃貸する

ためのリフォーム・リノベーション
②宅地建物取引士、建築士による相談

定　　員　①先着60人、②各先着2組
申込方法　�11月2日㈪から電話で、住宅政策課へ。FAX、 Eメール�

jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jpも可（必要事項
を明記）。

問住宅政策課�☎245-5810�FAXFAX245-5795

替は現金･クレジットカード納付よりも前納による割引額が多く、さ
らに、納付期限より1カ月早く納めることにより月々50円割り引き
される早割制度もあります。
納め忘れがなく便利な口座振替・クレジットカード納付を、ぜひご
利用ください。
詳しくは、 国民年金　口座振替

問ねんきん加入者ダイヤル�☎0570-003-004
千葉年金事務所（中央･若葉･緑区）�☎242-6320
幕張年金事務所（花見川･稲毛･美浜区）�☎212-8621
健康保険課�FAXFAX245-5544

市税は、納期限まではインターネットを利用したクレジットカード納付ができます。詳しくは、 千葉市税　クレジット納付　
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動物はルールを守って飼いましょう

消防局市民見学会

ノロウイルスによる感染性胃腸炎
や食中毒に注意

フィットネスクラブで健康づくり

11月は動物による危害防止月間です。人と動物
が共に暮らすため、動物の性質や行動を理解して、
接し方について考えましょう。また、動物をみだ
りに傷つけることは、虐待になり犯罪です。絶対
に行わないでください。
動物を飼うときの注意
・�きちんとしつけをしましょう。万が一、人を噛んで危害を加えた場
合は、届け出が必要です。
・�迷子や災害時に備え、鑑札と狂犬病予防注射済票（犬の場合）や迷
子札を付け、マイクロチップも入れましょう。
・動物の排泄物は、飼い主が責任をもって適切に処理しましょう。
・�動物の遺棄は法律で禁止されています。最後まで責任をもって飼う
とともに、避妊去勢手術をしましょう。
・�ワニガメやニホンザルなど、法律で定められた特定動物は、愛玩目
的で飼うことはできません（特定の目的で飼う場合は、事前許可制）。
・第一種･第二種動物取扱業を行う場合は、登録や届け出が必要です。
犬の飼い主の方へ
犬の登録と狂犬病予防注射（毎年1回）は法律で義務付けられてい
ます。転居など登録事項に変更や犬が亡くなった場合には、届け出が
必要です。
犬の放し飼いは、禁止されています。散歩のときもリードを放して
はいけません。飼養場所から逃げ出さないよう、十分に注意し、散歩
は犬を確実に制御できる人が行いましょう。
猫の飼い主の方へ
猫は室内で飼いましょう。屋外で飼うと、他人の敷地での排泄など
で迷惑となります。室内なら、交通事故に遭ったり病気に感染するな
どの危険を避けることができ、猫も安心して過ごせます。

子猫の飼い主になりませんか
動物保護指導センターで収容している
子猫を新しい家族に譲ります。
詳しくは、 千葉市　犬猫の譲渡

日　　時　①�11月13日㈮、②11月�
30日㈪

問動物保護指導センター�☎258-7817�FAXFAX258-7818

消防ヘリコプターおおとりや消防隊とレスキュー隊の合同訓練など
が見学できます。
日　　時　11月22日㈰10：00～12：00
場　　所　消防総合センター（緑区平川町1513-1）
内　　容　・消防隊･レスキュー隊訓練見学

・航空隊訓練見学　
・消防車･救急車などの見学
・消防音楽隊の演奏

対　　象　市内在住の方　　
定　　員　300人
申込方法　�11月7日㈯までにEメールで必要事項のほか、家族ごと

に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。電話、FAXも可。

問市役所コールセンター�☎245-4894�FAXFAX248-4894

秋から春先にかけて、ノロウイルスによる感染症胃
腸炎や食中毒が多発します。嘔吐や下痢などの症状が
特徴で、感染症の集団発生の原因となり、子どもや高
齢者は重症化することがあります。
予防対策をしっかりとして、感染しないように注意しましょう。
予防対策
・�吐物、便などで汚れた場所を処理する場合は、使い捨てのマスク･手
袋･ガウン（エプロン）を着用し、速やかに処理、消毒してくださ
い。消毒薬として塩素系消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム）が有効で
す。また、処理後はせっけんをよく泡立てて手指を洗い、流水です
すいでください。
・�トイレの後や食事の前、調理する際にはよく手を洗い、タオルは清
潔なものを使用してください。
・�バーべキューや餅つきなどの食品に触れるイベントでは、清潔な使
い捨て手袋を使いましょう。また、吐き気、下痢、発熱などの症状
がある時は、食品に触れる作業を行わないようにしましょう。
・�カキなどの二枚貝は、中心部まで十分に加熱（85～90℃で90秒以
上）してから食べましょう。

問感染症対策課（感染症に関すること）☎238-9974�FAXFAX238-9932
食品安全課（食中毒に関すること）☎238-9935�FAXFAX238-9936

65歳以上の方を対象に、フィットネスクラブ利用料の一部を補助し
ます。マシントレーニング、エアロビクスなど、フィットネスクラブ
のさまざまなメニューで楽しく運動ができます。
新型コロナウイルス感染症予防に注意しつつ、介護予防のため、運
動習慣を身に付けて健康的な明るい生活を送りませんか。

期　　　間　来年1～2月（利用は8回まで）
対　　　象　�市内在住の65歳以上で、利用を希望するクラブの会員

でない方（要支援·要介護認定を受けている方を除く）
定　　　員　各施設20人程度
自己負担額　4,000円
申 込 方 法　�11月2日㈪～16日㈪必着。往復はがきに必要事項のほ

か、施設名、生年月日を明記して、〒260-8722千葉
市役所健康推進課へ。電子申請も可。
千葉市　シニアフィットネス

問健康推進課�☎245-5146�FAXFAX245-5659　

＊お見合い時間は1組30分。時間は申し込み後に決定。
申込方法　�①11月4日㈬～10日㈫、②11月18日㈬～25日㈬に、

ホームページで希望の子猫を確認の上、電話で動物保
護指導センターへ。

そのほかの犬や猫については、随時、譲渡の相談を受け付けてい
ます。ホームページで譲渡可能な犬や猫を確認の上、お問い合わせ
ください。予約なしの見学はできません。

区 施設名 所在地 問い合わせ

中
央

セントラルフィットネスクラブ千葉 新町18-14 ☎243-8800
セントラルフィットネスクラブ
ポートスクエア 問屋町1-50 ☎245-6161

ティップネス蘇我 川崎町50-2 ☎209-5121
セントラルフィットネスクラブ24
蘇我 南町2-6-10 ☎261-3715

花
見
川
スポーツ&スパ�ルネサンス幕張 幕張町4-544-41 ☎296-7750

稲
毛
コナミスポーツクラブ稲毛 小仲台1-4-20 ☎287-0600
スポーツクラブ�ルネサンス稲毛 小仲台1-1-15 ☎255-1006
セントラルウェルネスクラブ長沼 長沼町330-50 ☎215-2615

若
葉コナミスポーツクラブ都賀 都賀3-11-1 ☎234-0126

緑

KEIYOスポーツクラブ
NASおゆみ野 おゆみ野5-43-2 ☎291-2811

スポーツクラブ�ルネサンス
土気あすみが丘 あすみが丘1-18-1 ☎294-0450

ヴェルディスポーツプラザ·おゆみの おゆみ野中央4-17-2 ☎291-5553

美
浜
スポーツクラブNAS稲毛海岸 高洲3-8-1 ☎277-5211
セントラルフィットネスクラブ
稲毛海岸 高洲3-23-2 ☎278-4747

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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コロナ差別がゼロのまち宣言～3つの宣言と3つのお願い～

本紙掲載の催しは、新型コロナウイルスの影響で内容の変更などが
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。 千葉市　コロナ

・�感染者·濃厚接触者やその家族･友人、医療従事者などへの非難、誤解や偏
見に基づく差別、いじめや誹謗中傷はやめてください。
・�個人情報や心ない書き込みを、SNSなどに投稿するのはやめてください。

・�正しい知識をもとに、むやみに恐れることなく冷静に行動し、誤った情報や不確かな情報
をうのみにして拡散することはやめてください。
・店舗·施設などに対する誹謗中傷はやめてください。

・�克服すべきは、人ではなくウイルスです。もし自分が感染したら···と考え、すべての市民が
お互いを思いやる気持ちを忘れずに行動してください。
・一人ひとりが新しい生活様式を実践し、感染予防に努めてください。

市では、次の方針に基づき公表しています。
公表の目的
　感染症のまん延を防止し、感染症によるリスク
が個人や社会に与える影響を最小限にすること
で、市民の安全･安心な生活を維持するため。
＊�施設名などを公表しない場合でも、濃厚接触者
の特定、PCR検査、消毒指導などを行っています。

問医療政策課�☎245-5210�FAXFAX245-5554

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

集団感染（クラス
ター）発生時

施設名は公表せず、業種･業態や感染
拡大に影響する可能性がある施設の状況
などを情報提供し、注意喚起をします。

ケース1
感染者の卒業アルバムの写真の顔
に○をつけられた状態でSNSに投
稿され、誹謗中傷を交えて拡散され
た。
ケース2
行きつけの店に行こうとしたら、
医療従事者であることを理由に来店
を拒否された。

人権についての相談は
みんなの人権110番
☎0570-003-110　
平日8：30～17：15

原則、施設名とともに感染者の接触
が疑われる期間を広く公表し、調査へ
の協力を呼びかけます。

感染者と濃厚接触した可能性がある方を

特定できている 特定できない恐れがある

視覚障害者支援ボランティア養成
講座

講演会「ひきこもりの理解と支援」

未来の科学者を目指そう

不登校·ひきこもりの元当事者であり、長年相談援助を行っている講
師から、ひきこもりの理解と支援の道筋を学びます。
日　　時　11月11日㈬13：30～16：00
会　　場　こころの健康センター
内　　容　講師＝丸山康彦さん（ヒューマン·スタジオ代表）
定　　員　先着40人
申込方法　�11月6日㈮までに電話で、ひきこもり地域支援センター

へ。FAXも可（必要事項を明記）。
問ひきこもり地域支援センター�☎204-1606�FAXFAX204-1607

普段の生活では体験できない高度な技術などが体験できます。
ぜひ、この機会にプログラムを受講して、未来の科学者を目指しま
しょう。
未来の科学者育成プログラム
日　　時　12月13日㈰13：25～16：10

視覚障害者のプラットホームからの転落事故といった悲惨な事故を
減らすため、視覚障害者への援助方法を学んでみませんか。
日　　時　11月28日㈯10：00～15：00
会　　場　ハーモニープラザ
内　　容　�講義＝視覚障害者の理解と当事者団体の活動、実習＝視

覚障害体験とガイドヘルプの方法
定　　員　先着10人
申込方法　�11月2日㈪～20日㈮に電話で、視覚障害者協会へ。�

FAX・EメールFJP70125@nifty.comも可（必要事項を明記）。
問視覚障害者協会�☎・FAXFAX312-0068（平日10：00～15：00）

会　　場　動物公園
内　　容　�テーマ＝獣医さんが語る動物

への思い·動物公園の施設ガ
イドツアー

対　　象　中学・高校生
定　　員　30人程度
申込方法　�11月18日㈬までに、電子申請で。
詳しくは、 千葉市　未来の科学者　

未来の科学者育成プログラムジュニア（オンライン講座）
日　　時　12月20日㈰9：30～12：00
内　　容　�テーマ＝算数·数学を使いこなそ

う「インド式計算～34×74も暗
算でできる‼さらには…～」

対　　象　�Zoomを利用できる小学5·6年�
生

定　　員　20人程度
申込方法　11月16日㈪までに、電子申請で。
詳しくは、 千葉市　未来の科学者　ジュニア　

問生涯学習振興課�☎245-5958�FAXFAX245-5992

感染者やその家族などに対する差別や誹謗中傷などは、決してあってはなりません。一人ひとり
が思いやりを持ち、安心して暮らせるまちを目指すため「コロナ差別がゼロのまち宣言」を発出し
ましたので、皆さんのご協力をお願いします。 千葉市　コロナ差別がゼロのまち宣言　

