
一刻一刻をを争う、争う、命命ののためにために

新たに芽吹き始め新しい成長の礎になるという意味があるそうです。市制施行100周年の節目の
年が過ぎ、令和4年は政令指定都市に移行して30周年にあたります。新たな100年に向けて歩み
だす年になりますが、現在新しい「千葉市基本計画」を、市民一人ひとりが自分らしく活躍でき、
千葉市が輝き続けられるまちになるようにとの思いを込めて策定を進めています。

今年は感染再拡大に備えた新型コロナ対策と、社会経済活動を元に戻していく取り組みの両立
を図ってまいります。懸念される第6波に即応できる保健所の体制整備、病床･宿泊療養施設の確
保のほか、3回目のワクチン接種を進めています。また、国の経済対策で行われる子育て世帯等へ
の現金給付を速やかに進めるほか、市内事業者の皆様の事業継続や雇用支援を強化し、需要を喚
起する支援策も検討しています。そして2月に車いすラグビー日本選手権、4月にはオリンピック
で注目を集めたスケートボードやBMXなどの祭典であるX Gamesが、5月には男子U23車いす
バスケットボール世界選手権など、トップレベルのスポーツイベントが市内で開催されます。パ
ラスポーツの魅力や新しいアクションスポーツを間近に見られる機会になります。

将来に向けてさらに都市機能を向上させながら、自然の豊かさをより身近に感じられる環境の
形成など持続可能なまちづくりを具体化する1年にしたいと考えています。

年頭に当たり市民の皆様のご健勝とご多幸を祈念して、ご挨拶といたします。

明けましておめでとうございます。今年の干支は壬寅（みずのえとら）で、 

神谷　俊一新年を迎えて

世帯数　454,692世帯　面積　271.76km2
(男　482,184人　女　495,473人）
人口　977,657人　前月（11月）比 50人増
千葉市データ （2021年12月1日現在）

千葉市役所　☎043-245-5111（大代表）
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
ホームページ　https://www.city.chiba.jp

C o n t e n t s

救急車の適正利用を•••• • • • • • • • • • • • • • • • 2～3
市政カレンダー•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10～11

情報けいじばん•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12～17

区版••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20

≪同時配布≫•暮らしの情報いずみ

＊2020年国勢調査（確報値）に基づいた推計人口
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FAX043-248-4894
利用時間（年中無休）　8：30～21：00
（土･日曜日、祝･休日は17：00まで）市役所コールセンター

市役所･区役所へのお問い合わせは

☎043-245-4894
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救急統計によると2019年の救急出動件数は、
60,084件でした。これは、1日平均164.6件、8.7
分に1回の割合で出動していることになります。

搬送された方の傷病程度は、軽症が最も多く、全
体の53.6%を占めています。

会社を休まなくて済む、日中より空いてそうなど、自
己都合により救急外来を受診するのはやめましょう。
救急外来は、限られた医療スタッフで運営しているた
め、詳しい検査などを受けられないことがあります。よ
り充実した診療を受けるために、昼間の診療時間にかか
りつけ医などを受診しましょう。

　緊急性のない病気やけがは、自家用車やタクシーなどを利用しましょう。

自家用車などを使えない方へ
市では、乗務員や車両資器材などの一定の搬送基準を満
たした事業者を患者等搬送事業者として認定しています。
事業者は、ねたきりの方や身体障害者などをストレッチャ
ーや車椅子を使って病院などへ搬送します。
事業者など詳しくは、 千葉市　患者等搬送　

私たちの身近にいて、病歴や体質のほか、家族の過去
の病気などをよく知る、かかりつけ医を持つことが大切
です。
特に、子どもや高齢者のいる
家庭では、かかりつけ医を持つ
と安心です。

・日焼けが痛いから、どうにかしてほしい。
・�ちょっと体調が悪いかもしれないから、血圧を測ってほ
しい。
・眠れない、寂しいから、話を聞いてほしい。

夜間や休日に急な病気になった人のために、夜間応急診療
（夜急診）や休日救急診療所などの体制を整備しています。
なお、処方薬は原則として1日分だけです。
診療科目など詳しくは、５面をご覧ください。

•�〇〇病院に通院の予約をしている、入院が決まっているから、連れてい
ってほしい。
•�疲れた、酔っ払ったから、家に連れていってほしい、救急車の中で休ま
せてほしい。

　実際にあった市への通報の中には、緊急性がないものや救急車をタクシー代わりに
考えているものなど、不適切な通報があります。このような通報はやめましょう。

実際にあった
　　　不適切な通報

救急車が119番通報を受け
てから現場に到着するまでの平
均時間は、9.2分です。
出動件数が増加し、また軽症
者の利用も多く、年々到着が遅
くなっているため、生命に危険
が迫っている重篤な傷病者の命
を救うことができない恐れがあ
ります。

救急出動件数は、
年々増加しています。
2019年の60,084件
は、1999年と比べて
約1.7倍になっていま
す。

　市では、突然の重い病気やひどいけがをした人に応急手当を行い、適切な医療
機関に迅速に搬送するため、救急車を26台配置し、24時間体制で対応していま
す。しかし、搬送された方の半数以上を軽症者が占めていることなどにより、救
急車の現場到着時間が年々遅くなっています。
　緊急性のない病気や軽いけがの場合はかかりつけ医や夜間･休日診療などを利
用し、判断に迷う場合は電話相談をするなど、救急車を適正に利用しましょう。
問消防局救急課 ☎202-1657 FAXFAX202-1659

助かる命を救うために

救急車の
� 適正利用を

救急車の出動件数

通報から現場までの平均到着時間

救急安心電話相談･こども急病電話相談
すぐに医療機関を受診した方が良いか、救急車を呼ぶべきか迷
ったときに、看護師や医師、小児科医のアドバイスを受けること
ができます。相談番号や相談日時は５面をご覧ください。

全国版救急受診アプリ（Q助（きゅーすけ））
該当する症状や症候を画面上で選択していくと、緊急度に応じた
必要な対応が表示されます。その後、医療機関や受診手段の検索を
行うことができます。詳しくは、 Q助　

このような場合は、重大な病気やけがの可能性があります。119番通報し、救急車を要請してください。

119番通報を受けてから病院に患者を搬送するまで、救急隊はどんな
ことをしているでしょうか。救急搬送の主な業務を紹介します。

現場に到着すると、観察資器材を持って患者の元に
駆け付け、患者を観察します。

　病院で患者を医師に引き継い
だ後、車内と資器材をアルコー
ルなどで消毒します。
その後、消防署に引き上げま
すが、途中で次の出動をするこ
とも多々あります。

カーナビで現場の場所を
確認してから出動します。

病院に受け入
れの問い合わせ
をします。病院
が決まったら、
病院に向かいま
す。

出動指令が流れると、
感染防止衣を着て、救急
車に乗り込みます。

出動指令

患者を救急車に運ぶ 受け入れ先の病院を決め、出発 患者を医師に
引き継ぎ、帰署

出動 患者の観察

救急搬送の現場

観察をした
後、患者を救
急車に運びま
す。

その他
0.0％

軽症
53.6％

搬送された
傷病者
51,956人

中等症
42.7％

死亡
0.9％ 重症

2.7％

タクシー代わりの通報緊急性のない通報

かかりつけ医を持つ

できるだけ昼間の診療時間内に受診する

救急車ではなく、自家用車やタクシーなどを使う

緊急時、症状が軽い場合は、夜間･休日の応急診療へ

軽症＝入院を必要としないもの
中等症＝3週間未満の入院を必要とするもの
重症＝3週間以上の入院を必要とするもの

半数以上が軽症者

出動件数は、20年前の約1.7倍に

救急車が現場に到着するまでの平均時間は、9.2分

救急車はどのくらい出動している？

救急車を本当に必要な人が利用できるために、私たちができること

こんな症状のときは、ためらわず119番を‼

救急車を呼ぶか迷ったときは…

1

4 5 6

2 3

救急隊の
お仕事拝見！

＊�2008年以前は、通報
から指令までの時間
として1.3分を加算し
ています。

9.2分7.2分

⃝突然の激しい腹痛
⃝�激しい腰痛が持続する
⃝血を吐く
⃝�便に血が混ざる、または、
真っ黒い便が出る

⃝突然の激痛
⃝�急な息切れ、呼吸困難
⃝�胸の中央が締め付けられ
るような、または圧迫さ
れるような痛みが2〜3
分続く
⃝�痛む場所が移動する

大人

胸や
背中

おなか

⃝突然のしびれ
⃝�突然、片方の腕や足に
力が入らなくなる

手･足

⃝突然の激しい頭痛
⃝突然の高熱
⃝�支えなしで立てないぐら
い急にふらつく

頭顔

⃝�顔半分が動き
にくい、また
は、しびれる
⃝�にっこり笑う
と口や顔半分がゆがむ
⃝�ろれつが回りにくく、
うまく話せない
⃝�見える範囲が狭くなる
⃝�突然、周りが二重に見
える
⃝顔色が明らかに悪い

子ども（15歳以下）

⃝手足が硬直している

手･足

⃝�頭を痛がって、けい
れんがある
⃝�頭を強く打って、出
血が止まらない、意
識がない、けいれん
がある

頭

⃝唇の色が紫色
⃝顔色が明らかに悪い

顔

⃝�激しい咳やゼーゼー
して呼吸が苦しそう
⃝呼吸が弱い

胸

⃝�激しい下痢や嘔吐
（おうと）で水分が取
れず食欲がなく意識
がはっきりしない
⃝�激しいおなかの痛み
で苦しがる
⃝�嘔吐（おうと）が止
まらない
⃝便に血が混じった

おなか

その
ほか

⃝�虫に刺されて全身にじんま
しんが出て、顔色が悪い
⃝痛みの強いやけど

　このほかにも、すぐに119番通報
が必要な場合があります。詳しくは、
119番通報　症状

大人・子ども共通
・意識がない、または、おかしい
・けいれんが止まらない
・物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい
・大量の出血を伴うけが

・広範囲のやけど
・交通事故で強い衝撃を受けた
・冷や汗を伴うような強い吐き気
・溺れた　など

？

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！ 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
定期利用追加受付（二次募集）

所得税の確定申告書の作成相談は
予約が必要です

一次募集の後、キャンセルなどで空きがある指定自転車駐車場（駐
輪場）の利用者を募集します。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125㏄以下）
も対象となります。
利用期間　4月～来年3月　　利用料金　駐輪場により異なる
申込期間　1月7日㈮～17日㈪
申込方法　�利用を希望する駅の駐輪場管理棟＊または駅がある区の

地域振興課で、専用の申込書を記入して提出。電子申請
も可。

　　　　　＊�東千葉駅駐輪場は千葉駅北口第3･東口第2(地下)駐輪
場管理棟、京成検見川駅駐輪場は新検見川駅第10駐輪
場管理棟、みどり台駅駐輪場は西千葉駅第1駐輪場管
理棟、学園前駅駐輪場はおゆみ野駅第1駐輪場管理棟

受付時間　•駐輪場管理棟　月～土曜日7：00～18：00
　　　　　　�ただし、稲毛駅第1･2駐輪場管理棟は月～土曜日�

7：00～18：00、日曜日･祝日9：00～17：00。千葉駅
東口第2（地下）駐輪場管理棟は24時間（1月7日㈮は
7：00から）

　　　　　•区役所地域振興課　平日8：30～17：30
　　　　　•電子申請　24時間（1月7日㈮は9：00から）
注意事項　•郵送での申し込みはできません。
　　　　　•�一次募集全てに落選し、二次募集の自動応募を選択し