■宣言１　�感染者や医療従事者などの人権を守ります　　　　　　　
～感染者や医療従事者などは、守られるべき存在です～

《感染者発生時の公表方針》

■宣言2　風評被害を防ぎます～正しい知識･情報に基づき、冷静な行動を～

■�宣言3　�思いやりの気持ちを持って、安心して暮らせるまちづくりに取り組みます
～人を思いやる気持ちを忘れずに‼～

お
願
い
①

お
願
い
②

お
願
い
③

身近でこんなケースが…

市は、みだりに
施設名などを
公表しません

フクダ電子スクエア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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制度が変わります

ひとり親家庭等の医療費の助成
母子及び父子家庭等の医療費助成から名称を変更するとともに、助

成方法を現物給付とし、対象を拡大します。
助成方法が償還払いから現物給付に

現物給付方式では、医療機関の窓口で受給券を提示すると、保険診
療の自己負担分を支払うことなく受診できます。ただし、県外の医療
機関を受診または医療機関の窓口で受給券を提示しなかった場合は、
今までどおり償還払いになります。
対象を拡大

対象児童が一定程度の障害の状態にある場合は20歳の誕生日前日
までに引き上げるほか、対象児童を養育している養育者も助成対象に
なります。

詳しくは、 千葉市　ひとり親家庭医療費　

問こども家庭支援課 ☎245-5179 FAXFAX245-5631

こども·若者の力ワークショップ
千葉市をよりよくするためにどうし

たらいいかをみんなで考え、実行しま
す。未来を担う市民の一人として、ま
ちづくりにチャレンジしてみませんか。

公立夜間中学体験セミナー
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。外国籍の方など
は、日本語も学べます。セミナーでは、公立夜間中学についての講演
や模擬授業体験を行います。ぜひ、ご参加ください。
日　　時　11月14日㈯14：00～15：30
会　　場　生涯学習センター　　定　　員　40人
申込方法　 11月10日㈫17：00必着。Eメールで必要事項を明記し

て、企画課 Eメールkikaku.EDG@city.chiba.lg.jpへ。FAX、
電子申請も可。 千葉市　公立夜間中学　

問企画課 ☎245-5908 FAXFAX245-5988

潜在保育士·看護師の再就職＆復職
者の学び直し研修会

保育現場での疑問や気になることを、講師や参加者と共有し、一緒
に考える研修会を開催します。就職ガイダンスも行います。
日　　時　12月5日㈯、来年2月20日㈯13：30～16：30
会　　場　千葉明徳短期大学（中央区南生実町1412）
対　　象　 保育士·看護師の資格を持つ就労していない方、または復

職後1～2年経過した方
定　　員　各先着40人
申込方法　 千葉明徳短期大学ホームページから。
詳しくは、 千葉市　潜在保育士　リカレント　

問千葉明徳短期大学こども臨床研究所 ☎・FAXFAX263-9111

11月は乳幼児突然死症候群対策強化月間

赤ちゃんの突然死を防ぎましょう
乳幼児突然死症候群（SIDS）とは、予兆や既往

歴のないまま乳幼児が死に至る、原因のわからな
い病気で、窒息などの事故とは異なります。SIDS
の発症率が低くなるというデータがありますの
で、次の3つのポイントを守りましょう。

成人を祝う会
新成人の門出を祝う、成人を祝う会を開催します。進学や就職など

で、現在は市外在住の方も参加できます。
日　　時　来年1月11日㈷

中央·若葉区にお住まいの方＝10：15～11：00
稲毛·美浜区にお住まいの方＝12：30～13：15
花見川·緑区にお住まいの方＝14：45～15：30

会　　場　千葉ポートアリーナ
対　　象　 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
問健全育成課 ☎245-5973 FAXFAX245-5995

新成人と語る未来の千葉市
座談会に参加する新成人を募集し

ます。市長や多方面で活躍する同世
代の方と語り合いませんか。
日　　時　来年1月11日㈷

11：15～12：00
対　　象　 2000年（平成12年）

4月2日～2001年（平成13年）4月1日生まれの新成人
定　　員　10人程度
申込方法　 11月16日㈪必着。用紙（様式自由）に必要事項のほか、

生年月日、Eメールアドレス、学校名または勤務先を明
記し、「これまでの20年を振り返り、新成人としての抱
負、千葉市への想い」をテーマにした400字程度の作文
を添付して、〒260-8722千葉市役所こども企画課へ郵
送。FAX、Eメールsankaku@city.chiba.lg.jpも可。

＊報道機関の取材が入る場合があります。
問こども企画課 ☎245-5673 FAXFAX245-5547 

千葉市　こども・若者の力ワークショップ　

日　　時　11月～来年2月の土·日曜日9：00～12：00（月2回程度）
会　　場　子ども交流館ほか
内　　容　子どもたちの目線で里親制度をPRします。
対　　象　市内在住の小·中学生
定　　員　先着15人程度
申込方法　11月2日㈪から電話で、こども企画課へ。FAX、 Eメール 

　　　　　　sankaku@city.chiba.lg.jpも可。
問こども企画課 ☎245-5673 FAXFAX245-5547

1歳になるまでは、寝かせるときはあおむけに寝かせましょう
SIDSは、うつぶせ、あおむけのどちらでも発症しますが、うつぶせ

に寝かせたときの方がSIDSの発症率が高いということが研究者の調
査から分かっています。

医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場合以外は、赤ちゃん
の顔が見えるあおむけに寝かせましょう。これは、睡眠中の窒息事故
を防ぐ上でも有効です。
できるだけ母乳で育てましょう

母乳育児が赤ちゃんにとっていろいろな点で良いことはよく知られ
ています。母乳で育てられている赤ちゃんの方がSIDSの発症率が低い
ということが、研究者の調査から分かっています。
たばこをやめましょう

たばこはSIDS発症の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの
赤ちゃんの体重が増えにくくなり、呼吸中枢にも明らかによくない影
響を及ぼします。

妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙
はやめましょう。身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に
協力を求めましょう。

詳しくは、 千葉市　SIDS　

問健康支援課 ☎238-9925 FAXFAX238-9946

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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子どもへの虐待による痛ましい事件が
後を絶ちません。千葉市の2019年度の
児童虐待通告対応件数は1,654件で、昨
年から約150件増加するなど、深刻な状
況です。

虐待は、子どもの心身に大きな傷を残
し、成長や発達にも深刻な影響を与えま

す。市でも、児童相談所の虐待対応協力員を増員するなど虐待への対
応を強化していますが、虐待を防ぐには、早期の発見･対応からその後
の支援まで、行政機関だけではなく、地域や学校など、社会全体での
連帯･取り組みが必要です。
「虐待かな？」と思ったら、すぐ連絡してください‼

連絡をくれた方の秘密は守られます。内容が間違っていてもかまい
ません。

皆さんの周りで次のような虐待を示すサインに気付いたら、児童相
談所または保健福祉センターこども家庭課へご連絡ください。

11月は児童虐待防止推進月間

虐待かな？と思ったら、すぐ連絡を‼

子どもの様子
・いつも泣き叫ぶ声が聞こえる
・不自然な傷や打撲の跡がある
・衣服や体がいつも汚れている
・夜遅くまで一人で遊んでいる　など
親の様子
・よく怒鳴り声が聞こえる
・子どものけがや病気を医者に見せない
・幼い子どもを置いて度々外出している
・子どもの養育に拒否的･無関心　など

相談窓口
虐待の疑いがあるとき

児童相談所全国共通ダイヤル ☎189（いちはやく）
児童相談所 ☎277-8880 FAXFAX278-4371
千葉市　児童虐待通告受付窓口　

家庭と子どもの相談をしたいとき
保健福祉センターこども家庭課

中央 ☎221-2151　花見川 ☎275-6445　稲毛 ☎284-6139
若葉 ☎233-8152　　緑　 ☎292-8139　美浜 ☎270-3153

育児の相談をしたいとき
保健福祉センター健康課

中央 ☎221-2581　花見川 ☎275-6295　稲毛 ☎284-6493
若葉 ☎233-8191　　緑　 ☎292-2620　美浜 ☎270-2213

取り組みなど詳しくは、 千葉市　児童虐待防止推進月間　

問こども家庭支援課 ☎245-5608 FAXFAX245-5631

子育ての悩みは一人で抱え込まないでください‼
子育ての中で、悩みや不安を抱いたり、イライラす

るのは誰でも同じです。一人で抱え込まず、気軽にご
相談ください。お住まいの区の保健福祉センター健康
課･こども家庭課、子育て支援館、地域子育て支援セン
ター、子育てリラックス館などが子育てをサポートし
ます。詳しくは、 千葉市　子育てナビ　

子どもたちの里親になりませんか
里親とは、虐待などさまざまな事情により家庭で暮らすことができな

い子どもたちを自らの家庭に家族として迎え入れ、愛情を持って養育す
る方のことです。

里親には、生活費や手当の支給など経済的な援助、児童相談所職員に
よる定期の家庭訪問や養育相談など、さまざまな支援を行っています。
里親を希望する方、里親について詳しく知りたい方は、児童相談所☎
277-8880へお問い合わせください。

オレンジリボンキャンペーン
毎年11月は児童虐待防止推進月間として、児童虐待を無くすための

広報･啓発活動が全国的に行われています。
オレンジリボンとは、2004年に起きた幼い兄弟の命

が失われた事件をきっかけに制定された児童虐待防止の
シンボルです。オレンジ色は子どもたちの明るい未来を
表しています。

11月1日㈰日没から22：00まで千葉モノレールセントラルアーチ
をオレンジ色にライトアップするなど、さまざまな取り組みを行いま
す。

189（いちはやく）　知らせて守る　こどもの未来（2020年度最優秀標語）
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心理的虐待…………………言葉による脅しや無視、きょうだい間の差別など
身体的虐待…………………蹴る、殴る、やけどを負わせるなど
ネグレクト（怠慢・拒否）…適切な食事を与えない、不潔のまま放置する
性的虐待……………………性的ないたずらをする、性的強要をするなど

児童相談所の児童虐待通告対応件数

子育て情報満載‼

®
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千葉を
知る

十八、幕張メッセ誕生
1980年に埋め立てが完了した幕張。1982年に千葉県は、「幕張

新都心」、「上総新研究開発都市」、「成田国際空港都市」の3地区を
新しい時代に向けた拠点開発地に位置付ける、千葉新産業三角構想
という壮大なプロジェクトの検討を始めました。

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

子育てふれ愛フェスタ

ひとり親家庭のための
パソコンMOS対策講習

はたらくくるまみんなあつまれ「親子でふれあい、笑顔になろう‼」をテーマに、親子が一緒に参加
して楽しめるイベントを開催します。

子どもたちと一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。
日　　時　11月23日㈷10：00～16：00
会　　場　子ども交流館
内　　容　 親子でわくわく‼「かんたん色あそび」

ひとり親家庭の方の就労を支援するため、パソコンの操作能力を示
すMOSの認定対策講習を開催します。

求職活動に役立つMOSの認定を目指しませんか。
日　　時　来年1月9日～30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･父親でエクセルの中級

程度の知識がある方
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　 11月25日㈬～12月11日㈮必着。はがきに必要事項【16面】

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

11/15㈰土木の日特別イベント

作業車は、道路の維持管理や清掃
などを行うために欠かせない道具で
す。

土砂を積み込むホイールローダー
や整地を行うモーターグレーダーな
どの作業車の展示、高さを測る測量
器具などの使用体験を行います。来場した方に、市制100周年を記念
した道路元標カードをプレゼント。

私たちの安全な暮らしを支える乗り物を、間近で見て触ってみませ
んか。
日　時　11月15日㈰10：00～15：00
会　場　千葉市役所駐車場
詳しくは、 千葉市　土木の日　

問土木管理課 ☎245-5391 FAXFAX245-5579

　 時間10：00～11：00、11：00～12：00　
　 内容好きな色をまぜて新しい色を作る、色のグラデーションを使っ

て絵を描くなど、自由な発想で色遊びを楽しみます。
　対象2歳以上の子どもと保護者　定員各先着4組
　おもしろモノづくり「ボトルキャップシューターであそぼう‼」
　時間10：30～11：30、14：30～15：30
　 内容段ボールとペットボトルのキャップを使って、シューティング

ゲーム盤を作ります。
　対象4歳以上の方　定員各先着4組
　�SEOPPIの「スポーツスタッキング＆ジャ
グリングの世界」

　時間11：00～12：00　定員先着80人
　 アンディ先生の「子どものためのマジック
ショー」

　時間15：00～16：00　定員先着80人
申�込方法　当日直接会場へ。各回開始30分前から受け付け
注意事項　就学前児は保護者同伴。入館には登録が必要です。

問子ども交流館 ☎202-1504 FAXFAX202-1503
　火曜日（祝日の場合は翌日）休館 幕張に先端技術産業の国際的展示場を建

設しようというプロジェクトの中で、国際
見本市（メッセ）と国際会議（コンベンシ
ョン）を軸とした幕張メッセの位置付けが
定まり、1983年6月、構想が策定されまし
た。

構想の策定から6年、1989年10月9日、幕張メッセ（日本コンベ
ンションセンター）が華々しくオープンしました。
オープニングセレモニーで沼田武県
知事は「世界から幕張へ、幕張から世
界へ。人々が集い、最新の技術と情報
が交流する開かれた国際交流拠点とな
る幕張メッセは、これからの我が国の
コンベンション時代の先導的役割を果
たす」と、その決意を表明しました。
その言葉どおり、東京モーターショーをはじめとした先端技術の
展示会や国際会議などの開催により、開業わずか1年2カ月で来場者
数は1千万人に達しました。

建設中の幕張メッセ

オープニングセレモニー

SEOPPIさん
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安安全で全で安安心な心な
まちづくりまちづくり

地域の
皆で
進める

千葉市の治安って？

防犯パトロール隊をはじめませんか

QQ AA&&

高浜第一自治会夜間パトロール隊高浜第一自治会夜間パトロール隊

防犯パトロール隊

　犯罪の発生を抑えるには、地域の皆さんの協力
が不可欠です。地域の防犯活動で、安全で安心な
まちづくりを目指しましょう。
問地域安全課 ☎245-5264 FAXFAX245-5637

市内の刑法犯認知件数は、2000年
に過去最多となる31,421件を記録し
ました。
しかし、防犯パトロールや見守り活
動など、地域と一体となった取り組み
もあり、認知件数は19年連続で減少
し、2019年は7,268件と、ピーク時
の4分の1以下まで減少しました。

犯罪の抑止には、地域の目が大きな役割を果たします。
市では、通学路の見守りや夜間の見回りなど、地域の安全の
ためにボランティアで活動する防犯パトロール隊が700団体
以上結成されています。安全で安心なまちづくりを目指して、
防犯パトロール隊を結成しませんか。
結成方法など詳しくは、区役所地域振興課へご相談ください。

こんな活動をしています
現在は、3人1組で毎日夜間に
パトロールしています。毎日とい
うと、大変なように思えるかもし
れませんが、隊員の数が多いので、
半年に1回くらいのローテーショ
ンとなり、それほど負担を感じま
せん。パトロールには、外国人の
隊員も積極的に参加してくれています。
工夫していること
棟ごとにパトロールのルートを決め、ルートのゴールが自分の棟
になっていて、効率的にパトロールできています。
当番の割り振りは、早めに決めて棟の掲示板に掲載するので、予
定を組みやすく、当日キャンセルすることは少なくなっています。
こんな効果があります
地域では、目立った犯罪もなく、パトロールが犯罪の抑止力とし
て効果をあげていると思います。
また、地域の人と交流が生まれ、連帯感が深まります。区域内の
地理に詳しくなるので、災害の際の物資の配給などの対応もスムー
ズにできると考えています。

どうやって始め
ればいいの？

まずは仲間を集めて、パトロール
する場所や方法などについて話し
合ってみましょう‼

毎日じゃなくてももちろん大丈夫
‼自分たちが無理せずできる時
間や範囲を考えてみましょう‼

市では、防犯パトロール隊の活動
に必要なタスキや腕章などの物品
を配付しています。要件など詳し
くは、お問い合わせください。

毎日パトロール
しないといけな
いの？

市の助成がある
って聞いたんで
すけど…

市内の刑法犯認知件数
は減少傾向にあります
が、自転車の盗難や空き
巣などの身近な犯罪は、
多く発生しています。安
全で安心なまちをつくる
には、地域の皆さんの力
が必要です。

区域全体をくまなくパトロール

活動している団体にお話を聞きました

パトロールを始めて40年
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市内の刑法犯認知件数の推移

19年で
4分の1以下まで減少

ご存じですか

2020年（令和2年）11月号特集10 ちば市政だより



下野友嗣個展
空白の器 ひかりかがやくとき

ちばZOOフェスタ2020 軍都千葉と千葉空襲

会　場 日　程
郷土博物館 11月18日㈬〜29日㈰
市民ギャラリー・いなげ 12月2日㈬〜13日㈰
埋蔵文化財調査センター 12月16日㈬〜来年1月20日㈬
中央図書館 来年1月22日㈮〜2月14日㈰
生涯学習センター 来年2月16日㈫〜3月7日㈰

郷土博物館特別展

動物園ファンの、動物園ファンによる、動物園ファンのための動物
文化祭です。動物をテーマにさまざまなイベントを開催します。模擬
店やワークショップなども登場します。

日 時　�11月7日㈯･8日㈰9：30〜16：30（入場は16：00まで）

千葉市は、1945年6月と7月の2度にわ
たる大空襲により、大きな被害を受けまし
た。
しかし、市民のたゆまぬ努力により、復
興への道を歩み始め、現在の千葉市の礎が
築かれました。
特別展では、市内の軍事施設、当時の市民
生活、千葉空襲や戦後の復興と平和都市宣
言などを伝える資料を紹介するほか、講座
や戦跡巡りを行います。
市制100周年を迎える千葉市にとって、
忘れてはならない戦争の歴史と平和の尊さ
について改めて考えてみませんか。

期　間　12月13日㈰まで
会　場　郷土博物館

関連イベント
歴史講座「戦争の惨禍を伝える」

日　　時　11月15日㈰13：00〜16：00
会　　場　文化会館小ホール
内　　容　�戦争の歴史をどのように後世に伝えるか。東京大空襲と

千葉県との関わりと、戦跡保存の視点から紹介します。
定　　員　80人
申込方法　�11月6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　歴史講座

問郷土博物館�☎222-8231�FAXFAX225-7106
戦跡めぐりウオーキング

日　　時　11月28日㈯9：00〜12：00　雨天中止
定　　員　20人
内　　容　�千葉公園内の戦跡などを巡ります（約5キロメートル）。
申込方法　�11月2日㈪〜16日㈪に電話で、市民総務課へ。FAX、

Eメールも可（必要事項のほか参加人数（3人まで）を
明記）。

問市民総務課�☎245-5153�FAXFAX245-5155
Eメールsomu.CIC@city.chiba.lg.jp

昨年度、芸術文化新人賞奨励賞を受賞した下
野友嗣さんによる、鉄さびを使った作品の個展
です。入場無料。
将来の活躍が期待される画家の作品を見に行
きませんか。

期　間　�12月4日㈮〜6日㈰10：00〜18：00
（4日は11：00から、6日は17：00
まで）

会　場　文化センター

石斧の流通・保有・消費のあり方から、弥
生時代の房総半島に数多く存在した大きな
ムラが、どのように営まれたのかを紹介し
ます。
市内の埋蔵文化財を通して、郷土の歴史
を学びませんか。

加曽利貝塚では、今後の研究や史跡の
整備活用に向けて、発掘調査を実施して
います。
今年から、長径190メートルの南貝塚
中央部を調査しています。この成果につ
いて、現地説明会を開催します。

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

会　場　動物公園
みんなで描く手のひらアート
参加者一人ひとりが手のひらスタンプを
押し、2日かけて巨大な絵を完成させます。
アート作品展示・販売
動物をテーマにしたクラフト作品や写真
などを約20店舗が展示販売します。
アカデミア・アニマリウム
園内で行われている研究や調査について
発表やポスター展示を行います。

内容テーマ＝レッサーパンダの子どもの体重変化、チーターとブチハ
イエナのふるさと、動物園におけるチーターの行動学、動物生態の
見える化プロジェクトなど

アニマルコスプレコンテスト
出場者がオリジナルの動物コスプレを
コンテスト形式で披露します。

日時11月8日㈰13：00〜14：30
＊�出場者の受け付けは終了しました。
11月8日㈰に動物のコスプレ姿で来
園すると、入園料が無料になります。

問市文化振興財団�☎221-2411�FAXFAX224-8231

問埋蔵文化財調査センター�☎266-5433�FAXFAX268-9004

石斧展

加曽利貝塚 発掘調査現地説明会
埋蔵文化財ロビー巡回展

普段立ち入ることができない、発掘調査の現場を見学しませんか。
日 時　�11月28日㈯10：00〜15：00の30分ごと
　　　　　（12：00�と12：30は除く）　荒天中止
会　　場　加曽利貝塚南貝塚発掘調査地点
定　　員　各回30人
申込方法　�11月17日㈫必着。往復はがきに必要事項のほか、参加

人数（3人まで）、希望時間帯を第2希望まで明記して、
〒264-0028若葉区桜木8-33-1千葉市立加曽利貝塚博
物館へ。Eメールkasori.jomon@city.chiba.lg.jpも可。

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

イベントの内容など詳しくは、 ちばZOOフェスタ2020　

問動物公園�☎252-1111�FAXFAX255-7116　水曜日休園
入園料＝高校生以上700円

稲石永吉「校舎は廃屋に帰す」稲石永吉「校舎は廃屋に帰す」
千葉女子高校蔵千葉女子高校蔵

千葉商業学校軍事教練千葉商業学校軍事教練
千葉商業高校蔵千葉商業高校蔵

立ち上がるくま

太形蛤刃石斧

どんな絵が完成するかな？

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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ふるさと応援寄附金 今後の見通し

＼計101人の増員／

千葉市のお財布
決算は、市に1年間に入ってきたお金と使ったお金の合計

を表したものです。予算と同じように、市議会でチェックを
受けています。今年10月に承認された2019年度決算の概要
をお知らせします。
問財政課 ☎245-5077 FAXFAX245-5535

一般会計では、市税や財
産収入が予算と比べて増収
となったことなどから、実
質収支（歳入と歳出の差額
から翌年度への繰越事業に
充てる財源を差し引いた
額）は

58億円の黒字
となりました。

第3期財政健全化プラン（2018～2021年度）の主要目標である主要債
務総額の削減は、現段階で目標を超えました。

健康づくり·医療体制の充実
•�風しん抗体検査の対象者を拡大（妊娠を希望する女性などの同
居家族や1962年4月2日～1979年4月1日生まれの男性を追
加）
•�夜間内科二次医療機関の待機病床数を拡充（2床/日→4床/日）
地域包括ケアシステムの構築·強化
•�認知症の初期支援を集中的·包括的に行うチームを増設（4チー
ム→5チーム）

障害のある方への支援の強化
•療育相談所や桜木園の専門職員を増員（5人→8人）

中小企業支援の充実
•�クラウドファンディングの活用推進や、産業振興財団の相談体
制を充実

•�法人の農業参入促進に向け、参入農地の確保や施設·機械設備の
導入に係る経費を助成

•�市民団体などが行う大会を盛り上げるための活動経費を助成
（10団体）
•�パラスポーツ大会応援イベントや体験会などを実施
•�障害のある方のスポーツ活動への参加を支援するちばしパラ
スポーツコンシェルジュを設置

•�福祉や教育、子育てなどの分野で、相談·支援体制を強化するた
め、専門的な人材を増員
•あんしんケアセンターの充実（141人→143人）
•帰国·外国人児童生徒教育の充実（14人→18人）
•母子健康包括支援センター相談員の増員（6人→9人）　など