た方は申込不要です。ただし、申込内容を変更する場
合は、改めて二次募集の申し込みが必要です。

二次募集後も空きがある駐輪場は、3月1日㈫から先着順（海浜幕張
駅のみ抽選）で三次募集を行います。
申込方法や料金など詳しくは、 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

昨年、区役所などの所得税確定申告書の作成相談特設会場では、先
着順の事前予約制で人数制限を行いましたが、今年は抽選の事前予約
制で人数制限を継続します。
なお、市･県民税申告書の作成相談は、例年どおり予約不要です。
相談日時　2月16日㈬～25日㈮の平日9：00～15：00
相談会場　�花見川区役所2階、若葉区役所2階、鎌取コミュニティセ

ンター3階、美浜区役所4階
　　　　　＊�今年は、中央･稲毛･緑区役所では、所得税の確定申告

書の作成相談を行いません。
対　　象　�2022年1月1日時点で満65歳以上の方または障害のあ

る方で、2021年中に公的年金や給与以外の収入がない
市内在住の方。

　　　　　ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
　　　　　•�寄附金控除（ふるさと納税含む）または雑損控除を受

ける方
　　　　　•2020年以前分を申告する方
　　　　　•�亡くなった方や出国する方の代わりに申告をする方
　　　　　•初めて住宅ローン控除を受ける方
申込方法　�1月11日㈫～21日㈮必着。電子申請で。申込書（市税

事務所市民税課、市税出張所で配布。ホームページから
印刷も可）を市税事務所市民税課へ郵送または市税事務
所市民税課、市税出張所へ直接持参、電話で申告予約受
付センター�☎275-6514（平日9：00～17：00）も可。

　　　　　抽選結果は1月下旬に発送。重複申込は無効。
　　　　　 千葉市　申告相談予約

問市税事務所市民税課
　東部（中央･若葉･緑区）☎233-8140�FAXFAX233-8354
　西部（花見川･稲毛･美浜区）☎270-3140�FAXFAX270-3227

長期にわたり使用できる住宅（認定長期優良住宅）を新築した場合、
申告により固定資産税（家屋）の減額措置が受けられます。
主な要件　�2021年1月2日～2022年1月1日に新築された認定長

期優良住宅で、居住部分の床面積が建物全体の2分の1以
上あり、50平方メートル以上280平方メートル以下で
あること

減額割合　2分の1（120平方メートル相当分まで）
減額期間　5年間（3階建以上の耐火構造住宅などは7年間）
申 告 先　�1月31日㈪までに、当該住宅の所在地を管轄する市税事

務所資産税課へ。
認定要件や必要書類など詳しくは、お問い合わせください。

問市税事務所資産税課
　東部（中央･若葉･緑区）☎233-8145�FAXFAX233-8376
　西部（花見川･稲毛･美浜区）☎270-3145�FAXFAX270-3227

乳幼児から大人まで、誰でも楽しめる吹奏楽
コンサートです。
日　　時　2月19日㈯10：30～11：30
会　　場　若葉文化ホール
定　　員　245人

消防隊の訓練や消防車などが見学できます。普段見ることのない、
消防の世界をのぞいてみませんか。
日　　時　1月29日㈯10：00～12：00　雨天中止
会　　場　セーフティーちば
内　　容　•消防隊訓練見学
　　　　　•消防車･救急車などの見学
　　　　　•地震体験　など
定　　員　110人
申込方法　�1月4日㈫～10日㈷にEメールで、家族ごとの必要事項

12面のほか、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

申込方法　�1月11日㈫～17日㈪にEメール（1通1家族）で、必要事
項12面のほか、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

償却資産の所有者には、資産の内容を申告する義務があります。
対　　象　�1月1日現在、市内に事業用の償却資産（建物を除く構築

物、機械･装置、自動車税（種別割）･軽自動車税（種別
割）が課税されない車両･運搬具、工具･器具･備品など）
を所有している方

申 告 先　1月31日㈪までに、東部市税事務所法人課へ。
　　　　　＊電子申告もできます。詳しくは、 eLTAX　

問東部市税事務所法人課�☎233-8146�FAXFAX233-8376

固定資産税（家屋）の減額措置 消防音楽隊ウインターコンサート

消防局市民見学会

償却資産の申告はお早めに‼

市･県民税第4期の納期限は1月31日㈪です。口座振替の方は残高をご確認ください。
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フリマアプリ講習会 高齢犬の飼い方教室

子猫のお見合い

救命講習会に参加しましょう

フリマアプリ「メルカリ」を使って、家庭で不用
となった物の出品方法などを学び、手軽にリユース
に取り組んでみませんか。
日　　時　�1月22日㈯①9：30～11：30、②�

13：00～15：00、③16：30～18：30

高齢犬のケアに必要な知識や、困りごとへ
の対処法などを解説します。Zoomでのオン
ライン開催です。
日　　時　1月20日㈭13：30～16：00
対　　象　市内在住の方
定　　員　先着20人

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　譲渡　

日　　時　1月19日㈬
　　　　　＊お見合い時間は1組30分。
　　　　　　時間は申し込み後、決定。
会　　場　動物保護指導センター
対　　象　愛玩目的で終生適正に飼うことができる方
申込方法　�1月7日㈮～14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。

問動物保護指導センター�☎258-7817�FAXFAX258-7818

備　　考　�自宅で受講できない場合は、動物保護指導センターでの
受講も可（定員先着10人）。

申込方法　1月6日㈭から電話で、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

家族や友人の命を救うため、また、いざというときに慌てないため
に救命方法などを学んでおきましょう。
①普通救命講習会
成人に対するAEDを用いた心肺蘇生法、気道異物除去法、止血法を
学びます。
②普通救命講習会Ⅲ
小児･乳児に対するAEDを用いた心肺蘇生法、気道異物除去法、止
血法を学びます。
③上級救命講習会
①、②の内容に加え、外傷の手当て、搬送法を学びます。
④パパ＆ママ救命教室
短時間で、乳児に対する心肺蘇生法、気道異物除去法を学びます。
⑤上級救命再講習会
普通救命講習会に準じた内容で、救命処置の内容を再確認します。
⑥普通救命講習会（WEB講習会）
インターネットで事前に学習して講習時間を短縮できます。

会　　場　�①美浜区役所、②中央コミュニティセンター、③おゆみ
野公民館

対　　象　�市内在住で、フリマアプリの操作方法に自信がない方な
ど

定　　員　各先着8人
申込方法　�1月4日㈫～13日㈭に電話で、廃棄物対策課へ。FAX･Eメール�

haikibutsutaisaku.ENR@city.chiba.lg.jpも可（必要事
項12面を明記）。

詳しくは、 千葉市　フリマアプリ講習会　

問廃棄物対策課�☎245-5379�FAXFAX245-5624

対　　象　⑤は③を修了した方
料　　金　③1,000円
申込方法　�1月4日㈫から電話で、防災普及公社へ。ホームページか

らも可。
詳しくは、 千葉市　救命講習　

問防災普及公社�☎248-5355�FAXFAX248-7748

協力医療機関による年始の応急診療
年始は、次の医療機関で応急診療を行っています。
診療科目＝内科、診療時間＝9：00～17：00
診療実施日 医療機関 所在地 電話番号
1月3日㈪ 斎藤労災病院 中央区道場南1-12-7 227-7437

診療　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、詳しい検査やインフルエンザの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

講習 日時 会場 定員

①

2/1㈫　13：30～16：30 救助救急センター

各先着5人

2/3㈭　　9：00～12：00 セーフティーちば
2/4㈮　13：30～16：30 花見川消防署
2/8㈫　13：30～16：30 救助救急センター
2/10㈭　9：00～12：00 セーフティーちば
2/15㈫13：30～16：30 救助救急センター
2/17㈭　9：00～12：00 セーフティーちば
2/20㈰13：30～16：30 救助救急センター
2/25㈮　9：00～12：00 稲毛消防署

② 2/12㈯　9：00～12：00
セーフティーちば③ 2/2㈬　　9：00～17：00

2/26㈯　9：00～17：00

④ 2/5㈯10：30～11：15、
14：30～15：15

子育て支援館 各先着5組

⑤ 2/6㈰　　9：00～12：00
セーフティーちば 各先着5人2/16㈬13：30～16：30

⑥ 2/24㈭18：30～20：00

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。
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❸�マイナンバーカード作成時に設定し
た、券面事項入力補助用の暗証番号
4桁を入力

▪3回目の接種で使用するワクチン

▪ワクチン接種を受けたことの証明をしたいときは

3回目の接種に使用するワクチンは、ファイザー社製とモデルナ社製のワクチンのいずれかです。3回目の接種では、1･2回目の接種で使用し
たワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチンであるファイザー社製またはモデルナ社製ワクチンのどちらも使用することができます。
また、接種券は接種開始月の前月を目安にお届けします。

国では、日常生活や経済社会活動における
感染リスクを引き下げるため、渡航やイベン
トの参加、飲食店の利用などの際に新型コロ
ナワクチンの接種を受けた証明を活用するこ
とを想定した仕組みづくりが行われていま
す。証明を活用する際は、事前に渡航先やイ
ベント、飲食店などの案内をご確認いただき、
本人確認書類とあわせてお持ちください。

国において、米国の研究で、交互接種を伴う3回目の接種の抗体価の上昇は良好であるほか、副反応に関しては、1･2回目の
接種で報告されたものと同程度であり、交互接種と、同じ種類のワクチンの接種で差が無かったとの報告があったと示されて
います。

▪交互接種（違う種類のワクチンの接種）を受けたらどうなるの？

本紙掲載の催しは、新型コロナウイル
スの影響で中止や内容などを変更するこ
とがあります。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

●�感染予防や健康の不安などについての
　相談は
　新型コロナウイルス感染症相談センター
　☎238-9966　9:00～19:00
　耳や言葉の不自由な方
　FAXFAX307-7274
　Eメールchibashicorona@city.chiba.lg.jp

●�ワクチンの接種予約、接種場所、接種券発行
については
市コロナワクチン接種コールセンター
☎0120-57-8970
8:30～21:00（土･日曜日は18：00まで）
耳や言葉の不自由な方
FAXFAX245-5128�Eメールcv-call@city.chiba.lg.jp

▪相談･問い合わせ

認知症介護交流会

不妊専門電話相談

生きものとして生きることの大切さ
38億年の生命の歴史から、生きものとして生きる大切さを学びます。
日　　時　1月21日㈮14：00～16：00
会　　場　文化センター
内　　容　講師＝中村桂子さん（JT生命誌研究館名誉館長）
定　　員　先着150人
申込方法　電話で、生涯現役応援センターへ。

問生涯現役応援センター�☎256-4510�FAXFAX256-4507

助産師が、不妊や不育症に関する悩みなどの相談に電話で応じます。
相 談 時 間　�1月6日～27日の木曜日15：30～20：00（最終受付

19：30）
相談専用電話　090-6307-1122

問健康支援課�☎238-9925�FAXFAX238-9946

認知症の方の介護について、どのように
対応したらよいのか悩んでいませんか。
認知症を正しく理解するとともに、介護
のヒントを得たり、心の負担を軽減する場
として、介護者や経験者などの交流会を行
います。
日　　時　1月14日㈮13：30～15：30
会　　場　緑保健福祉センター
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
申込方法　�1月13日㈭までに電話で、認知症の人と家族の会へ。個