千葉都心の活性化
•�千葉駅東口地区の再開発ビルを
整備する組合に対する助成など
を実施（2022年度竣工見込）
•�特定建築者による千葉駅西口B
工区の再開発ビルなどの整備を
実施
•千葉公園再整備に向け、基本設計を実施
都市アイデンティティの確立
•�特別史跡加曽利貝塚の史跡や新博物館の
整備に向けた取り組みを推進
•�市制100周年が、千葉市の歴史を見つめ
直し、未来の千葉市について考える契機
となるよう、PR活動などを実施

待機児童の解消
•�民間保育園などを35カ所（829
人分）整備
•�子どもルームを9カ所（398人
分）整備

幼児教育・保育の無償化
•�消費税引き上げによる財源を

•�各種ハザードマップを
統合するとともに、新た
な防災情報を追加した
WEB版ハザードマップ
を作成
•�JR千葉駅東口など重点

活用し、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料を原則無
償化（3～5歳児などが対象）

産前·産後支援
•�産後ケアの利用者自己負担上限額の引き下げ（施設型7,500円
/日→6,000円/日、訪問型3,600円/日→2,400円/日）

教育環境の向上
•�小·中学校普通教室へのエアコン設
置や、老朽化した外壁やトイレなど
の改修を実施
•�いじめや不登校に対応するカウン
セラーを、全小·中·特別支援学校に
配置

財政の健全化の指標である健全化判断比率は、各比率の数値が低いほど
財政が健全とされており、実質公債費比率と将来負担比率については、い
ずれも前年度より改善しました。

市を応援したいという皆さんの気持ちを、ふるさと応援寄附金として広く受
け付けています。2019年度は、約3億8千万円の寄附をいただきました。9·10
月の一連の災害では、災害支援寄附金を受け付け、災害復旧のために有効に活
用しています。
現在は、新型コロナ医療·介護応援寄附金も受け付けています。9月30日時点
で約4千万円の寄附をいただき、医療機関などに随時配布しています。
申込方法など詳しくは、 千葉市　ふるさと応援寄附金

問資金課�☎245-5078�FAXFAX245-5535

これまでの財政健全化の取り組みの成果が着実に
表れてきていますが、未だ病院事業の累積欠損金、
基金からの借入残高が多額であり、また今後も新型
コロナウイルス感染症への対応や社会保障費の増な
どで、多額の財政需要が見込まれます。
引き続き財政健全化の取り組みが必要な状況にあ
るため、第３期財政健全化プラン（2018～2021年
度）の取り組みを着実に推進していきます。

市では、経済不況などによる大幅な税収減によって収入が不足した
り、災害の発生による多額の経費の支出が必要になるなどの不測の事
態に備えて積み立てています。これを財政調整基金といいます。財政
調整基金の残高は、確実に増えています。

主要債務総額＝�市の財政運営や財政健全化に向けて大きな影響を与える建設事
業債等残高、債務負担行為支出予定額（建設事業分）、基金借入
金残高、国民健康保険事業累積赤字額の合計額

実質公債費比率＝その年に支払った借金返済額が収入に占める割合 将来負担比率＝将来、市が負担する借金の収入に占める割合

2019年度決算を解説‼

一般会計の内訳

将来負担が着実に減っています

財政健全化が着実に進んでいます

いざというときの貯えもしっかり確保

2019年度に実施した主な事業

医療と福祉の充実

子育て支援·教育の充実

地域経済の活性化

農業の成長産業化の推進

特性を活かすまちづくり

東京2020大会開催に向けた取り組み

専門的な人材の活用

防災·安全対策の推進

地区の浸水対策を強化するとともに、浸水被害発生箇所に雨水
管などを整備

〜皆さんの想いを千葉市へ〜
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第3期財政健全化プランの目標
2021年度に4,800億円程度まで削減

9年連続で
削減

（％）

12

14

16

18

20

22

1918171615141312112010

第3期財政健全化プランの目標
2021年度までに14％未満に低減
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12.912.9 第3期財政健全化プランの目標
2021年度までに150％未満に低減

財政調整基金残高の推移

将来負担比率の推移

市債残高の推移主要債務総額の推移

実質公債費比率の推移

その他その他
938億円938億円
20.5％20.5％

借金借金
493億円493億円
10.8％10.8％

国·県の補助金国·県の補助金
995億円995億円
21.7％21.7％

市税
2,026億円

44.2%

歳入
4,580億円
対前年度比248億円
（5.7%）増

公共施設の利用料など公共施設の利用料など
128億円128億円

2.8％2.8％

教育教育
710億円710億円
15.7％15.7％

子育て子育て
629億円629億円
13.9％13.9％

福祉·保健·医療
1,200億円

26.6％

借金返済借金返済
509億円509億円
11.3％11.3％

道路·住宅·街づくり道路·住宅·街づくり
476億円476億円
10.6％10.6％

経済振興·農林水産·観光振興経済振興·農林水産·観光振興
344億円344億円

7.6％7.6％

行政·市民活動推進行政·市民活動推進
321億円321億円

7.1%7.1%

ごみ処理·環境保全ごみ処理·環境保全
145億円145億円

3.2％3.2％

消防·救急消防·救急
128億円128億円

2.9%2.9%

その他その他
48億円48億円
1.1％1.1％

歳出
4,510億円
対前年度比211億円
（4.9%）増

（年度）

（年度）

（年度） （年度）

（年度）

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 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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習いごと応援キャンペーン
習いごとが50パーセント引きで受講できます。
ぜひこの機会に、新しい習いごとにチャレンジし
てみませんか。
期　　間　来年3月8日㈪まで（同日までに予約·受講料を支払い）
対象講座　�・�文化·教養·生涯学習＝音楽教室、美術講座など

＊予約·支払方法は事業者により異なります。
カタログ　�11月10日㈫から市役所1階受付、区役所、公民館、図書

館、市内のミニストップなどで配布
対象の講座･サービスなど詳しくは、 千葉市　習いごと応援　

問習いごと応援キャンペーン事務局�
☎201-6321・6322�FAXFAX224-5510

憩いの空間で季節を感じませんか
「居心地が良く歩きたくなるまちな
か」の形成を目指す、千葉都心ウォー
カブル推進社会実験を実施していま
す。
千葉公園通りや千葉駅西口駅前で、
飲食店がテラス席を設置したり、キッ
チンカーが出店しています。
ぜひ、足を運んでみませんか。
期　　間　来年8月31日㈫まで
会場·時間　千葉公園通り＝11：00～14:00、17：00～21：00

千葉駅西口駅前＝9：00～24：00
実施日時は、店舗の営業状況や天候によって変わります。
参加店舗など詳しくは、 千葉市　ウォーカブル推進　

問都市総務課�☎245-5333�FAXFAX245-5559�

ホームページまたはカタロ
グから受講したい講座・サ
ービスを選び、予約する。

講座開催場所などで利用券
を記入し、50パーセント
分の受講料を支払う。

・�スキルアップ·資格取得＝パソコン講
座、介護資格講座など
・�子どもの学び·体験＝学習塾、工作教室
など
・�スポーツ·健康づくり＝フィットネス
教室、テニス教室など

利用の流れ

大草谷津田いきものの里自然観察会

冬越しするムシたち
ガイドの解説を聞きながら、谷津田の
自然や生き物と触れ合ってみませんか。
日　　時　�12月6日㈰10：30～12：00

雨天中止
定　　員　�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　�11月25日㈬必着。はがき（1通5人まで）に必要事項の

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。 Eメールkankyohozen.
ENP@city.chiba.lg.jp、FAXも可。

問環境保全課�☎245-5195�FAXFAX245-5553

内　　容　�三味線·琵琶などの演奏、能楽、日本舞踊の公演（時間11：00
～12：00、14：00～15：00　定員各当日先着200人）、生
け花の展示（時間10：00～16：00）など

問文化センター�☎224-8211�FAXFAX224-8231

伝統芸能まつり
三味線などの演奏や能楽など、日本
のさまざまな伝統芸能が一度に楽しめ
ます。参加は無料です。ぜひ、伝統芸
能を体感してみませんか。
日　　程　�11月15日㈰
会　　場　文化センター

健康ウォーク
市内にある名所などを巡る健康ウォーク
を開催します。日頃の運動不足解消に、ぜ
ひご参加ください。
日　　時　�11月22日㈰9：00～11：30

雨天中止
内　　容　�京成学園前駅集合·解散。城ノ

台、大百池、埋蔵文化財調査セ
ンターなどを徒歩で巡ります（約4.5キロメートル）。

定　　員　20人（小学4年生以下は保護者同伴）
申込方法　�11月12日㈭必着。はがきに必要事項のほか、参加人数

（6人まで）を明記して、〒260-8722千葉市役所市民自
治推進課内千葉市を美しくする会事務局へ。 Eメール jichi.
CIC@city.chiba.lg.jp、FAXも可。

問千葉市を美しくする会�☎245-5138�FAXFAX245-5665

大百池（おおどいけ）

2020年（令和2年）11月号魅力・観光／ その他14 ちば市政だより



パブリックコメント手続 附属機関の委員を募集

NPOやボランティアなどの市民活動をもっと身近に
NPOって何？ボランティアってどうやって始めたらいいの？そんな疑問に答えるイベントや講座を開催します。
市内では、高齢者や障害者の生活支援、子どもの健全育成、まちの活性化、被災地支援、環境保全、国際交流な

ど、さまざまな活動が、NPOやボランティアによって行われています。
皆さんも、市民活動始めませんか？

問市民活動支援センター ☎227-3081 FAXFAX227-3082

千葉市民活動フェスタ2020〜わくわくつながるオンライン〜
今回は、オンラインイベントとしてインターネット上で開催します。

自宅で楽しみながら、NPOやボランティアの活動について知ること
ができます。 千葉市民活動フェスタ2020

期　間　11月8日㈰〜12月6日㈰
内　容　・ 活動紹介（写真や動画など）
　　　　・ インターネット放送局
　　　　・ 公開収録ステージ（合唱、マンドリン合奏など）

＊ ステージは、11月8日㈰に県教育会館で収録します。会場での観覧
希望の場合は、お問い合わせください。

まちなかボランティア養成講座
まちなかボランティアとは、市外から訪れた方に道案内や観光案内

など、おもてなしをするボランティアです。
ボランティアの基礎とコミュニケーションを学ぶ講義と、実習を行

います。全3回（講義1回、実習2回）。
日　　時　 講義＝12月6日㈰13：00〜16：30 

実習＝講義受講時にお知らせ（4時間を2回）
会　　場　都賀コミュニティセンター
定　　員　先着20人
内　　容　 基本的な心構え、外国人や障害のある方とのコミュニケ

ーションのとり方、情報の集め方など
申込方法　 電話で、市民活動支援センターへ。FAX･ Eメール info@ 

chiba-npo.netも可（必要事項を明記）。

市民活動支援センターでは、NPOやボランティア活動に関する情報
の提供や相談、支援などを行っています。 千葉市民活動支援センター　

資料配架コーナー
市民活動団体のパンフレットやチラシを配架します。
日　程　11月14日㈯・15日㈰
会　場　きぼーるアトリウム、市民活動支援センター

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。

また、寄せられた意見に対して、市の考え方を公表します。ぜひ、
皆さんのご意見をお聞かせください。
①千葉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の改
正案

法律の一部改正などを踏まえ、行政手続オンライン化に関する条例
の一部改正案を作成しました。
問業務改革推進課 ☎245-5706 FAXFAX245-5692

Eメールgyomukaikaku.GEI@city.chiba.lg.jp
②千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正案
　（仮称）千葉市墓地等経営計画審査会設置条例（案）

墓地などの経営の安定性を確保するため、経営計画の審査に関する
条例の一部改正案と審査会設置の条例案を作成しました。
③千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正案
千葉市旅館業法施行条例の一部改正案
レジオネラ症発生防止のため、公衆浴場と旅館の衛生管理などの基

準に関する条例の一部改正案を作成しました。
問生活衛生課 ☎245-5214 FAXFAX245-5556

Eメールseikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp
④公立保育所の施設管理に関する基本方針（案）

公立保育所の良好な保育環境を確保するため、施設管理に関する基
本的な考え方を示す基本方針を策定します。
問幼保支援課 ☎245-5323 FAXFAX245-5629

Eメールshien.CFC@city.chiba.lg.jp
案 の 公 表　11月2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　11月2日㈪〜12月1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　 ①〜③12月、④1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

①病院運営委員会委員
青葉病院と海浜病院の経営などについて審議します。

問経営企画課 ☎245-5744 FAXFAX245-5257
Eメールkikaku.HO@city.chiba.lg.jp

②市民自治推進会議委員
市民自治の推進について調査･審議します。

問市民自治推進課 ☎245-5664 FAXFAX245-5665
Eメールjichi.CIC@city.chiba.lg.jp

任　　　　期　①来年2月1日㈪、②3月1日㈪から2年間
開 催 予 定　①年1･2回程度、②年2回以上。いずれも平日に開催
応 募 資 格　市内在住・在勤・在学の18歳以上の方。

＊ いずれも、市の議員・職員またはほかの附属機関の公募委員は申し
込めません。

募 集 人 数　①男女各1人、②4人　　報 酬　規定により支給
小�論文テーマ　①青葉病院・海浜病院が果たすべき役割について、②市

民自治やまちづくりに関心を持ったきっかけについて。いずれも応
募理由･自己PRも含め1,200字程度。
応 募 方 法　①12月3日㈭、②11月30日㈪必着。用紙（書式自由）

に必要事項、附属機関名、生年月日、性別を明記し、小論文を添付
して、〒260-8722千葉市役所（①②の問い合わせ各課）へ郵送ま
たは直接持参。FAX、Eメールも可。

選 考 方 法　書類および面接により選考。結果は全員に通知。
詳しくは、ホームページ（附属機関名で検索）をご覧ください。

谷津田に棲むいきものたち
自然保護講習会

谷津田にすむカエルとホタルなどの生態を紹介します。
日　　時　11月21日㈯13：30〜15：30
会　　場　総合保健医療センター　　定　　員　先着30人
申込方法　 11月2日㈪〜13日㈮に、Eメール（1通5人まで）で必要

事項を明記して、環境保全課 Eメールkankyohozen.ENP@
city.chiba.lg.jpへ。電話、FAXも可。

問環境保全課 ☎245-5195 FAXFAX245-5553

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）11月号 その他 15ちば市政だより



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

千葉市菊花展

日時10月31日㈯～11月8日㈰（11月2日
を除く）9：30～16：30
場所三陽メディアフラワーミュージア
ム前庭
内容菊花展示、菊の鉢･苗の販売
問千葉秋芳会･嶋田さん☎090-5533-
6207 FAX047-472-7952

エコメッセ2020㏌ちば

動画配信
日時11月1日㈰10：00から
内容出展団体の㏚動画を、エコメッ
セYouTubeチャンネルで配信

セミナー･パネルディスカッション
日時11月1日㈰12：00～16：00
内容テーマ＝SDGs暮らし方の変
革。県や学生団体によるSDGsに
関する講演会やイベントをZoom
で配信。参加には事前に申し込み
が必要です。

備考オンライン開催。申込方法など詳
しくは、HP「エコメッセ」で検索
問エコメッセちば実行委員会事務局
☎080-5374-0019 FAX247-4152

加曽利貝塚博物館の催し

加曽利貝塚文化祭
日時11月3日㈷10：00～15：00
内容学芸員による相談受付やトーク
イベント、組みひも作りや勾玉づ
くりなどの縄文体験
備考当日直接会場へ

あれもE これもE－加曽利E式土器
（北西部地域編）－

日時11月14日㈯～来年2月28日㈰
内容加曽利貝塚の名を冠した縄文土
器、加曽利E式をテーマに北西部
地域の遺跡から出土した資料を展
示

考古学研究の最前線Ⅱ「異系統土器
論－土器型式の実態－」

日時11月29日㈰9：30～16：30
場所生涯学習センター
定員85人
申11月16日㈪必着。Eメールで必
を明記して、加曽利貝塚博物館Eメール
kasori.jomon@city.chiba.lg.
jp。電子申請も可

問同館☎231-0129 FAX231-4986。月曜
日（祝日の場合は翌日）休館

都市緑化植物園の催し

菊花を楽しむ展示会
日時11月3日㈷～15日㈰（9日を除く）
10：00～15：30
備考当日直接会場へ

自然を学ぶ講座「里山ってどんなと
ころ？」

日時11月19日㈭10：00～12：00
定員先着16人
料金600円
申11月5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（祝
日の場合は翌日）休園

ナツメロ青春同窓会

日時11月5日㈭･19日㈭14：00～16：00
場所千葉公園蓮華亭
定員先着25人
料金500円
申当日直接会場へ
問NPO法人うたともクラブ☎090-
5785-6652 FAX238-8005

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11月9日㈪13：40～16：50
内容講演会「成年後見制度、日常生
活自立支援事業について」と家族
ミーティング

依存症治療･回復プログラム
日時11月18日㈬、12月2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11月20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

うつ病当事者の会
日時11月24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

申11月2日㈪から電話で、こころの健

康センター☎204-1582
問同センター☎前記 FAX204-1584

シニア従業員のお仕事説明会

日時 場所11月13日㈮10：00～11：30＝長沼
原勤労市民プラザ。11月19日㈭	
10：00～11：30＝幕張勤労市民プラザ
内容レジ接客など多様な働き方を紹介
対象60歳以上の方
定員各先着10人
申電話で、㈱セブン-イレブンスタッ
フ応募受付センター☎0570-031-711
（10：00～19：00）
問同センター☎前記、㈱セブン-イレ
ブン･ジャパン千葉地区事務所 FAX
274-6529

いなげ八景水彩画
コンクール展

日時11月14日㈯～29㈰9：00～17：15
（29日は15：00まで）
場所市民ギャラリー・いなげ
問同施設☎248-8723 FAX242-0729。月
曜日（祝日の場合は翌日）休業

認知症介護交流会

日時11月14日㈯13：30～15：30
場所稲毛保健福祉センター
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11月2日㈪～13日㈮に電話で、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
は11月9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

編集担当K

自分の思いを話すこと
で、少し気持ちが軽くな
ります。
介護家族同士で、日頃の
悩みや不安、介護のこつ
などを話し合いません
か。

観光地美化キャンペーン
「検見川の浜の清掃活動」

日時11月23日㈷8：30～10：30
場所検見川の浜
申11月13日㈮までに電話で、観光協
会☎242-0007
問同協会☎前記 FAX301-0280

シニアの防災対策

日時11月26日㈭	14：00～16：00
場所鎌取コミュニティセンター
内容講師＝平山優子さん（日本防災士
会千葉県北部支部副支部長）。自然
災害に対して、シニアが備えておく
べき防災対策を具体的に紹介しま
す。
定員先着30人
申11月2日㈪から電話で、生涯現役応
援センター☎256-4510
問同センター☎前記 FAX256-4507

千葉公園に紙芝居がやって
くる‼

日時11月28日㈯11：30～12：00、13：00
～13：30
定員各先着20人
場所千葉公園蓮華亭
申当日直接会場へ
問中央･稲毛公園緑地事務所☎251-
5103 FAX254-5834

稲毛海浜公園･自然観察会
「木の実や葉っぱで遊ぼう‼」

日時11月29日㈰10：00～12：00
定員先着20人
持物はさみ、ボンド、ビニール袋
備考雨天中止
申11月2日㈪から電話で、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)

人権啓発活動･ジェフ千葉の
ロゴ入りノートの配布

日時11月29日㈰12：00～14：00
場所フクダ電子アリーナ
対象試合観戦者
定員先着2,000冊
備考当日直接会場へ
問男女共同参画課☎245-5060 FAX245-
5539

自分再発見セミナー～地域
でイキイキ～

日時11月30日㈪14：00～16：00
内容パーソナルブランディングの視点
で自分の価値を知り、自分の能力を
再発見することを学ぶセミナーをオ
ンラインで開催します。
対象Zoom使用経験者
定員30人
申11月16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

オンライン版市長との対話
会

日時12月5日㈯11：30～12：30
内容テーマ＝新型コロナウイルス感染
症への対応
対象Zoomが使用できる方
定員視聴のみ＝100人、対話＝20人
備考視聴方法など詳しくは、「千葉市
オンライン版対話会」で検索
申11月13日㈮までにEメールで、必
のほか、件名に「オンライン版市長
との対話会」を明記して、広報広聴
課 Eメールkohokocho.CIC@city.chiba.
lg.jp。電子申請も可
問同課☎245-5298 FAX245-5796

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 2020年（令和2年）11月号16 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



市少年自然の家
マンスリーウィークエンド

日時12月5日㈯13：00～6日㈰14：00。1泊
2日
内容たき火で棒巻きパン、モルックで
あそぼう、木のぬくもりクリスマス
カレンダーなどのプログラムを家族
ごとに選択
対象3歳児～中学生と家族
定員10組
料金高校生以上5,340円、中学生4,810円、
小学生4,650円、3～6歳児4,270円、
3歳児未満800円
申11月14日㈯必着。往に必のほか、
参加人数、年齢、学年を明記して、
〒297-0217長生郡長柄町針ヶ谷字中
野1591-40千葉市少年自然の家へ。Eメール
shusai-oubo@chiba-shizen.jpも
可
問同施設☎0475-35-1131 FAX0475-35-
1134

WEB講演「Withコロナ時代
の肝臓病との付き合い方」

日時12月5日㈯13：00～13日㈰
内容千葉大学消化器内科の専門医など
による講演
備考視聴方法など詳しくは、「千葉肝
疾患診療ネットワーク」で検索
問千葉大学大学院医学研究院消化器
内科学☎226-2083 FAX226-2088

ふるさと農園で婚活パーテ
ィー

日時12月6日㈰11：00～14：00
対象20～40歳代で独身の男女
定員各先着10人
持物身分証明書
料金男性3,000円、女性2,000円
申11月27日㈮までに、Eメールで必
を明記して、ふるさと農園 Eメール furu-
noen@tsukahara-li.co.jp。☎257-
9981も可
問同園☎前記 FAX258-1024。月曜日（祝
日の場合は翌日）休園

ふれあい自然観察会

日時12月12日㈯9：00～12：00
内容冬鳥を探しながら、金光院地区谷
津田（若葉区金親町）周辺を散策 
定員15人（小学3年生以下は保護者同
伴）
持物筆記用具、飲み物、雨具
備考集合＝8：50千葉御茶屋御殿跡
解散＝12：00ごろ同所付近。服装は、
長袖、長ズボン、長靴、帽子。小雨
決行
申12月2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、電子申請も可
問同課☎245-5195 FAX前記

劇場体験ツアー「謎解きに
挑戦してコンサート開催‼」

日時12月20日㈰14：00～16：00
場所文化センターアートホール
内容出演＝高知尾純さん（ピアノ）、松
葉梨香さん（ボーカル）、瀧澤行則さ

ん（ダンス）
対象小学4～6年生（保護者同伴可）
定員先着40人
料金1,000円
申電話で、文化センター☎224-8211
問同センター☎前記 FAX224-8231

教室・講座

パソコン教室

日時①エクセル「やさしい関数と表作
成」＝11月11日㈬･18日㈬13：00～ 
16：00。全2回。②ワードで年賀状作
成＝12月9日㈬･16日㈬ 13：00～16：00。
全2回。③ワード入門3か月講座＝
11月13日･27日、12月11日、来年1月
8日･22日、2月12日の金曜日10：00～
12：00。全6回
場所シルバー人材センター
対象文字入力ができる方
定員各先着6人
料金①②4,100円、③7,700円
申11月2日㈪から電話で、同センター
☎265-0070
問同センター☎前記 FAX265-0048

飼い犬のしつけ方教室

日時①11月12日㈭、②
11月19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（犬
の登録･本年度の狂犬病予防注射が
済んでいること）または飼う予定の
方、②①受講予定の方
定員①先着10人、②先着5組
申11月2日㈪から電話で、動物保護指
導センター☎258-7817
問同センター☎前記 FAX258-7818