別相談は、1月7日㈮までに申し込み。
問認知症の人と家族の会
☎204-8228（月･火･木曜日13：00～16：00）FAXFAX204-8256
地域包括ケア推進課�☎245-5267

新型コロナウイルス感染症関連情報

オンライン予防接種証明の取得方法
❶�接種証明書アプリを
ダウンロード

❷�マイナンバーカードを
読み取る

❹�海外渡航に利用する場合
は、旅券を読み取る

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

＊�スマートフォンやマイナンバーカードをお持ちでない方は、郵送で書面の予防接種証明の交付申請も受け付けています。詳しくは、市コ
ロナワクチン接種コールセンター【下記】にお問い合わせください。

日　　本　　国
旅　券

PASSPORT

JAPAN
国 /Type 旅券番号 /Passport No.発行国 /Issulng country

P                JPN AB01234567
姓 /Surname

名 /Glven name

国　籍 /Nationallty 生年月日 /Date of birth

性別 /Sex 本     籍 /Begisterel Domiclle

発行年月日 / at of lss 所持人自署 /Signature of bearer

有効期限

発行官庁 /Authority

P<JPN          <<          <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

AB01234567JPN000000000A00000000000<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<00

JAPAN      00  JAN  000

M            TOKYO

00 MAY 2000

00 MAY 2000
MINISTRY OF

FOREING FFAIRS

日　　本　　国
旅　券

PASSPORT

JAPAN
国 /Type 旅券番号 /Passport No.発行国 /Issulng country

P                JPN AB01234567
姓 /Surname

名 /Glven name

国　籍 /Nationallty 生年月日 /Date of birth

性別 /Sex 本     籍 /Begisterel Domiclle

発行年月日 / at of lss 所持人自署 /Signature of bearer

有効期限

発行官庁 /Authority

P<JPN          <<          <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

AB01234567JPN000000000A00000000000<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<00

JAPAN      00  JAN  000

M            TOKYO

00 MAY 2000

00 MAY 2000
MINISTRY OF

FOREING FFAIRS

予防接種証明がオンラインで取得できます（②③の場合）
　マイナンバーカードを持っていれば、スマートフォンを使ってオンラインでの取得ができます。

③�海外用の予防接種証明
国外での証明として

氏名

住所

マイナンバーカード読取中

しばらくお待ちください ...

国内での証明として
①�予防接種済証･接種記録書 ②�国内用の予防接種証明
　�（撮影した
画像、コピ
ーも可）

デジタル庁ホームページ

（イメージ）（イメージ）

　�（イメ
ージ）

　�（イメ
ージ）

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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インフルエンザ予防接種の費用助
成を1月末まで延長します
1月にインフルエンザ予防接種を受けた場合も、費用助成の対象に
なります。
①65歳以上の方など
対　　象　次のいずれかに該当する方
　•�1957年（昭和32年）1月1日以前の生まれで接種日に65歳以
上の方

　•�1957年（昭和32年）1月2日～1962年（昭和37年）1月1日
生まれで接種日に60歳以上の方のうち、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

手続の流れ　申請不要。協力医療機関で接種し、自己負担額1,800円
を支払う。

　＊�生活保護受給世帯や市民税非課税世帯などは、自己負担額が免
除になります（免除対象確認書類を医療機関へ提出）。

②65歳未満の方
対�　　象　2021年（令和3年）7月1日以前の生まれで、接種日に
生後6カ月以上の方で①以外の方

手続の流れ　医療機関で接種し、接種費用を全額支払う。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）に領収
書などを添付して、郵送で申請（2月28日㈪必着）。後日、接種費
用から1,800円を引いた金額を指定の口座へ還付（上限3,000円）。

協力医療機関、申請書類など詳しくは、 千葉市　インフルエンザ

問市予防接種電話相談窓口�☎307-6601
感染症対策課�FAXFAX238-9932

保育園などの4月からの利用児童
を追加募集

弁護士による養育費相談

新春市民凧あげ大会

子ども読書講座

絵本読み聞かせ講座

泉自然公園　野鳥ガイド

保育園･認定こども園（保育認定）･小規模保育･家庭的保育･事業所
内保育のうち、4月からの受け入れ枠に空きが出た園を利用する児童
を追加募集（二次選考）します。
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。
申請方法　�2月10日㈭必着。申請書に必要書類を添付して、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
たは直接持参。

注意事項　�一次選考で不承諾となった方が希望園を追加･変更する
場合は、届け出が必要です。詳しくは、申請した区の保
健福祉センターこども家庭課へご相談ください。

詳しくは、 千葉市　令和4年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�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

離婚に伴う養育費などについて、弁護士が相談に応じます。
日　　時　1月28日㈮13：30～16：30（1人50分程度）
会　　場　若葉保健福祉センター
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　3人
申込方法　�1月4日㈫～13日㈭必着。はがきに必要事項12面を明記

して、〒260-8722千葉市役所こども家庭支援課へ。電
話、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

正月の風物詩、新春市民凧あげ大会を
開催します。自慢の凧で新春の空を飾っ
てみませんか。
日　　時　�1月9日㈰10：00～12：00

雨天中止
会　　場　いなげの浜(稲毛海浜公園内)

本の企画から私たちの手に届くまでを、出版社の編集者が解説します。
日　　時　2月20日㈰13：30～15：00
会　　場　生涯学習センター
対　　象　小学5年生以上の方（10代の方を優先）
定　　員　20人程度
申込方法　�1月5日㈬～19日㈬必着。電子申請で。はがきに必要事

項12面を明記して、〒260-0045中央区弁天3-7-7中央
図書館へ郵送も可。

問中央図書館�☎287-3980�FAXFAX287-4053
月曜日、第3木曜日（いずれも、祝･休日の場合は翌日）休館

絵本の制作過程や、子どもたちが絵本を読む意味について学びます。
日　　時　3月4日㈮10：00～11：30
会　　場　生涯学習センター
対　　象　子どもの読書活動を支援している方など
定　　員　35人
申込方法　�1月14日㈮～28日㈮必着。電子申請で。はがきに必要事

項12面を明記して、〒260-0045中央区弁天3-7-7中央
図書館へ郵送も可。

問中央図書館�☎287-3980�FAXFAX287-4053
月曜日、第3木曜日（いずれも、祝･休日の場合は翌日）休館

冬は木々の葉が少なく、野鳥観察に適し
た季節です。ボランティアによるガイドを
受けながら、園内でカワセミやルリビタキ
などの野鳥を観察してみませんか。
日　　時　�1月16日･23日、2月6日･27日、

3月6日･13日の日曜日10：00
～12：00　雨天中止

会　　場　泉自然公園　　定　　員　各先着10人
申込方法　当日9：50までに、直接駐車場内ビジターセンターへ。

野鳥ガイドボランティア募集
内　　容　活動は月2回程度、日曜日の午前中。
対　　象　中学生以上の方
申込方法　�1月31日㈪までに電話で、若葉公園緑地事務所へ。�

Eメールwakaba.URP@city.chiba.lg.jpも可（必要事項12面
を明記）。

問若葉公園緑地事務所�☎306-0101�FAXFAX306-0033

　　　　　＊今年は検見川の浜寄りで行います。
市内在住･在勤･在学で凧を自作し、10：15～11：15に凧をあげて
いる方を対象に審査の上、入賞者を決定し、表彰します。
問千葉市を美しくする会（市民自治推進課内）
☎245-5138�FAXFAX245-5665

カワセミ

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。

2022年（令和4年）1月号 健康・福祉／ 子育て・教育／ 魅力・観光 7ちば市政だより



千葉ポートアリーナ杯争奪
ミニバスケットボール大会

ジャポニスム
世界を魅了した浮世絵

ワンコインコンサート

歴史散歩「房総往還をゆく」

　「リベルタンゴ」「花のワルツ」な
どを、ピアノ、バイオリン、クラリ
ネットで奏でます。ワンコインで誰
でも気軽に楽しめますので、ぜひお
越しください。
　日　　時　3月20日㈰14：00～
　　　　　　15：00
　会　　場　文化センター

　19世紀後半から20世紀初め
にかけて、大量に海を渡った日
本の美術工芸品は、西洋の美意
識に大きな影響を与え、ジャポ
ニスムという動向として広がり
ました。なかでも、浮世絵版画
は多くの西洋画家たちに影響を
与えました。

　内　　容　�出演＝田中奈緒さん（ピアノ）、戸村実咲さん（バイオリ
ン）、久松響子さん（クラリネット）

　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

　申込方法　�1月5日㈬から電話で、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）。

問市文化振興財団�☎221-2411�FAXFAX224-8231

　西洋の芸術家たちが浮世絵に出会ったと
き、何を新しいと感じ、自らの芸術に取り入
れようとしたのでしょうか。
　本展は、浮世絵の名品を中心に、欧米、ロ
シアからジャポニスムの作品を加えた約220
点を展示し、浮世絵の特性と魅力を再発見し
ようとする日本初の展覧会です。

　船橋から館山を結ぶ古代以来の道「房総往還」。蘇我から浜野地区
の往還沿いに残る史跡や文化財を、徒歩で巡ります。
　中世から近現代までの地域の歴史に触れてみませんか。
　日　　時　1月29日㈯または2月5日㈯13：30～16：00　荒天中止
　定　　員　各15人　
　料　　金　100円
　申込方法　�1月14日㈮必着。往復はがきに必要事項12面を明記し

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。 千葉市立郷土博物館　歴史散歩　

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

　応募者の中から抽選でプレゼントを贈ります。ぜひ、ご応募くださ
い。
　景　　品　①�ジェフユナイテッド千葉選手のサイン入りカレンダー

3人
　　　　　　②千葉ロッテマリーンズタオル　5人
　　　　　　③動物公園ペアチケット、動物カード11枚セット　5人
　　　　　　④�こてはし･北谷津温水プール2時間無料券　
　　　　　　　10組20人
　申込方法　�1月14日㈮必着。はがきに必要事項12面のほか、市政だ

よりの感想、希望する景品の番号を明記して、〒260-
8722千葉市役所広報広聴課へ。電子申請も可。
ちば市政だより　

　会　　期　�1月12日㈬～3月6日㈰10：00
～18：00（金･土曜日は20：00
まで）　2月7日㈪休館

　会　　場　市美術館8･7階展示室
　料　　金　�一般1,500円、大学生800円、

高校生以下無料

トーナメント形式で試合を行います。ぜひ、ご参加ください。
ポートアリーナ　ミニバスケット　

　日　　時　3月12日㈯･13日㈰9：00～17：00
　会　　場　千葉ポートアリーナ
　対　　象　�市内在学または市内に拠点を置く小学3～6年生で構成

された男子または女子チーム（1チーム10～12人）
　料　　金　1チーム2,000円。別途傷害保険への加入が必要です。
　申込方法　�1月15日㈯～31日㈪必着。申込書（ホームページから印