みどりの楽講「親子けん玉
教室」

日時11月14日㈯10：00～12：00
場所千葉公園蓮華亭
対象小学生以上の方と保護者
定員先着10組20人
料金500円
申電話で、カフェ・ハーモニー☎070-
4325-3650（火～日曜日）
問同施設☎前記または中央･稲毛
公園緑地事務所☎251-5103 FAX 254-
5834

ふるさと農園の教室

料理教室「太巻き祭りずし」
 日時11月20日㈮、12月18日㈮、来年1月
15日㈮9：30～13：00。全3回

　定員24人
　料金4,500円

手作り教室「ハーブでクリスマスリ
ース作り」
　日時11月26日㈭9：30～12：00
　定員18人
　料金3,200円

祭事教室「手軽に楽しめるおせち料
理」
　日時12月4日㈮9：30～14：00
　定員24人
　料金2,000円
申11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。同園HPからも可
問同園☎257-9981 FAX258-1024。月曜
日（祝日の場合は翌日）休園

認知症介護講習会

日時11月21日㈯13：30～15：30
場所文化センター
内容テーマ＝あんしんケアセンターと
は～初めての人へ～、ケアマネージ
ャーって？～何をする人？何をして
くれる人？
対象認知症の方を介護している家族な
ど
定員50人（介護家族を優先）
申11月6日㈮必着。はに必のほか、介
護中の家族かどうかを明記して、〒
260-0026中央区千葉港4-3千葉県社
会福祉センター3階認知症の人と家
族の会へ。 FAX204-8256も可
問同会☎204-8228（月･火･木曜日
13：00～16：00） FAX前記または地域包
括ケア推進課☎245-5267

マンションセミナー

日時11月21日㈯講演会＝13：30～15：30、
相談会＝15：30～16：30
場所中央コミュニティセンター
内容テーマ＝管理組合として考える防
災対策
定員講演会＝先着40人、相談会＝先着
2組
申11月2日㈪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☎245-5849 FAX245-5795

救命講習会

①WEB講習会
　 日時 場所12月1日㈫＝救助救急センタ

ー。12月24日㈭＝セーフティーち
ば。いずれも、14：00～15：30
②パパ＆ママ救命教室
　 日時12月5日㈯10：30～11：15、14：30

～15：15
　場所子育て支援館
③普通救命講習会
　 日時 場所12月8日㈫13：30～16：00、22日

㈫9：00～12：00＝救助救急センタ
ー。12月10日㈭9：00～12：00＝セ
ーフティーちば。12月11日㈮9：00
～12：00＝花見川消防署。12月25日
㈮13：30～16：30＝稲毛消防署

定員①③各先着5人、②各先着5組
申11月2日㈪から電話で、防災普及公
社☎248-5355。同公社HPからも可
問同公社☎前記 FAX248-7748

再就職支援セミナー＆企業
交流会

シニアのための再就職支援セミナー
＆企業との交流会
　日時12月7日㈪13：30～16：30
　 対象おおむね60歳以上で再就職を希

望する方
女性のための再就職支援セミナー＆
企業との交流会
　日時12月8日㈫9：30～12：30
　対象就職･再就職を希望する女性
場所県庁中庁舎10階
定員各先着80人
申11月5日㈭～12月4日㈮に電話で、
県ジョブサポートセンター☎245-
9420
問同センター☎前記、雇用推進課 FAX
245-5669

傾聴ボランティア入門講座

日時12月14日㈪･21日㈪10：00～12：00。
全2回
場所美浜保健福祉センター
内容傾聴に関する講義･ロールプレイ
など
定員先着15人
備考ちばシティポイント対象事業
申11月2日㈪から電話で、美浜区ボラ
ンティアセンター☎278-3252
問同センター☎前記 FAX278-5775

認知症介護基礎研修

日時12月18日㈮9：00～17：00
場所市社会福祉研修センター
対象市内の介護保険施設･事業所の職
員
定員28人（多数の場合選考）
料金1,000円（指定のテキストをお持ち
でない方は別途1,100円）
申11月16日㈪必着。申請書（地域包
括ケア推進課で配布。HP「千葉市　
認知症介護基礎研修」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

相　談

社会保険労務士相談

日時 11月2日 ㈪・16日 ㈪、12月7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、社会保険労務士会千葉支
部☎224-9027
問同支部☎前記 FAX224-9058

外国人のための労働相談･法
律相談

日時①労働＝11月5日㈭。②法律＝11月
21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①11月4日㈬･②20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11月7日～28日の土曜日10：00～15：00
場所司法書士会館（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
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行政書士による相続･遺言･
成年後見相談

日時 場所11月9日㈪＝花見川保健福祉セ
ンター、27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

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11月11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
など
　定員各相談先着8人
　備考1人30分｡ 電話相談不可
　�申11月2日㈪から電話で、広報広聴
課☎245-5609
特設法律相談
　日時11月28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11月2日㈪～19日㈭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

助産師による女性のための
健康相談

日時美浜区＝11月11日㈬、花見川区･緑
区＝20日㈮。いずれも、10：00～
12：00
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･花見川
☎275-6296、緑☎292-2630、美浜☎
270-2221
問健康推進課☎245-5794 FAX245-5659

不妊専門相談

面接相談
　日時11月11日㈬14：15～16：30
　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
　定員先着3人
　申電話で、健康支援課☎238-9925
電話相談
　�日時11月5日～26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

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時11月12日㈭･26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11月2日㈪から電話で、消費生活セ
ンター☎207-3000
問同センター☎前記 FAX207-3111

税の相談会

①税理士による税の相談
日時Ⓐ11月12日㈭･13日㈮＝生涯学
習センター、高洲コミュニティセ
ンター。Ⓑ11月16日㈪･17日㈫＝稲
毛区役所、若葉区役所。Ⓒ11月�
16日㈪＝美浜区役所。いずれも、
10：00～15：00（12：00～13：00を除

く）
　�備考当日直接会場へ。電話予約不可。
②年末調整関係書類の配布
　�源泉所得税と法定調書関係用紙
は、国税庁HP（「年末調整」で検
索）からダウンロードできます。
給与支払報告書は市税事務所・出
張所で配布しています。
　�毎年11月に行っていた年末調整な
どの説明会は、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①ⒶⒷ県税理士会･千葉東支部☎
243-1527、ⓒ千葉西支部☎047-455-
8200、②税務署･千葉東☎225-6811、
千葉南☎261-5571、千葉西☎274-
2111、または課税管理課☎245-
5120 FAX245-5540

分譲マンション相談･アドバ
イザー派遣

日時11月12日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建て替えに関する相談。19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

女性の人権ホットライン

日時11月12日㈭～18日㈬8：30～19：00
（14･15日は10：00～17：00）
内容夫･パートナーからの暴力、セクハ
ラ、ストーカーなどの女性をめぐる
各種の人権問題について。相談先＝
女性の人権ホットライン☎0570-
070-810
問県人権擁護委員連合会事務局☎
247-3555または男女共同参画課☎
245-5060 FAX245-5539

住宅増改築相談

日時11月13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
備考当日直接会場へ
問増改築相談員協議会☎285-3003 FAX
290-0050

建築相談

日時11月15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
☎291-6855（FAX兼用）

心配ごと相談所の相談

法律相談
　日時11月19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･調停中は不可
　�申11月2日㈪～18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10：00～12：00、13：00～
15：00
　�内容民生委員･児童委員などによる
面談および電話での相談
　申電話で、同相談所☎前記
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＝11月19日㈭14：00
～16：00。②アルコール･薬物依存相
談＝11月20日㈮15：30～17：00。③思
春期相談＝11月27日㈮、12月7日㈪
10：00～12：00、11日㈮14：00～16：00。
④一般相談＝12月2日㈬10：00～12：00。
⑤ギャンブル等依存相談＝12月9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11月2日㈪から電話で、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11月24日㈫13：30～16：30
場所美浜保健福祉センター
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3人
備考1人50分程度
申11月2日㈪～12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、 FAX
245-5631、Eメールkateishien.CFC@city.
chiba.lg.jpも可

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
する悩みなどの相談
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

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
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

人権擁護委員常設人権相談

日時平日8：30～17：15
内容差別待遇、名誉毀損、いやがらせ、
いじめなど人権上の悩みごとについ
て。相談先＝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‼

11月1日㈰～10日㈫、HPでWEBアン
ケートを行っています。
テーマ＝「ちばレポ」「自殺対策」「消
防広報」
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

市職員（技能員、民間企業
等職務経験者（保健師））

日時1次試験＝11月28日㈯9：00から
場所美浜保健福祉センターなど
内容①技能員Ａ＝土木事務所などでの
作業、学校での用務など。②技能員Ｂ
＝保育所での調理･用務、学校での調
理など。③民間企業等職務経験者（保
健師）＝保健所、保健福祉センターな
どで、保健指導等の専門的業務に従事
対象①②1980年（昭和55年）4月2日～
2003年（平成15年）4月1日生まれの
方。③1961年（昭和36年）4月2日～
1985年（昭和60年）4月1日生まれで、
保健師免許取得者（見込みも含む）
で、保健師または看護師としての職
務経験を6年以上有する方
定員①6人、②若干名、③5人
備考受験案内（申込書）配布場所＝市
役所1階案内、区役所地域振興課、市
民センター･連絡所など。HP（「千葉
市　職員募集」で検索）から印刷も
可。郵送希望の場合は､ お問い合わ
せください。
申電子申請で、10月26日㈪9：00～11月
9日㈪17：00受信分有効。郵送の場合
は、10月26日㈪～11月5日㈭消印有
効。申込書を、〒260-8722千葉市人
事委員会事務局へ。持参不可
問同事務局☎245-5870 FAX245-5889

2021年度青葉看護専門学
校の学生

内容看護学科（3年課程）
備考申込期間＝11月24日㈫～12月16日
㈬消印有効。申込方法など詳しくは、
HP「千葉市青葉看護専門学校　入試
概要」で検索
問青葉看護専門学校☎202-2030 FAX
202-2505

歩道橋の名付け親

内容歩道橋に名前がつけられます。ネ
ーミングライツ料＝1橋1面あたり年
額15万円以上。契約期間＝3年以上
備考応募条件など詳しくは、HP「千葉
市　ネーミングライツ」で検索
申11月2日㈪から、応募書類（HPから
印刷）を、〒260-8722千葉市役所土木
保全課へ郵送。Eメールdobokuhozen.
COP@city.chiba.lg.jpも可
問同課☎245-5396 FAX245-5579

お知らせ

千葉ロッテマリーンズ
試合日程

11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
11/1㈰ 13：00 楽天
3㈷ 14：00 福岡ソフトバンク
4㈬ 18：00 福岡ソフトバンク
5㈭ 18：00 福岡ソフトバンク
7㈯ 18：00 オリックス
8㈰ 13：00 埼玉西武

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
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ジェフユナイテッド千葉
試合日程

11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

11/4㈬ 19：00 愛媛FC
8㈰ 14：00 モンテディオ山形

　21㈯ 14：00 V・ファーレン長崎
　29㈰ 14：00 ジュビロ磐田

問ジェフユナイテッドファンクラブ
事務局☎0570-064-325、観光MICE企
画課 FAX245-5669

パラスポーツ教室･体験会の
費用を助成

内容障害者を対象とするスポーツ、運
動やレクリエーションなどの教室や
体験会を開催した際の費用の一部を
助成します(上限20万円)。
対象市民団体、障害者団体などの福祉
団体、障害者スポーツ団体など
備考申請方法、対象事業など詳しくは、
HP「千葉市　パラスポーツ振興補助
金」で検索
問オリンピック･パラリンピック調
整課☎245-5296 FAX245-5299

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

大腸がん検診を受けましょ
う

大腸がんは進行するまでほとんど自
覚症状がありません。早期発見のた
めに、40歳になったら年1回の大腸
がん検診（便潜血検査）を受けまし
ょう。市のがん検診を受診するには、
がん検診等受診券シールが必要で
す。届いていない方、紛失した方は
健康支援課へお問い合わせくださ
い。
問健康支援課☎238-9930 FAX238-9946

編集担当T

毎年検診を受けることで
大腸がんでの死亡率が下
がることが知られていま
す。ぜひ、この機会に大
腸がん検診を受け
ましょう。

原爆被爆者の方への
慰問金のご案内

市内在住で原爆被爆者健康手帳をお
持ちの方を対象に、毎年12月に慰問金
を支給しています。今までに一度も申
請していない方、振込先などに変更の
ある方は手続きをお願いします。
申請場所＝保健福祉センター社会援
護課。
申請期限＝11月30日㈪
問医療政策課☎245-5229 FAX245-5554

年末に出る粗大ごみの申し
込みは、お早めに

12月は粗大ごみの申し込みが大変多
く、年内や希望日に回収できない場
合があります。早めに申し込みをお
願いします。
申電話で、粗大ごみ受付センター☎
302-5374（平日9：00～16：00、土曜日
9：00～11：30）。HP（「千葉市　粗大ご
み　申込」で検索）からも可
問収集業務課☎245-5246 FAX245-5477

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（1建
物につき上限75
万円）
対象浸水被害が発
生した地域
備考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

建物の中間検査･完了検査を
受けましょう

建築主は確認済証の交付後に工事に
着手し、中間検査（適用除外あり）と
完了検査に合格して、初めて建物を
使用できます。建物を建てるときは、
必ずこの検査を受けてください。ま
た、手続きを事業者に委託した場合
や中古物件を購入した場合なども、
確認済証、確認申請書の副本、中間
検査合格証、検査済証などの書類を
受け取り、大切に保管しましょう。
問建築情報相談課☎245-5841 FAX245-
5831

がん検診などの集団検診の
定員を縮小

新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、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。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

赤い羽根共同募金にご協力
を

寄付された募金は、地域福祉活動、
福祉施設の整備、福祉団体の活動支
援などに役立てられます。ぜひ、ご
協力ください。
期間＝来年3月31日㈬まで。
募金の方法など詳しくは、HP「千葉
市　赤い羽根」で検索
問県共同募金会千葉市支会☎209-
8868 FAX312-2442

編集担当Y

募金の約80％は、自分の
まちを良くするために使
われています。
共同募金を通じて、より
よいまちづくりに参加し
ませんか。

大気汚染状況9月分

内容市内の測定局で測定した9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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施　設

講座・イベント名 日時・対象・定員
①おやこ工作 「ペットボトルマラ
カスをつくろう‼」

11/8㈰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オープンキッチン「ガトーショコ
ラをつくろう‼」

11/22㈰10：30～12：30のうち、30分ごと
対象4歳児～高校生　定員各回先着4人 

③なかよし工房Aクラス「ミニペッ
トボトルの中に世界をつくろう‼」

11/28㈯14：00～16：00
対象小学～高校生　定員先着10人

④オープン工房「クリスマス飾りを
つくろう‼」

11/29㈰14：00～16：00
対象4歳児～高校生　定員先着10人

☎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人まで）同伴
申当日直接会場へ（①③④13：45、②8：45から受け付け）

子ども交流館

催し名 日時・対象・定員など
①熟睡プラ寝たリウム 11/23㈷16：00～16：40　定員先着100人

②きぼーる星空観察会 12/4㈮･12㈯･25㈮18：00～19：00
定員各20人　備考中学生以下は保護者同伴

③大人が楽しむ科学教室

Ⓐ地球からのギフト 緑の宝石＝12/6㈰、Ⓑ3Dホログ
ラフィ＝12/12㈯、Ⓒ医療福祉を支える技術＝12/13㈰、
Ⓓマイクロバブルを操って脈管を診る方法＝12/19㈯、
ⒺCO2の地層貯留＝12/19㈯、Ⓕ月の成り立ち＝12/20
㈰、Ⓖフグの毒＝12/26㈯、Ⓗ免疫システムと病気＝
12/27㈰。Ⓐ～Ⓒ、Ⓔ～Ⓗ13：30～15：00、Ⓓ10：30～
12：00
対象高校生以上の方　
定員ⒶⒼⒽ先着20人、Ⓑ～Ⓔ先着50人、Ⓕ先着100人　
料金要入館料

申①同館券売機でチケット購入。②11/16㈪必着。往に希望日と参加者全員（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。③電話で同館へ

☎308-0511 FAX308-0520　11/24㈫·25㈬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

科学館

☎207-5820 FAX207-5822　第4月曜日休館

催し
申①～③11/16㈪、④～⑧11/30㈪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

講座名 日時・対象・定員など
①秋からはじめるボラン
ティア‼～身近な5施設
活用術～

11/21㈯13：30～16：30 
対象地域·ボランティア活動をしている方またはこれから
始めようと考えている方　定員30人

②生涯学習ボランティア
フェア

11/21㈯～29㈰
内容展示や体験コーナーによる活動紹介

③はじめてのスマートフ
ォン体験

11/30㈪10：00～12：00
対象スマートフォン使用未経験者　定員10人

④共感を呼ぶ話し方～楽
しい言葉が心をつかむ～

12/13㈰13：30～15：30
対象地域活動をしている方など　定員30人

⑤名画座「河」 12/17㈭10：00～11：35、14：00～15：35　定員各70人

⑥まなぶ先生のスクラッ
チ入門～変数・乱数編～

12/20㈰10：00～12：00、13：00～15：00
対象小学3～6年生で制御コード「もし～なら」を使った
ことがある方　定員各10人

⑦はじめてのLINE
12/21㈪・22㈫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

⑧望遠鏡を作って千葉の
夜空をのぞいてみよう

12/26㈯15：30～18：00
対象小学生と保護者　定員15組30人　料金1組3,500円

生涯学習センター

募集テーマ=地域や社会の課題解決や活性化を目的にした講座（オンライン講座
も可）
募集件数=9講座程度。1団体1講座まで
開催時期=来年5～12月
対象市内を中心に継続して地域活動などを行っている団体
備考募集要項・申請書類は同センターで配布。同センターHPから印刷も可
申12/1㈫～来年1/10㈰に、申請書類を同センターへ直接持参

「市民自主企画講座」の企画案を募集します

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

公民館

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

シニアセミナー「介護
保険制度や認知症予防
方法を学ぶ」

11/19㈭・26㈭10：00～11：30
対象60歳以上の方　定員各先着20人　
申11/2㈪から電話で

シニア向け健康体操教
室

11/21㈯10：00～11：30　
対象60歳以上の方　定員先着15人　
申11/2㈪から電話で
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稲
毛

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

脳イキイキ若返り
トレーニング

11/20㈮10：00～11：30
対象65歳以上の方　定員先着10人　
申11/2㈪から電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

千葉の歴史よもやま話
2

11/17㈫13：30～15：30 
対象成人　定員先着15人 
申11/3㈷から電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

子どもプログラミング
教室「初めてのスクラ
ッチ」

11/29㈰10：00～12：00、13：00～15：00
対象パソコンを使ったことがある小学3
～6年生　
定員各先着10人 
申11/4㈬から電話で

行政書士が教える「納
得の生前対策」

12/12㈯13：30～15：30　
対象成人　定員先着16人
申11/4㈬から電話で

轟公民館
☎251-7998
FAX285-6301

アンサンブルコンサー
トひびけ大正琴～つな
がる絆～

11/29㈰13：30～15：30
対象小学生以上の方　定員先着30人 
申11/3㈷から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

歴史講座～江戸時代の
村と百姓～

11/26㈭10：00～11：30 
対象成人　定員先着16人
申11/4㈬から電話で

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

千葉県にあるお城入門
11/28㈯10：00～12：00 
対象成人　定員先着15人
申11/2㈪から電話で

健康体操でリフレッシ
ュ

11/24～12/8の火曜日10：00～12：00 
対象成人　定員先着10人
申11/2㈪から電話で

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

リサイクル講座①
「立体マスクの作り方
教室」

11/11㈬10：00～12：00  
対象成人　定員先着12人　料金100円
申11/2㈪から電話で

リサイクル講座②
「布ぞうりを作ってみ
よう」

11/18㈬・25㈬10：00～12：00　全2回
対象成人　定員先着12人　料金100円
申11/2㈪から電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

クリスマスケーキ作り
教室

12/5㈯9：30～12：30
対象小·中学生 (小学校低学年は保護者同
伴) 　
定員先着10人　料金700円
申11/30㈪までに電話で

初心者のための撮影講
座Ⅳ

11/14㈯9：30～14：30
対象成人　定員先着10人　持物昼食
申電話で

千城台公民館
☎237-1400
FAX237-1401

津軽三味線演奏会～じ
ょんがら酔いしれライ
ブ～

11/29㈰13：00～14：30　
定員先着20人  
申11/2㈪から電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
FAX254-3135

～世界♪音楽の旅～ウ
ィンターコンサート

11/29㈰14：00～15：00　
定員先着25人　
申11/2㈪から直接来館（1人につき2人
分申し込み可）

シニアのための若返り
教室・秋

11/27㈮13：00～15：00　
対象成人　定員先着15人　
申11/2㈪から電話で

若松公民館
☎231-7991
FAX231-0798

坂月川親子生き物教室
～11月トンボ、12月蛙
と冬鳥～

11/28㈯、12/13㈰13：30～15：30　全2回
対象小学生と保護者　
定員先着5組10人
申11/3㈷から電話で

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

郷土の歴史講座「大椎
城と千葉氏」

11/17㈫10：00～12：00　
対象成人　定員先着20人 
申11/2㈪から電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

秋風コンサート
「箏·尺八＆ハーモニカ」

11/21㈯13：30～14：50
対象成人　定員先着40人
申11/2㈪から電話で

大切なひとを守る‼
救命講習会

11/30㈪13：30～16：30
対象成人　定員先着10人
申電話で

誉田公民館
☎291-1512
FAX292-7487

暮らしに役立つ講座
「成年後見制度につい
て」

11/19㈭13：30～15：30
対象成人　定員先着20人
申11/4㈬から電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

パソコン講座
「ワードとエクセルで
ハガキを作ろう」

12/1㈫～4㈮13：30～16：30　全4回
対象成人　定員先着10人　料金1,200円
申11/4㈬から電話で

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

郷土の歴史講座　「江
戸時代のアウトローと
関八州取締」

11/27㈮10：00～11：30 
対象成人　定員先着30人　
申11/2㈪から電話で

打瀬公民館
☎296-5100
FAX296-5566

パソコン講座
「ワードとエクセルで
ハガキを作ろう」

11/24㈫～27㈮13：30～16：30　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

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-6851

南総里見八犬伝と房総
「歴史、伝説、逸話な
ど」

11/5㈭·19㈭、12/3㈭10：00～12：00　
全3回　
対象成人　定員先着20人　
申11/2㈪から電話で

編物入門「残り毛糸で
レッグウォーマー・帽
子」

11/9㈪・16㈪10：00～12：00　全2回
対象成人　定員先着8人　
申11/2㈪から電話で

中
央

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-1453

今だから取り組みたい
‼心・体・脳の健康づく
り

11/24㈫10：00～12：00　
対象成人　定員先着15人 
申11/4㈬から電話で

運を呼び込む「お正月
の飾り作り」

11/26㈭10：00～12：00　
対象成人　定員先着10人　料金1,300円
申11/4㈬から電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

暮らしのセミナー「初
めての俳句」

11/19㈭・20㈮・27㈮13：00～15：00　
全3回　対象成人　定員先着12人
申11/2㈪から電話で

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-4981

初めての陶芸教室～モ
ノづくりって楽しい‼
～

11/17・24、12/15、来年1/12の火曜日
10：00～12：00　全4回
対象成人　定員先着12人　料金1,000円
申11/2㈪から電話で

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

産後トラブルを軽減す
るママヨガ（託児付
き）

11/10㈫・18㈬・24㈫10：00～11：00　　
対象出産後3カ月以上の方　定員各先着3人
持物動きやすい服装、タオル、飲み物
申電話で

蘇我DEボッチャ
ファミリーカップ

11/23㈷10：00～11：30、13：30～15：00
場所蘇我コミュニティセンター　
対象小学生と家族　定員各先着8組　
持物上履き、タオル、飲み物
申電話で