刷）を、〒260-0025中央区問屋町1-20千葉市スポーツ
協会へ郵送。

問市スポーツ協会�☎238-2380�FAXFAX203-8936

問市美術館�☎221-2311�FAXFAX221-2316　第1月曜日休館

葛飾北斎「冨嶽三十六景　神奈川沖浪
裏」1831～33年頃　個人蔵

鈴木春信「夜の梅」
1766年頃　メトロポリ
タン美術館蔵

新春プレゼント新春プレゼント

田中奈緒さん、戸村実咲さん、
久松響子さん

2022年（令和4年）1月号魅力・観光8 ちば市政だより



高校生バンドによるライブイベン
ト　CFES

WEBアンケート

パブリックコメント手続

ちばしアイデアボックス

あなたの意見を市政に‼

高校生バンドによる音楽ライブ動画をインターネットで生配信します。
日　　時　1月30日㈰13：00～16：00
出　　演　市内在住･在学の高校生バンド9組
タイムスケジュールなど詳しくは、 CFES2021　

問市文化振興財団 ☎221-2411 FAXFAX224-8231

12月28日㈫～1月10日㈷、ホームペ
ージ上でWEBアンケートを行います。今
回のテーマは、「パラスポーツ」「科学都
市ちば」「自転車の安全利用と交通ルー
ル･マナー」です。

ちばシティポイントの対象となるほ

①千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部改正（案）

サテライト型住居に係る基準を規定するため、条例の改正案を作成
しました。
問保護課 ☎245-5241 FAXFAX245-5541

Eメールhogo.HW@city.chiba.lg.jp
②令和4年度千葉市食品衛生監視指導計画（案）

食品営業施設などへの立入検査や食品などの試験検査に関する計画
案を作成しました。
問生活衛生課 ☎245-5215 FAXFAX245-5556

Eメールseikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp
③千葉市スマートシティ推進ビジョン（案）

テクノロジーなどの活用により、市民生活の質の向上を図るととも
に、持続可能なまちづくりの実現に向けて、スマートシティ推進ビジ
ョン案を作成しました。
問スマートシティ推進課 ☎245-5362 FAXFAX245-5551

Eメールsmartcity.POF@city.chiba.lg.jp
④支え合いのまち千葉 推進計画（第5期千葉市地域福祉計画）（案）

市民の誰もが世代や分野を超えてつながり、地域、暮らし、生きがい
をともに創る地域共生社会の実現を目指し、今後の方向性や地域福祉
の推進に係る具体的な取り組みを掲載した計画案を作成しました。
問地域福祉課 ☎245-5158 FAXFAX245-5620

Eメールchiiki.HWH@city.chiba.lg.jp
案 の 公 表　 ①12月28日㈫、②1月4日㈫、③④17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

（②は保健所食品安全課、環境保健研究所、消費生活
センターも）。ホームページからもご覧になれます。

意見の提出期間　 ①12月28日㈫～1月28日㈮、②1月4日㈫～2月4日
㈮、③④1月17日㈪～2月16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　 ①2月、②～④3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　

千葉市･市原市工場夜景モニター
ツアー

工場夜景の日（2月23日）にあわせ
て、工場や食品コンビナートが集まる
千葉市･市原市の工場夜景を巡るモニ
ターツアーを開催します。

全国12大工場夜景に名を連ねる両
市の工場夜景を観賞してみませんか。

詳しくは、 ポケカル　千葉市･市原市工場夜景モニターツアー　

日　　時　 ①2月20日㈰12：00～20：05、②23日㈷14：40～19：50
内　　容　 ①工場夜景貸切クルーズ＆ぞうさんパフォーマンス見学
　　　　　②工場夜景貸切クルーズ＆モノレール車両基地見学
対　　象　小学生以上の方
定　　員　各先着50人
料　　金　 ①一般8,300円、小学生6,600円
　　　　　②一般7,500円、小学生7,000円
申込方法　 1月11日㈫～各催行4日前にホームページから。電話も

可（平日9：00～13：00）。
問㈱ポケカルお客様センター ☎03-5652-7072 FAXFAX03-3662-6776
　土･日曜日、祝･休日休業

スマートシティの実現に向けたアイデアを募集

インターネット上で簡単に意見などを投稿できる市民参加型アイデア
募集プラットフォーム「アイデアボックス」を活用し、スマートシティ
の実現に向けたアイデア募集や、参加者同士の意見交換を行っています。

参加方法　ホームページから。 ちばしアイデアボックス　

問スマートシティ推進課 ☎245-5362 FAXFAX245-5551

か、抽選で今月限定のグッズセットや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、 千葉市　WEBアンケート　

問広報広聴課 ☎245-5609 FAXFAX245-5796

2022年（令和4年）1月号 魅力・観光／ その他 9ちば市政だより



建国記念の日

天皇誕生日

山の日

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

文化の日

勤労感謝の日

成人の日

元日

海の日

昭和の日

スポーツの日

春分の日

敬老の日 秋分の日

9日㈰	 　新春市民凧あげ大会
10日㈷　成人を祝う会
12日㈬　	市美術館　ジャポニスム-世界を魅了した

浮世絵（～3月6日㈰）
22日㈯　オープンボッチャ大会

5日㈯	 　	長谷川良信記念･千葉市長杯争奪車いすバ
スケットボール全国選抜大会（～6日㈰）

　 〃 	 　千葉市民芸術祭（～31日㈭）
29日㈫	　	ZOZOマリンスタジアム	千葉ロッテ	パ･

リーグ開幕戦
下旬	 　千葉城さくら祭り（～4月上旬）

1日㈭	 　九都県市合同防災訓練
上旬	 　パラスポーツフェスタちば
14日㈬　	市美術館　新版画	進化系UKIYO-Eの美

(~11月3日㈷）
21日㈬　秋の全国交通安全運動（～30日㈮）
下旬	 　動物愛護フェスティバル

1日㈬	 　千葉開府の日
中旬	 　大賀ハスまつり（～下旬）

3日㈯	 　	生涯学習センター　まなびフェスタ（～4日
㈰）

上旬	 　千葉マリンマラソン
〃　	 　市男女共同参画センターまつり
中旬	 　千葉みなとクリスマスマーケット

4日㈮		 　	車いすラグビー日本選手権大会（～6日
㈰）

上旬	 　	幕張ビーチ花火フェスタ（千葉市民花火大
会）

20日㈯　千葉の親子三代夏祭り（～21日㈰）

上旬	 　特別史跡加曽利貝塚縄文春まつり
27日㈮　	男子U23車いすバスケットボール世界選

手権大会（～6月4日㈯）

上旬	 　ちばZOOフェスタ
〃 　	　千葉湊大漁まつり
12日㈯　	市美術館　ブラチスラバ世界絵本原画展

（～12月25日㈰）
中旬	 　市民活動フェスタ
〃 	 　幕張新都心イルミネーション（～1月末）
下旬	 　千葉都心イルミネーション（～2月上旬）

1日㈮	 　政令指定都市移行30周年
上旬	 　	稲毛海浜公園　海へ延びるウッドデッキ

オープン
6日㈬	 　春の全国交通安全運動（～15日㈮）
13日㈬　	市美術館　生誕100年	清水九兵衞/六兵

衞展（～7月3日㈰）
22日㈮　	X	Games	Chiba	2022（～24日㈰）

1日㈯	 　ベイサイドジャズ千葉
8日㈯	 　科学フェスタ（～9日㈰）
18日㈫	　市民の日
中旬	 　ちばモノレール祭り
下旬	 　	ジャパンビーチゲームズフェスティバル

千葉
〃 	 　	ちばスポレク祭（～11月下旬）

1日㈮	 　千葉空襲写真パネル展（～8月下旬）
16日㈯　市美術館　夏休み展（～9月4日㈰）
未定	 　参議院議員通常選挙

紅梅（昭和の森） ツバキ（花島公園） カタクリ（泉自然公園） シバザクラ（富田さとにわ耕園） バラ（都市緑化植物園） オオガハス（千葉公園）

ソープワート（都市緑化植物園） キツネノカミソリ（花島公園） ヒガンバナ（昭和の森） コスモス（富田さとにわ耕園） 皇帝ダリア（花島公園） スイセン(昭和の森)

ちは市政カレンター

November DecemberOctoberSeptemberAugustJuly

JuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

イベントなどは、都合により変更する場合があります。花の見頃の時期は目安です。 市役所･区役所へのお問い合わせは、市役所コールセンター ☎245-4894

2022年（令和4年）1月号 2022年（令和4年）1月号市政カレンダー 市政カレンダー 1110 ちば市政だより ちば市政だより



イベント

昭和の森の催し

初日の出を見る会
日時1月1日㈷6：30～7：30
場所展望台周辺
備考当日直接会場へ。駐車場は5：00
開錠
自然観察会「今日から始めよう‼バ
ードウオッチング」

日時1月9日㈰10：00～12：00
定員先着20人
備考集合･解散＝第2駐車場脇東屋
申1月1日㈷9：00から電話で、昭和
の森管理事務所☎294-3845。 FAX
488-5223も可（必を明記）

備考駐車場＝1時間100円、最大400円

稲毛記念館の催し

①つるし飾りワークショップ
日時1月7日㈮･21日㈮13：00～15：00。
全2回
内容和生地を使って工作

②いなげの浜の環境と生き物しらべ
日時1月8日㈯10：00～12：00
内容プランクトン、貝類、鳥類など
の生物、水質などの調査
対象小学生以上の方（小学生は保護
者同伴）
備考雨天中止

定員①先着10人程度、②先着20人
料金①1,500円、②100円
申1月4日㈫から電話で、稲毛記念館
☎277-4534
問同館☎前記 FAX277-4688。月曜日（祝
･休日の場合は翌日）休館

県フラワーフェスティバル

日時1月8日㈯～10日㈷10：00～20：00
（10日は14：00まで）
場所そごう千葉店6階
内容県内産の洋ラン･観葉植物･切り花
･鉢花などの出品、フラワーアレンジ
メント、花の販売など
問農業生産振興課☎228-6279 FAX228-
3317

みらいいひらめきラボ

日時1月8日㈯･9日㈰13：00～14：45
内容Zoomでのオンライン開催。小学
生によるプログラミング×SDGsア
イデアコンテストのプレゼン大会を

開催します。
備考視聴方法など詳しくは、HP「みら
いいひらめきラボ」で検索
問環境保全課☎245-5504 FAX245-5553

大草谷津田いきものの里自然
観察会

日時1月16日㈰10：30～12：00
内容テーマ＝冬のバードウオッチング
を楽しもう
定員15人
備考集合･解散は大草谷津田いきもの
の里入口広場。小学3年生以下は保護
者同伴。帽子、長袖、長ズボン、長
靴を着用。雨天中止
申1月5日㈬必着。は（1通5人まで）
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も可
問同課☎245-5195 FAX前記

講演会「ひきこもりの理解と
支援」

日時1月18日㈫10：00～12：00
場所こころの健康センター
内容テーマ＝生きづらさを発信する
「こもれび文庫」から見えるもの。講
師＝野澤和弘さん（植草学園発達教
育学部教授･副学長）
定員先着80人
申1月4日㈫から電話で、ひきこもり
地域支援センター☎204-1606。 FAX
204-1607も可（必を明記）

こころの健康センターの催し

依存症治療･回復プログラム
日時1月19日㈬、2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1月21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
精神障害者家族のつどい

日時1月24日㈪13：40～16：50
内容講演会「精神障害者の地域生活
を支えるために～こころの病を学
びませんか～」と家族ミーティン
グ
定員先着40人

うつ病当事者の会
日時1月25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1月4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

室内楽の夕べ

日時1月19日㈬15：00～17：00
場所美浜文化ホール
料金前売券（全席指定）＝2,500円、ペ
アチケット4,000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、文化センター、市民会館
問美浜文化ホール☎270-5619 FAX270-
5609

ちば就職応援フェア

日時1月26日㈬10：30～12：30または	
14：00～16：00
場所ホテルポートプラザちば（中央区
千葉港8-5）
内容県内企業（28社程度）との就職面
接会
対象大学･大学院･短期大学･高等専門
学校･専修学校で今年度卒業見込み
の方、既卒3年以内の方
申HP（「ちば就職応援フェア」で検
索）から申し込み
問ヒューマンアカデミー㈱☎03-
5348-2039 FAX03-6846-1236

「1階づくり」から楽しむまち
づくり＠千葉

日時1月29日㈯13：30～16：30
内容Zoomでのオンライン開催。ランド
リー喫茶、パーソナル屋台など斬新な
アイディアの実践方法を解説。グルー
プトークあり。講師＝田中元子さん
（㈱グランドレベル代表取締役）
対象Zoom経験者　
定員50人
申1月17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へ
問同センター☎227-3081 FAX227-3082

子ども食堂オンライン交流会
＠ちばし

日時1月29日㈯14：00～16：00
内容Zoomでのオンライン開催。市内
で活動している子ども食堂の紹介、
支援をしたい方とのマッチング
対象市内の子ども食堂運営者、子ども
食堂に協力したい企業･団体･個人
備考詳しくは、HP「千葉市　子ども食堂」
で検索
申1月20日㈭までに、HP前記から申し
込み
問市子ども食堂ネットワーク事務局

･田中さん☎080-5037-7100 FAX 375-
9543

障害者福祉センター
社会適応訓練

①住宅改修勉強会
日時2月1日㈫14：00～15：30
内容一級建築士による講演「住宅改
修の基本的な考え方～障がいがあ
っても、高齢になっても、在宅で
安心して安全に住み続けるために
～」
対象市内在住･在勤で、身体障害者手
帳をお持ちの方および付き添いの
方
定員先着15人（付き添いの方を含
む）
②フラワーアレンジメント

日時2月17日㈭10：00～11：30
対象市内在住･在勤で、身体障害者手
帳をお持ちの18歳以上の方
定員10人
料金550円

申①1月4日㈫から電話で、障害者福
祉センター☎209-8779。 FAX 209-
8782･ Eメールkizuna@mbj.nifty.comも
可（必を明記）。②1月21日㈮必着。
往に必を明記して、〒260-0844中央
区千葉寺町1208-2千葉市障害者福祉
センターへ。Eメール前記も可
問同センター☎･ FAX前記。月曜日、祝
･休日休館

シニア従業員のお仕事説明会

日時1月17日㈪10：00～11：30
場所蘇我コミュニティセンターハーモ
ニープラザ分館
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

教室・講座

ちばしファミリー･サポート･
センター基礎研修会

日時基礎研修会＝1月17日㈪･19日㈬また
は2月16日㈬･17日㈭。いずれも、9：30
～12：50。救命講習会＝1月24日㈪また
は2月21日㈪。いずれも、9：30～12：30
場所きぼーる15階
内容保育所（園）･子どもルームなどの
送迎や、短時間の預かりなど、子育
てに関する援助活動を行う提供会員
になるための研修会
対象市内在住で、子どもを預かること
ができる健康な方
定員基礎研修会＝各先着15人、救命講
習会＝各先着10人
備考基礎研修会と救命講習会の両方の
受講が必要です。
申電話で、ちばしファミリー･サポー
ト･センター☎201-6571
問同センター☎前記 FAX201-6572

緑と花の園芸講座「樹木医が
教える庭木の管理･冬期剪定」

日時1月20日㈭10：00～12：00
場所都市緑化植物園
定員15人
申1月11日㈫必着。はに必を明記し
て、〒260-8722千葉市役所緑政課へ。
FAX 245-5885、 Eメールmidoritohana@
city.chiba.lg.jp、☎245-5775も可

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12面

＝くらし･地域　 ＝健康･福祉　 ＝子育て･教育
＝魅力･観光　　 ＝その他

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。
最新の情報を主催者にご確認ください。

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
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 2022年（令和4年）1月号12 ちば市政だより



庭園文化講座「千葉氏と平将
門、そして成田山」

日時1月21日㈮13：30～15：30
場所亥鼻公園いのはな亭
対象15歳以上の方
定員先着15人
料金1,000円
申1月4日㈫から電話で、㈱塚原緑地
研究所☎306-8446。 FAX306-8447も可
（必を明記）

マンション管理士によるセミ
ナー･相談会

日時1月22日㈯13：00～16：00
場所高洲コミュニティセンター
内容テーマ＝マンション損害保険の値
上げについて考える。高経年マンシ
ョンの給排水管等の改修工事に欠か
せない「専有部分」の実施に関する
方法とは
定員セミナー＝先着20人、相談会＝先
着3組
申1月4日㈫～21日㈮12：00に電話で、
マンション管理士会☎244-9091。 FAX
244-9094も可（必を明記）

市シルバー人材センター
パソコン教室

日時パワーポイントで写真を加工しよ
う＝1月24日㈪･31日㈪。ワードでお
絵かき講座＝2月9日㈬･16日㈬。ワー
ド初級「チラシ作成」＝2月21日㈪
･28日㈪。いずれも、13：00～16：00。
各全2回
対象パソコンで文字入力ができる方
定員各先着6人
料金4,100円
申1月4日㈫から電話で、市シルバー
人材センター☎265-0070
問同センター☎前記 FAX265-0048

谷津田の自然体験教室「森林
の育成管理」

日時1月29日㈯10：00～15：00
場所大草谷津田いきものの里など
内容森林の保全方法を学び、刈払機を
使った実習
対象18歳以上の方
定員15人
持物昼食、飲み物
備考帽子、長袖、長ズボン、長靴を着用
申1月14日㈮必着。はに必を明記し
て、〒260-8722千葉市役所環境保全
課へ。Eメールkankyohozen.ENP@city.
chiba.lg.jp、 FAX245-5553も可
問同課☎245-5195 FAX前記

健康づくりスポーツ教室

日時①格闘技エクササイズ＝1月31日
～3月14日（3月7日を除く）の月曜
日。②体幹トレーニング＝2月2日～
3月16日（2月23日を除く）の水曜日。
いずれも、19：30～20：30。各全6回
場所①蘇我コミュニティセンター、②
千葉ポートアリーナ
対象18歳以上の方　定員①25人、②12人
料金1,500円
申1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

障害者支援版起業塾

日時2月1日㈫13：20～16：30
場所中央コミュニティセンター
内容障害福祉サービス事業者の講話、
障害福祉制度などの紹介
対象障害福祉サービス事業に新規参入

を検討している個人または法人
定員先着40人
申1月4日㈫～21日㈮にEメールで、必
を明記して、障害福祉サービス課Eメール
shogaifukushi.HWS@city.chiba.
lg.jpへ。☎245-5174、FAX245-5630、電
子申請も可

ひとり親家庭のための「パソ
コンMOS対策講習会」

日時2月5日～26日の土曜日9：30～16：30。
全4回
場所㈱プラムシックス（中央区港町12-21）
対象市内在住のひとり親家庭の親で、
エクセルの中級程度の知識がある方
定員10人
料金2,000円
備考1歳以上の就学前児を対象に託児
あり（定員5人）
申1月4日㈫～21日㈮必着。はに必の
ほか、受講理由、託児希望の方は子
どもの氏名･年齢を明記して、〒260-
8722千葉市役所こども家庭支援課
へ。FAX245-5631、Eメールkateishien.CFC@
city.chiba.lg.jpも可
問同課☎245-5179 FAX前記

ボランティア入門講座～やっ
てみよう‼支え合い活動～

日時2月10日㈭14：00～15：30
場所きぼーる15階
内容近隣で庭の草刈りやごみ出しなど
の支援が必要な方に対する支え合い
活動について学びます。
定員先着15人
備考ちばシティポイント対象事業
申1月4日㈫から電話で、社会福祉協
議会中央区ボランティアセンター☎
221-2177
問同センター☎前記 FAX221-6077。日
曜日（1月9日を除く）、祝･休日休館

小･中学生ボランティア講座
「認知症ってなんだろう？」

日時2月12日㈯14：00～15：30
内容Zoomでのオンライン講座。認知
症のことやコミュニケーションの方
法などについて学びます。
対象小学4年～中学生
定員先着20人
申1月4日㈫から電話で、市ボランテ
ィアセンター☎209-8850。同センタ
ーHPからも可
問同センター☎前記 FAX312-2886。月
･日曜日、祝･休日休館

デートDV予防講座「デート
DVから子どもを守るために」

日時2月19日㈯14：00～15：30
場所南部青少年センター
定員先着30人
備考1歳6カ月以上の就学前児を対象に
託児あり（2月5日㈯までに申し込み）
申Eメールで必のほか、託児希望の方
は子どもの氏名･年齢を明記して、市
男女共同参画センターEメールsankaku@
f-cp.jpへ。☎209-8771も可
問同センター☎前記 FAX209-8776。月
曜日、祝･休日休館

相　談

ふるさとハローワークの就労
相談

オンライン相談
日時1月6日～27日の木曜日13：00～
13：50、14：00～14：50、15：00～15：50
内容Zoomでの相談
定員各先着1人
申1月4日㈫～前週日曜日に、Eメ

ールで必を明記して、ふるさとハ
ローワーク事務局Eメールchibashi-fhw@
os.tempstaff.jpへ
出張相談

日時1月18日㈫10：00～15：00
場所イオン海浜幕張店2階
備考当日直接会場へ

内容キャリアカウンセラーによる就労
･生活支援の相談。職業紹介はありま
せん。
問同事務局☎284-6360 FAX221-5518

こころの健康センターの相談

日時①アルコール･薬物依存相談＝1月
6日㈭･19日㈬、2月3日㈭14：00～16：00
②思春期相談＝1月14日㈮･28日㈮、2月	
7日㈪14：00～16：00
③高齢者相談＝1月18日㈫14：00～
16：00
④一般相談＝1月19日㈬10：00～12：00
⑤ギャンブル相談＝2月9日㈬13：30
～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1月4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

ちば司法書士総合相談センタ
ー相談会

日時1月8日～29日の土曜日10：00～15：00
場所千葉司法書士会館（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、自作した書類の確認不
可
申開催日の2週間前から電話で、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。12月
29日㈬～1月3日㈪、日曜日、祝･休日
休業

外国人のための労働相談･法
律相談

日時①1月8日㈯13：00～16：00、②17日
㈪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1月4日㈫～①7日㈮･②14日㈮12：00
に電話で、国際交流協会☎245-5750
問同協会☎前記 FAX245-5751。日曜日、
祝･休日休業

建築相談

日時1月10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、
耐震診断などの相談
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☎
･ FAX291-6855

行政書士による相続･遺言･成
年後見相談

日時 場所1月11日㈫＝若葉区役所。28日
㈮＝中央保健福祉センター15階。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･樋口さん
☎080-1039-5550 FAX306-7233

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1月12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1月4日㈫9：00から電話で、広報
広聴課☎245-5609
特設法律相談

日時1月22日㈯13：00～16：00
内容弁護士による相続・遺言、離婚、
交通事故など法律問題全般の相談
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1月4日㈫～13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

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時1月13日㈭･27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