宮崎歴史散歩
11/25㈬10：00～11：30　
対象成人　定員先着10人　
持物動きやすい服装、タオル、飲み物
申電話で

シュトーレンを作ろう‼
11/29㈰13：00～17：00　
対象成人　定員先着8人　持物エプロン、三角
巾、上履き、密閉容器　料金600円
申電話で

松ケ丘公民館
☎261-5990
FAX263-9280

プログラミング教室
「スクラッチでプログ
ラミング」

11/15㈰10：00～12：00、13：00～15：00
対象パソコンを使ったことがある小学3
～6年生　定員各回先着10人　 
申電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

体の歪みを整える操体
法

11/30㈪13：00～15：00
対象成人　定員先着15人
申11/2㈪から電話で

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

男の和食料理体験教室
11/15㈰10：30～13：30　 対象料理初心者
の男性（夫婦での参加も可）
定員先着12人　料金1,000円
申11/2㈪から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

旅·町文化とマンホー
ル講座～北海道·東北·
千葉～

11/16㈪10：00～12：00　
対象成人　定員先着12人 
申11/2㈪電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

家庭でできる‼
「生ごみ利用の肥料づ
くり」

11/27㈮、12/11㈮10：00～12：00　全2回
対象成人　定員先着15人　料金200円
申11/2㈪から電話で

日本古来の知恵に学ぶ
「エコでお洒落‼ふろ
しきの活用法」

12/10㈭10：00～12：00
対象成人　定員先着15人　料金100円
申11/2㈪から電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

水墨画を描いてみよう
11/13㈮、12/11㈮13：30～15：00　全2回
対象成人　定員先着10人　
申電話で

アロマテラピー講座
「アレンジ色々‼ハー
ブでチンキ剤作り」

11/26㈭10：30～12：30
対象成人　定員先着12人　料金500円
申11/20㈮までに電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

歴史講座
「室町時代初期の千葉
介の動向」

11/29㈰、12/6㈰10：00～12：00　全2回
対象成人　定員先着20人
申11/2㈪から電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

いつまでも元気にもぐ
もぐタイムを続けよう

11/18㈬10：00～12：00  
対象成人　定員先着20人  
申11/2㈪から電話で

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6185

ローズウィンドウをは
じめよう

11/30㈪10：00～12：00　
対象成人　定員先着15人　料金1,500円
申11/3㈷から電話で

クラフトバンド手芸を
はじめよう

11/25㈬10：00～12：00　
対象成人　定員先着10人　料金800円
申11/2㈪から電話で

幕張本郷公民館
☎271-6301
FAX271-0881

フラワーアレンジメント
①クリスマスリース
②クリスマス生花

①12/3㈭·②17㈭14：00～15：30　対象成人
定員各先着10人　料金①1,000円、②1,500円
申11/13㈮から電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

おとなのためのスマー
トフォン講座ー基礎編
・応用編ー

11/24㈫・25㈬10：00～12：00　全2回
対象Androidのスマートフォンを持って
いる成人　定員先着16人
申11/2㈪から電話で

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

誰でも楽しめる世界遺
産－日本とヨーロッパ
ー

11/21㈯・28㈯10：00～12：00　全2回
対象成人　定員先着20人
申11/2㈪から電話で

小中台公民館
☎251-6616
FAX256-6179

初めてのスマートフォ
ン教室

12/3㈭14：00～16：00
対象Androidのスマートフォンを持って
いる成人　定員先着20人
申11/2㈪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 区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

情報けいじばん 2020年（令和2年）11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



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。



冬のおめかし、見にきてネ♡

千葉市のイルミ
マクハリイルミ20/21　青の光に感謝を込めて

千葉ポートタワー　クリスマスファンタジー2020

千葉都心イルミネーション　ルミラージュちば2020/2021

寒い季節の到来です。ぴかぴかのイルミネー
ションで、心をぽかぽかにしませんか。

市内の主なイルミネーション情報は、観光協
会のホームページからご覧になれます。
chiba city　イルミ

JR海浜幕張駅前広場にミラーボールイルミネーションが登場
します。

新型コロナウイルス感染症対策に尽力する医療関係者などへの
感謝をテーマに、ブルーを基調としたイルミネーションで、MA
KUHARIのまちを彩ります。
日　時　11月13日㈮～来年1月17日㈰17：00～23：00
場　所　JR海浜幕張駅前広場
幕張新都心のホテルや商業施設などでも、イルミネーションや

イベントを行います。

問幕張新都心イルミネーション実行委員会事務局
（㈱ライフコミュニケーション）
☎213-6911（平日9：00～17：00）FAXFAX308-7573

★点灯式
　日　時　11月13日㈮
　　　　　17：00～17：30

日本夜景遺産に認定された千葉ポートタワーのイルミネーションツリーが、千葉港の
夜空を彩ります。
★イルミネーションツリー
日　時　11月21日㈯～12月25日㈮
　　　　17：00～21：00（12月24日㈭・25日㈮は22：00まで）
★イルミネーションショー

音楽に合わせてイルミネーションが変化します。
日　時　11月21日㈯～12月25日㈮
　　　　17：00～20：00の30分毎（7回、1回7分程度）
★イルミネーションツリーと工場夜景の特別ナイトクルーズ

千葉港の幻想的な工場夜景とクリスマスイルミネーションを船上から楽しめます。
日　時　11月21日～12月19日の土曜日、12月24日㈭·25日㈮17：00～17：50
定　員　各先着60人
料　金　大人1,200円、小･中学生600円（ポートタワー入館料含む）
＊開催日の14：00～16：30にポートタワー1階団体受付でチケットを購入

問千葉ポートタワー ☎241-0125 FAXFAX203-1588

新型コロナウイルス感染症対策に奮闘する皆さんへの感謝·応援·早期収束の願いを込めめて開催て開催
します。暗い海を照らす灯台の光を、世の中を照らす希望の光になぞらえ、青の灯台を中央公園
に設置し、青色のイルミネーションで街を彩ります。
　日　時　12月14日㈪～来年2月3日㈬17：00～23：00（12月31日㈭は翌3：00まで）
　場　所　中央公園プロムナード（JR千葉駅前大通り）、中央公園周辺、通町公園
＊通町公園は12月26日㈯から提灯を飾ります
問千葉都心イルミネーション実行委員会事務局
　（千葉商工会議所内）

☎227-4103 FAXFAX227-4107

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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千葉市動物公園　ツイッター　

秋の味覚の代表といえば、市にゆかりの深
いサツマイモ。江戸時代に蘭学者の青木昆陽
が現在の花見川区幕張町で甘

かんしょ

藷（サツマイモ）
の試作に成功したことから、千葉市は甘藷栽
培発祥の地とも言われています。

選ぶときは、皮の色が均一·鮮やかで、ハリ

市内ではさまざまな農産物がつくられています。産地ならではの、
新鮮で旬の農産物をおいしくたべませんか？

旬…10～1月

サツマイモとピーナツの茶巾しぼり

サツマイモ

〈材　料〉4個分
サツマイモ …90ｇ
ピーナツ　 …5g
砂糖　　　 …小さじ1/2
マヨネーズ …大さじ1/2

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）
車いすテニスから転身した「練習の虫」
集中して狙うは金メダル‼

くさん命中して楽しかった」。車いすテニス引退から2年、アスリート
としての復活に迷いはありませんでした。

やると決めたらとことん突き進むのが彼女流。「競技歴が短い私は、
とにかく練習するのみ」。70メートル先の直径122センチメートルの
的に向かって、1日で300本もの矢を放ちます。「練習はうそをつかな
い。この練習量が私の自信」。超人的な集中力と豊富な練習量を武器
に、重定選手はアスリートとしての才能を再び発揮、競技を始めて2
年後の2017年、日本選手権で初優勝すると、2019年6月にオランダ
で行われた世界選手権で3位に入り、東京2020大会の代表内定選手と
なります。その後も、同年10月のアジア大陸選手権で個人金メダル、
今年の2月にドバイで行われたワールドランキングトーナメントでも
男女ペアで優勝し、着実に力をつけてきました。
東京2020パラリンピックに向けて

現在は「表彰台の一番上で国歌を歌う」ため、ひたむきにトレーニ

猛練習。国内ランキング6位まで上り詰め、「ただ楽しかった」と20
代を一気に駆け抜けます。30歳を過ぎてから限界を感じた彼女は、
11年続けた車いすテニスを引退します。
アーチェリーの選手として復活

未練はなかったはずの彼女は、日に日に「自分を変えてくれたスポ
ーツの世界に戻りたい」と考えるようになり、「対人競技の次は一人で
没頭できる個人競技をしたい」との思いに至ります。そんな時、地元
北九州の体育館でアーチェリーの練習が行われていることを聞きつけ
ます。「ちょっと試しにやってみようかな」と感じた彼女は練習に参
加、アーチェリーに魅力を感じます。「短い距離だったけど真ん中にた

ングを続けています。
「もっと強くなりたい」と
モチベーションを保ち、
晴れの舞台で「愛車」と
ともに金メダルという目
標に照準を定めていま
す。

重
し げ

定
さ だ

知
ち

佳
か

選手 アーチェリー×
「愛車」と車いすテニス

「デザインがかっこよく、乗り心地もいい」。
市内の会社が製造する競技用車いすを愛用して
18年。重定知佳選手は、その間車いすテニスか
らアーチェリーに競技が変わっても、ずっと「愛
車」とともに戦っています。
「愛車」に乗り始めたのは高校卒業後。中学2

年生の時に両足がまひする難病と診断された彼
女は、車いすテニスをしていた会社の同僚から
競技に誘われます。一つのことを黙々と努力で
きると自己分析するとおり、彼女は競技仲間と

日直　ローラ
（ニシゴリラ）

わたしはローラ。みなさん、何かか
んちがいしているけど、わたしはゴリ
ラじゃないわ。人間よ。だって、生ま
れたときから人間に育てられてきたん
だもの。

わたしは2008年12月に千葉へや
ってきたわ。その前は埼玉（東武動物
公園）や東京（上野動物園）に住んで

©林テレンプ㈱©林テレンプ㈱
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いたの。東京ではいろいろなゴリラと同居したけど、仲良くなれなか
ったわ。ここ千葉でもそう。だって、わたし人間よ？ゴリラはかわい
いけど、一緒に住むことはできないわ。

そうそう、わたし美容のために毎日
トマトを食べるようにしているの。お
いしくて、体の中からきれいになれる
って最高よね。ほかには、セロリの葉
っぱが好き。ご飯を食べているときや
気分がいいときには、ついついハミン
グしちゃうわ。あ、そういえば、口笛も得意なのよ。もし、わたしが
口をとがらせていたら、耳をすませてよく聞いてみてね。何の曲か当
てた人には、わたしがしゅ味で集めているミミズを差し上げるわ。い

らないとは言わせないわよ。
わたしのことをもっと知りたい人は、

動物公園のTwitterをチェックしてみて
ね。毎日、わたしの友達（飼育員）が今
日のローラをしょうかいしているわ。

問動物公園 ☎252-1111 FAXFAX255-7116

①ピーナツはあらかじめ細かく砕いておく。
②サツマイモは皮をむき、一口大に切って水にさらす。
③ サツマイモにラップをかけ、電子レンジでやわらかくなるまで、

3分ほど加熱する。
④加熱したサツマイモをつぶして、ピーナツと調味料を混ぜる。
⑤ラップでつつんで、しぼる。
問農政課 ☎245-5758 FAXFAX245-5884

とツヤがあり、表面に傷や凹凸がないもの、見た目がふっくらした
ものを選びましょう。品種によって食感はさまざまで、ほくほく系
では紅あずま、しっとり系では紅はるかがおすすめです。

♪♪
♪♪

うーん、今日
もトマトおい
しかったわー

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、1日㈰9：00～9：15「芸術の秋‼新しくなった千葉市美術館を紹介♪」
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