分譲マンション相談･アドバ
イザー派遣

日時1月13日㈭＝大規模修繕、維持管理、
建替えに関する相談。20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1月4日㈫～前週金曜日に電話で、
すまいのコンシェルジュ☎245-
5690。 FAX245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎245-5849 FAX245-5795

住宅増改築相談

日時1月14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

空き家空き地相談会

日時1月16日㈰10：00～12：00
場所文化センター
内容弁護士、建築士、税理士などによ
る空き家や空き地の処分、解体、相
続問題、権利関係などの相談
定員先着20人
申1月4日㈫から電話で、日本空き家
空地対策協会☎307-7688。 FAX 307-
7689も可（必を明記）

社会保険労務士相談

日時1月17日㈪、2月7日㈪10：00～16：00
場所社会保険労務士会千葉支部事務所
（中央区富士見2-7-5富士見ハイネス
ビル3階）
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1月4日㈫から電話で、同支部☎
224-9027
問同支部☎前記 FAX224-9058

助産師による女性のための健
康相談

日時緑区＝1月19日㈬、美浜区＝21日
㈮、花見川区＝25日㈫。いずれも、
10：00～12：00
場所保健福祉センター
対象妊娠･出産に関することや、思春期

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12面参照。
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から更年期までの女性のからだに関
することで悩んでいる方
申1月4日㈫から電話で、同センター
健康課･花見川☎275-6296、緑☎292-
2630、美浜☎270-2213
問健康支援課☎238-9925 FAX238-9946

心配ごと相談所の法律相談

法律相談
日時1月20日㈭13：00～15：00
内容弁護士による相談
定員先着5人
備考裁判所で訴訟･調停中、同一案件
の再相談は不可
申1月4日㈫～19日㈬15：00に電話
で、心配ごと相談所☎209-8860
（火～木曜日）
常設相談

日時火～木曜日（祝日を除く）10：00
～15：00（12：00～13：00を除く）
内容民生委員･児童委員などによる
相談。面談または電話で相談

問同相談所☎前記 FAX312-2442

難病医師相談

神経･筋難病
日時1月21日㈮13：00～16：00
対象パーキンソン病、脊髄小脳変性
症、重症筋無力症、多発性硬化症、
多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化
症、スモンなどでお悩みの方と家族
膠原（こうげん）病

日時2月1日㈫13：00～16：00
対象全身性エリテマトーデス、ベー
チェット病、全身性強皮症、皮膚
筋炎、多発性筋炎、シェーグレン
症候群、関節リウマチなどでお悩
みの方と家族
消化器系難病

日時2月3日㈭13：00～16：00
対象潰瘍性大腸炎、クローン病、ベ
ーチェット病（腸管型）などでお
悩みの方と家族

場所総合保健医療センター
内容専門医による個別相談
定員各先着6人
申1月5日㈬から電話で、健康支援課
☎238-9968
問同課☎前記 FAX238-9946

全国一斉生活保護相談会

日時1月30日㈰10：00～16：00
内容司法書士による生活保護に関する
電話相談
相談専用電話☎0120-052-088
問千葉青年司法書士協議会☎488-
4633 FAX488-4634

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
する悩みなどを、電話で相談
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、不登校など青
少年の悩みごと。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。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

ティーミーティングの参加団
体

日時2月16日㈬13：30～14：30
場所市役所市長室
内容参加団体の活動内容などについて
市長と意見交換
定員1団体（5～9人）
申1月11日㈫必着｡ はに必のほか､参
加希望日、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

市少年自然の家
2022年度利用受け付け

対象大人を中心とする団体、家族
備考申込書＝HP「少年自然の家　2022
年度利用申込」から印刷
申1月4日㈫から、HP前記で空き状況
を確認の上、申込書を〒297-0217長
生郡長柄町針ヶ谷字中野1591-40市
少年自然の家へ。FAX0475-35-1134、Eメール
shinsei@chiba-shizen.jpも可
問同施設☎0475-35-1131 FAX前記

公立夜間中学の名称

来年4月、まさご夢スクールに開校す
る公立夜間中学の名称を募集します。
備考詳しくは、HP「千葉市　夜間中学」
で検索
申1月21日㈮必着。用紙（自由）に必
のほか、名称･フリガナと理由を明記
して、〒260-8730千葉市教育委員会企
画課へ。FAX245-5988、Eメールkikaku.EDG@
city.chiba.lg.jp、電子申請も可
問同課☎245-5911 FAX前記

介護認定調査員（会計年度任
用職員）

居宅や施設を訪問し、タブレット型
パソコンなどを利用して、聞き取り
調査を行います。
雇用期間＝4月1日㈮～来年3月31日
㈮。勤務時間＝平日9：00～16：00。給
与＝月189,638円～200,321円（予定）。
期末手当、社会保険あり
対象次の条件をすべて満たす方
介護支援専門員･保健師･助産師･看
護師･理学療法士･作業療法士･社会
福祉士･介護福祉士のいずれかの有
資格者。普通自動車が運転できる。
パソコンに文字入力ができる。一人
で訪問調査ができる
定員各区若干名
備考詳しくは、募集要項（保健福祉セ
ンター高齢障害支援課介護保険室で
配布）または、HP「千葉市　介護認
定調査員」で検索
申1月12日㈬～21日㈮必着
問同課･中央☎221-2189 FAX221-2601、
花見川☎275-6403 FAX275-6317、稲毛

☎284-6241 FAX284-6193、若葉☎233-
8265 FAX233-8251、緑☎292-9491 FAX292-
8276、美浜☎270-4073 FAX270-3281

水辺サポーター（水辺環境保
全推進員）

市内河川や海域で定期的に生物調査
や水質調査、清掃活動、啓発活動を
行う水辺サポーターを募集します。
任期＝4月1日㈮～2024年3月31日㈰
応募期限＝2月14日㈪必着
対象水辺環境の保全活動をしている団
体や自治会の推薦を受けた方など
備考申込方法など詳しくは、お問い合
わせください。
問環境保全課☎245-5195 FAX245-5553

防災普及車（起震車）の利用
者

地震や煙などの体験を通じて、いざ
という時に身の安全を守る方法を学
ぶ、防災普及車（起震車）の利用者
を募集します。
日時4～7月で希望する日の午前または
午後
対象市内の町内自治会･自主防災会や
事業所など
備考利用場所は市内のみ、営利目的の
利用は不可。詳しくは、HP「千葉市
　防災普及車」で検索
申1月31日㈪必着。HP前記から申し込
み。往（1団体1通）に必のほか、団
体名、担当者名を明記して、〒261-
0004美浜区高洲4-1-16千葉市防災普
及公社へ郵送も可
問同公社☎248-5378 FAX248-7748

緑と水辺のお気に入りの写真

内容テーマ＝あなたのお気に入りの千
葉市の緑と水辺。選定した写真の中
から何点かを来年からの「千葉市緑
と水辺のまちづくりプラン2023（仮
称）」に掲載します。
備考1人2点まで。未成年者の応募は保
護者の同意が必要。詳しくは、HP「千
葉市　緑と水辺　お気に入り写真」
で検索
申6月30日㈭必着。写真に必（氏名は
ペンネームも可（15文字以内））のほ
か、写真の撮影時期･場所を明記し
て、〒260-8722千葉市役所緑政課へ。
電子申請も可
問同課☎245-5774 FAX245-5885

お知らせ

マイナンバーカードの申請が
商業施設などでできます 	

マイナンバーカードの出張申請受付
を実施します。後日、自宅にカード
が郵送されるため、1度も区役所に
行く必要がありません。予約した方
は、必要書類の一部を省略できます。
日時 場所1月7日㈮･21日㈮＝イオン稲毛
店4階、11日㈫･25日㈫＝イオンモー
ル幕張新都心グランドモール2階、
17日㈪･24日㈪＝蘇我コミュニティ
センター、22日㈯･23日㈰＝そごう
千葉店地階。いずれも、10：00～16：00

定員各80人程度
備考出張申請窓口で申請した方には、
クオカード1,000円分を進呈
申電話で、マイナンバーカード出張申
請予約受付コールセンター☎400-2851
問同センター☎前記、区政推進課 FAX
245-5550

献血にご協力を

日時中央区＝1月18日㈫13：30～16：00。
花見川区＝19日㈬14：00～16：00。稲
毛区＝19日㈬9：30～11：45。若葉区＝
20日㈭13：30～16：00。緑区＝20日㈭
9：15～11：15。美浜区＝21日㈮13：30
～16：00
場所区役所
問赤十字血液センター☎241-8332 FAX
241-8813

市男女共同参画センター情報
資料センターが臨時休館

1月25日㈫～30日㈰、蔵書点検と特別
整理のため休館します。
問市男女共同参画センター☎209-
8771 FAX209-8776

地域活動団体の活動経費を補
助

地域見守り活動支援補助金
ひとり暮らしや高齢者のみの世帯
の高齢者を対象に、新たに地域に
おける見守り活動･助け合い活動
を実施する団体に、初期経費の一
部を補助します。
高齢者等ごみ出し支援事業補助金
ごみ出しが困難なひとり暮らしの
高齢者･障害者の世帯などから家
庭系ごみを週1回以上収集して、ご
みステーションに排出する支援を
実施する団体に補助します。
地域支え合い型訪問支援･通所支援
事業補助金
買い物･調理などの生活支援サー
ビス、体操教室･サロンなどの日中
の居場所づくりを行う団体に、活
動経費の一部を補助します。
補助額など詳しくは、HP「千葉市　
地域活動」で検索
問高齢福祉課☎245-5250 FAX245-5548

収納代理金融機関の収納方法
の変更

常陽銀行と三菱UFJ信託銀行の窓口
での市税等の納付は、3月31日㈭で
終了します。4月1日㈮からは、納入通
知書などに記載されている他の金融
機関窓口やコンビニエンスストアで
お支払いください。なお、口座振替の
利用は引き続き可能です（常陽銀行
は、ネットバンキングの利用も可）。
問会計室☎245-5454 FAX245-5564

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（建物1棟
につき上限75万円）
対象住宅などに防水板設置予定の方
備考説明動画や申請方法など詳しく
は、HP「千葉市　防水板」で検索
問雨水対策課☎245-5613 FAX245-5497

大気汚染状況11月分

内容市内の測定局で測定した11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

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12面

＝くらし･地域　 ＝健康･福祉　 ＝子育て･教育
＝魅力･観光　　 ＝その他
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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12面参照。

施　設

催し名など 日時･対象・定員など
①「宇宙の日」記念作文·
絵画コンテスト作品展 １/2㈰～23㈰１0：00～１7：00

②高校生によるサイエ
ンスショー

１/１0㈷１3：20～１3：40、１4：20～１4：40、１5：20～１5：40
定員各先着8人

③プラネタリウム特別
投影フィールアロマ

１/28㈮･29㈯１8：30～１9：１5　
定員各先着１00人
料金高校生以上800円、小･中学生300円

④きぼーる星空観察会
2/１2㈯・25㈮１8：30～20：00
定員各20人　
備考中学生以下は保護者同伴

⑤大人が楽しむ科学教
室

Ⓐ関東平野の基盤地質と中央構造線＝2/１2㈯、Ⓑ生活に
役立つデータの活用法＝2/１3㈰、Ⓒゲノムに刻まれた歴
史を紐解く（ミヤコグサの環境適応戦略をさぐる）＝
2/１9㈯、Ⓓ超高感度で映しだされる星空の世界＝2/20
㈰、Ⓔモデル実験から考える火山噴火のメカニズム＝
2/26㈯、Ⓕ植物工場の宇宙への展開＝2/27㈰
Ⓐ～Ⓓ１3：30～１5：00、Ⓔ１4：30～１6：00、Ⓕ１0：30～１2：00
定員各先着25人

申②当日直接会場へ。③同館ミュージアムショップ
でチケット購入。④１/20㈭必着。往に参加者全員（5

☎308-05１１ FAX308-0520
１/24㈪～26㈬休館科学館

講座･イベント名 日時･対象･定員

おやこ工作「ちょきちょきつく
ろう　へんしんぶんし‼」

１/5㈬１4：00～１6：00
対象小学生以下の子どもと保護者　
定員先着１0組20人 

なかよし工房Aクラス「藤色の
お花で飾りをつくろう‼」

１/22㈯１4：00～１6：00
対象小学～高校生　定員先着１0人 

オープン工房「ドアプレートを
つくろう‼」

１/29㈯１4：00～１6：00
対象4歳児～高校生　定員先着１0人

オープンキッチン「恵方巻きを
つくろう‼」

１/30㈰１4：00～１4：30、１4：30～１5：00、１5：00～ 
１5：30、１5：30～１6：00
対象4歳児～高校生　定員各先着4人

☎202-１504 FAX202-１503
火曜日（祝･休日の場合翌日）休館

備考就学前児は保護者（１人）同伴
申当日直接会場へ（１3：45から受け付け）

子ども交流館

加曽利貝塚博物館 ☎23１-0１29 FAX23１-4986
月曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

催し名 日時・内容･定員など
企画展「あれもE　これ
もE　加曽利E式土器－
加曽利ＥⅣ式とその末
裔たち－」

１/8㈯～3/6㈰
内容加曽利貝塚の名を冠した縄文土器、加曽利E式の終わ
りの時期をテーマに、千葉市内の遺跡から出土した資料
を展示します。

冬の自然観察ワークシ
ョップ

１/22㈯１0：00～１2：00
内容加曽利貝塚とその周辺で野鳥などを観察します。
対象小学3年生以上の方（小学生は保護者同伴）
定員30人　備考雨天中止
申１/１2㈬ ま で に 電 子 申 請 で。 同 館FAX･ Eメール kasori. 
jomon@city.chiba.lg.jpも可（必を明記）

特別講座「縄文時代後
期の新視点－中葉～後
葉への変化－」

１/23㈰１0：00～１7：00
場所生涯学習センター　
定員80人
申１/7㈮までに電子申請で

生涯学習センター
申①当日直接会場へ。②～⑥⑨～⑪⑬１/１4㈮、⑦⑧⑫⑭～⑰１/3１㈪必着。往(１人
１通１講座)に必を明記して、〒260-0045中央区弁天3-7-7千葉市生涯学習センター
へ。Eメールmanabi.kouza@ccllf.jpも可

講座名 日時･対象･定員など

①１月親子アニメ上映会 １/22㈯１0：00～１１：00、１4：00～１5：00
定員20人

②孫育ち講座～はじめて孫を迎え
るときに～

2/2㈬･１6㈬、3/2㈬１0：00～１2：00　全3回
対象孫がいる方　定員30人

③はじめてのエクセル20１9
2/3～24の木曜日１0：00～１2：00　全4回
対象ワード使用経験のあるエクセル初心者
定員8人　持物USBメモリ　
料金１,320円

④コンサート「ケルティックアレン
ジでおとどけするジブリの世界」

2/5㈯１4：00～１5：00
定員80人　対象小学生以上の方

☎207-5820 FAX207-5822
第4月曜日休館

講座名 日時･対象･定員など
⑤知られざる郷土、サハリン（樺
太）に眠る世界遺産～日本統治時
代の廃墟巡礼～

2/5㈯１3：30～１5：00
定員30人

⑥すぐ身につく‼人が集まるチラ
シデザインのコツ

2/6㈰１4：00～１6：30
定員30人

⑦パワーポイントを使って、音楽
入りスライドショーを楽しもう‼

2/7～2１の月曜日１3：30～１6：00　全3回
対象文字入力ができるパソコン初心者
定員7人　持物USBメモリ　料金700円

⑧ワードステップアップ講座～図
形の挿入をマスターしよう～

2/8～3/１の火曜日１0：00～１2：00　全4回
対象文字入力ができるワード初心者
定員7人　持物USBメモリ  料金500円

⑨子どものハローワーク「科学者
への道」

2/１１㈷１3：30～１6：00
対象中学生以上の学生
定員１0人　備考保護者の同伴も可

⑩なぜ、いまSDGsなのか 2/１2㈯１4：00～１6：00
定員30人

⑪ウンチ化石研究の世界 2/１3㈰１0：30～１2：00
定員40人

⑫１6ミリ映写機操作講習会 2/１3㈰１3：00～１6：30
対象１8歳以上の方（高校生不可）　定員8人

⑬相続と争族のはなし 2/１3㈰１3：30～１5：00
定員40人

⑭名画座「黒いオルフェ」 2/１7㈭１0：00～１１：50、１4：00～１5：50
定員各１00人

⑮親子で遊ぼう　らんらんらん 2/１7㈭１0：00～１１：00
対象3歳未満の子どもと保護者　定員１0組20人

⑯シニアのための文字入力とイン
ターネット入門

2/１9～3/１2の土曜日１0：00～１2：00　全4回
対象65歳以上のパソコン初心者　定員8人

⑰笑顔を運ぶ「遺言」のはなし 2/20㈰１3：30～１5：00　
定員40人

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

公民館

区 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

終活セミナー＆個別
相談「相続の基礎知
識と遺言～遺言書を
作 っ て み ま し ょ う
～」

１/23㈰セミナー＝１3：00～１4：45、個別相
談＝１5：00～１7：00
対象成人　
定員セミナー＝20人、相談＝4組
備考相談は１組30分間
申１/4㈫～１0㈷に電話で

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-１453

人はなぜ騙されるか
～特殊詐欺の被害に
あわないために～

１/１2㈬１0：00～１2：00
対象成人　定員１6人
申１/4㈫～7㈮に電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

金子みすゞの生涯を
学ぶ～見えないもの
を見るちから～

１/１8㈫１0：00～１2：00
対象成人　定員１2人
申１/5㈬～１１㈫に電話で

椿森公民館
☎254-0085
FAX254-１285

初めての方向け「太
巻体験教室」

１/25㈫１0：00～１2：00
対象成人　定員8人　料金800円
申１/１2㈬必着。往に必を明記して、〒260-
0042中央区椿森6-１-１１椿森公民館へ

終活セミナー～墓じ
まいなどの知識を学
ぼう～

2/6㈰・１3㈰１0：00～１2：00　全2回
対象成人　定員１5人
申１/１4㈮必着。往に必を明記して、〒260-
0042中央区椿森6-１-１１椿森公民館へ

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-498１

日本桜草を育ててみ
よう

2/１１㈷１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人　料金１,000円
申１/25㈫～2/１㈫に電話で

松ケ丘公民館
☎26１-5990
FAX263-9280

成年後見制度講座
「法定後見制度と任
意後見制度」

１/１7㈪１3：30～１5：00
対象成人　定員１5人
申１/5㈬～１１㈫に電話で

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

簡単‼季節の和菓子
作り

2/3㈭１0：00～１2：00
対象成人　定員8人　
持物エプロン、三角巾、持ち帰り用容器　 
料金850円
申１/5㈬～１5㈯にEメールで必を明記して、
宮崎公民館Eメールoubo.miyazaki@ccllf.jpへ

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-496１
FAX27１-6994

微笑みの観音様を彫
る

１/１5～2/１2の土曜日１3：30～１5：30　全5回
対象成人　定員１0人　
料金１,000円
申１/4㈫～１0㈷に電話で

大人の科学講座「う
がい薬で科学実験」

１/2１㈮１4：00～１5：30
対象成人　定員20人
料金１00円
申１/5㈬～１2㈬に電話で

江戸時代の村と百姓
2/１㈫１3：30～１5：00
対象成人　定員20人
申１/１3㈭～20㈭に電話で

検見川公民館
☎27１-8220
FAX27１-93１9

アロマを使ったおそ
うじ講座

2/23㈷１0：00～１2：00
対象成人　定員20人　料金700円
申１/28㈮～2/3㈭に電話で

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

人まで）の必を明記して、〒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。⑤１/4㈫から電話で同館へ
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日時＝日程･時間　場所＝場所　内容＝内容　対象＝対象　定員＝定員　持物＝持ち物　料金＝料金　備考＝備考
申＝申込方法　問＝問い合わせ　は＝はがき　往＝往復はがき　HP＝ホームページ　必＝必要事項12面

＝くらし･地域　 ＝健康･福祉　 ＝子育て･教育
＝魅力･観光　　 ＝その他

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

花
見
川

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-643１

座ってできる！イス
健康体操

１/１9㈬１3：30～１5：30
内容①会場、②オンライン
対象①60歳以上の方、②Zoomを使用でき
る成人　
定員①１2人、②１5人
申１/4㈫～１１㈫に①電話で。②Eメールで
必を 明 記 し て、 犢 橋 公 民 館 Eメール oubo. 
kotehashi@ccllf.jpへ

房総黒船見聞記～富
津岬沖の座礁船に乗
り込め～

１/3１㈪１0：00～１2：00
対象成人　定員20人　
申１/7㈮～１4㈮に電話で

簡単‼バレンタイン
お菓子作り

2/5㈯①9：30～１2：30、②１3：30～１6：30
対象①小学生と保護者、②中学生以上の方
定員①4組8人、②8人　
料金①１組2,000円、②１,200円
申１/１5㈯～2１㈮に電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-１992

大人のための社会科
教室「水道のヒミツ」

１/27㈭１0：00～１１：30
対象成人　定員20人　
申１/4㈫～１１㈫に電話で

くらしに彩り　郷土
料理「太巻き祭りず
し」をつくりましょう

１/29㈯１0：00～１3：00
対象成人　定員8人
申１/5㈬～１１㈫に電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

初笑い　さつき寄席
１/１6㈰１4：00～１6：00
対象成人　定員１5人
申１/4㈫～１0㈷に電話で

出前講座「江戸時代
のアウトローと関東
八州取締」

１/25㈫１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人
申１/１１㈫～１7㈪に電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0１85

「戦国時代の千葉市
を支配した一族・原
氏」「印旛沼堀削工
事 と 薩 摩 芋 訴 訟 一
件」

１/１9㈬・26㈬１0：00～１2：00　全2回
対象成人
定員20人
申 １/5㈬ ～１１㈫ に 電 話 で。 Eメール oubo. 
hanamigawa@ccllf.jpも可（必を明記）

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6１85

出前講座「享徳の乱
と房総～戦国社会へ
の展開～」

2/１8㈮１4：00～１6：00
対象成人　定員40人
申１/2１㈮必着。往 (１通１人まで)に必を明
記して、〒262-0032花見川区幕張町4-602
幕張公民館へ。 Eメール oubo.makuhari@ 
ccllf.jpも可

稲
毛

草野公民館
☎287-379１
FAX287-3672

防犯講座～悪質商法
や詐欺に合わないた
めに～

１/26㈬１0：00～１2：00
対象成人　定員20人
申１/6㈭～１2㈬に電話で

小中台公民館
☎25１-66１6
FAX256-6１79

初心者のための水墨
･墨彩画教室

１/22㈯・29㈯１4：00～１6：00、2/5㈯１0：00
～１2：00　全3回
対象成人　定員１5人　
料金500円
申１/6㈭～8㈯に電話で

男の料理教室～自分
で作るおつまみ3品
～

１/29㈯１3：00～１6：00
対象成人　定員１2人　
料金800円
申１/7㈮～9㈰に電話で

山王公民館
☎42１-１１2１
FAX423-0359

地域を知ろう～自衛
隊高射学校見学～

2/１0㈭１１：00～１4：00
対象成人　定員１0人　料金394円
申１/5㈬～１１㈫に電話で

シニアのためのスマ
ートフォン教室～ア
ンドロイド編～

2/１8㈮１0：00～１2：00
対象60歳以上の方　定員１0人
申１/24㈪～3１㈪に電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

わ く わ く 楽 学 講 座 
（家庭生活）家族で考
える介護

１/25㈫１3：30～１5：00
対象成人　定員１5人　
備考１歳6カ月以上の就学前児を対象に託児
あり（定員6人）
申１/4㈫～１１㈫に電話で

都賀公民館
☎25１-7670
FAX284-0627

芥川龍之介と千葉県
2/5㈯１0：00～１2：00
対象成人　定員１6人
申１/4㈫～１5㈯に電話で。Eメールoubo.tsuga@
ccllf.jpも可（必を明記）

轟公民館
☎25１-7998
FAX285-630１

春風に乗って　大正
琴アンサンブルコン
サート

１/29㈯１3：30～１5：30
対象市内在住で小学生以上の方　定員30人
申１/１2㈬必着。往に必を明記して、〒263-
002１稲毛区轟町１-１2-3轟公民館へ

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

悪質商法の手口と対
処法

１/28㈮１0：00～１１：00
対象成人　定員１4人
申１/4㈫～１5㈯に電話で。Eメールoubo.midorigaoka@
ccllf.jpも可（必を明記）

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

日本にある世界遺産
2/１9㈯・26㈯１0：00～１2：00　全2回
対象成人　定員１5人　備考難聴の方向けにヒア
リングループの用意あり
申１/5㈬～9㈰に電話で

加曽利公民館
☎232-5１82
FAX232-6408

スマホ基本講座LINE
体験

１/26㈬１0：00～１2：00
対象成人　定員１2人　
備考貸し出しスマートフォンを使用
申１/6㈭～１0㈷に電話で

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

若
葉

桜木公民館
☎234-１１7１
FAX234-１１72

初笑い‼新春落語会
１/１１㈫１4：00～１5：30
定員30人
申１/4㈫～7㈮に電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

まちかどお薬講演会
2/6㈰１0：00～１2：00
対象成人　定員30人
申１/4㈫～23㈰に電話で

白井公民館
☎228-0503
FAX228-6１68

健康太極拳教室
１/2１㈮１0：00～１１：30
対象成人　定員１5人
申１/4㈫～１0㈷に電話で

触って体験、シニア
のためのスマホ入門

１/29㈯１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人
申１/１0㈷～１6㈰に電話で

千城台公民館
☎237-１400
FAX237-１40１

初めての陶芸体験教
室

１/27、2/3・１7・24の木曜日または１/28、
2/4・１8・25の金曜日。いずれも、１3：30～
１6：00　各全4回
対象陶芸が初めての成人　定員各１2人　
料金800円
申１/4㈫～１0㈷に電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
FAX254-3１35

朗読サークル・如月
～春の朗読会～

2/１3㈰１4：00～１6：00
対象成人　定員20人
申１/１１㈫必着。往に必を明記して、〒264-
0032若葉区みつわ台3-１2-１7みつわ台公民
館へ

若松公民館
☎23１-799１
FAX23１-0798

郷土博物館長プレゼ
ンツ「千葉氏入門Q
＆A」

2/3㈭１3：30～１5：30
対象成人　
定員１6人　
料金１00円
申１/１１㈫必着。往に必を明記して、〒264-
002１若葉区若松町2１１7-2若松公民館。 Eメール
oubo.wakamatsu@ccllf.jpも可

ハーブを楽しむ～種
類･育て方･活用～

2/１3㈰１0：00～１2：00
定員１6人
申１/１3㈭必着。往に必を明記して、〒264-
002１若葉区若松町2１１7-2若松公民館。 Eメール
oubo.wakamatsu@ccllf.jpも可

緑

越智公民館
☎294-697１
FAX294-１93１

シニア講座「地域で
見守る高齢者の消費
者トラブル」

１/27㈭１0：00～１2：00
対象60歳以上の方　定員１6人
申１/5㈬～9㈰に電話で

誉田公民館
☎29１-１5１2
FAX292-7487

ニューイヤージャズ
コンサート

１/22㈯１4：00～１5：00
対象成人　定員40人　
内容出演＝大原保人さん（ピアノ）など
申１/5㈬～8㈯に電話で

美
浜

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4１76

新春稲浜落語会
１/23㈰１4：00～１6：00
対象小学生以上の方　定員40人
申１/１１㈫必着。往に必を明記して、〒26１-
0005美浜区稲毛海岸3-4-１稲浜公民館へ

打瀬公民館
☎296-5１00
FAX296-5566

シニア向けスマート
フォン教室～アンド
ロイド編～

１/１9㈬１4：00～１6：00
対象おおむね60～80歳の方　
定員１6人
備考スマートフォン（アンドロイド）の貸
し出しあり
申１/4㈫～7㈮に電話で

大人の手芸教室～ク
レオパトラのネック
レス2way～

2/7㈪１4：00～１6：00
対象成人　定員１6人　
料金800円
申１/20㈭～24㈪に電話で

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-685１

教育講話「子供のネ
ットやゲーム利用と
学校適応について」

１/30㈰、2/１3㈰・27㈰１0：00～１2：00　
全3回
対象小学生以下の子どもを持つ保護者　
定員１0人
申１/１8㈫までに、Eメールで必を明記し
て、高浜公民館 Eメール oubo.takahama@ 
ccllf.jpへ。電話も可

幕張西公民館
☎272-2733
FAX27１-8944

やさしい水彩画教室
～水彩画を基礎から
学びませんか～

１/１9㈬１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人　
料金500円
申１/7㈮必着。往に必を明記して、〒26１-
0026美浜区幕張西2-6-2幕張西公民館へ

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

１/１１㈫
１7㈪
24㈪

松ケ丘公民館
新宿公民館
生浜公民館

松ケ丘公民館
☎26１-5990

花
見
川

１/１2㈬
26㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

１/１0㈷
１１㈫
24㈪

小中台公民館
山王公民館
黒砂公民館

小中台公民館
☎25１-66１6

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

１/１3㈭
27㈭

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-１400

緑 １/5㈬
6㈭

おゆみ野公民館
土気公民館

誉田公民館
☎29１-１5１2

美
浜 １/6㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

情報けいじばん 2022年（令和4年）1月号16 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12面参照。

正規雇用を目指す就職氷河期世代の方を対
象に、就業支援セミナーのほか、企業との交
流会や職場体験を行います。

ぜひ、ご参加ください。

情報公開および個人情報の保護に関する重要事項などについて、調
査･審議します。詳しくは、 千葉市情報公開･個人情報保護審議会

任　　　　期　4月から2年間
開 催 予 定　年2～4回程度（平日の2時間程度）
応 募 資 格　市内在住･在勤･在学で、18歳以上の方
　　　　　　　＊ 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　男女各1人
報　　　　酬　規定により支給
小論文テーマ　 千葉市の情報公開と個人情報の保護について考える

こと（800字程度）
応 募 方 法　 1月31日㈪必着。A4判用紙に必要事項12面のほか、

生年月日、性別、職業（具体的な内容）を明記し、
小論文を添付して、〒260-8722千葉市役所政策法
務課市政情報室へ郵送または直接持参。FAX、 Eメール 
seisakuhomu.GEG@city.chiba.lg.jpも可。

選 考 方 法　書類･面接により選考。結果は全員に通知。
問市政情報室 ☎245-5717 FAXFAX245-5719

千葉市　就職氷河期　職場体験

日　　時　 就業支援セミナー＝1月30日㈰10：30～12：30または
13：30～15：30、2月4日㈮16：00～18：00、5日㈯
10：30～12：30または13：30～15：30のいずれか

　　　　　 職場体験ガイダンス･企業との交流会＝2月9日㈬14：00
～17：00

　　　　　職場体験＝2月中～下旬
会　　場　 TKP千葉駅東口ビジネスセンター（中央区新町1-20江

澤ビル4階）
対　　象　正規雇用を目指すおおむね35～54歳の方
申込方法　ホームページから。

問運営事務局 ☎03-3593-1512 FAXFAX03-3593-1510

就職氷河期世代向け職場体験プロ
グラム

情報公開･個人情報保護審議会委員
を募集

個人
荒井實　有田公男　安藤高志　飯田淳子　伊藤朗　牛尾好康　大久保信子
大塚義生　小垣外寿一　小田友子　小野里怜　加藤聖吉　神谷睦代　川井茉美
川岡義治　喜多康人　工 嘉生　向後保雄　小坂賢一　小島瑛弘　小宮山隆幸
今野邦夫　佐藤修一　佐藤宏　佐藤みく　佐野卓郎　佐山昌之　島岡晴之　
清水治雄　鈴木一功　関根規臣　髙嶋輝生　髙野義純　田中美智代　附木栄右
德久淳子　中島利栄　長谷川伸一　八田貞 　春山美智子　日暮幸一郎　
日野かおり　廣田佳世　牧野卓爾　松井毅　松本直治　三浦チイ　武藤正弘　
森友照子　矢浦晶子　柳川佑二　山口和也　山口四郎　山崎星　若林大悟　
和田泰延　渡邉美緒
団体
日本ボーイスカウト千葉県連盟千葉地区千葉第6団　日本ボーイスカウト千葉
県連盟千葉地区千葉第8団　千葉市花見川区テニススポーツ少年団
特別部門
川村博

社会教育功労者の表彰

問生涯学習振興課 ☎245-5953 FAXFAX245-5992

市では、多年にわたり社会教育の振興に尽力された方々を表彰し、
その功績をたたえました。 順不同･敬称略

都市緑化植物園
申電話で、同園へ

☎264-9559 FAX265-6088　
月曜日（祝･休日の場合翌日）休園

講座名 日時・内容など
病害虫の被害を未然に
防ぐ方法

１/30㈰１0：00～１１：30
内容樹木、植物の病害虫対策　定員先着１5人

水苔玉をつくってみま
しょう

１/23㈰１3：30～１5：00　
内容水苔を使った手軽な苔玉作り　定員先着１5人　料金700円

ふるさと農園 ☎257-998１ FAX258-１024
月曜日（祝･休日の場合翌日）休園

申１/１0㈷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
656-3千葉市ふるさと農園へ。Eメールfuru-noen@tsukahara-li.co.jpも可

教室名 日時・定員・料金
料理教室「日本の郷土料理
おやき作り」

１/28㈮9：30～１3：00
定員24人　料金１,500円

農産加工教室「みそ作り」 2/１7㈭･20㈰9：１5～１2：30、１3：１5～１6：30
定員各１0人　料金2,500円

いきいきプラザ･センター
対象市内在住の①④20歳以上の方、②60歳以上の方および3～5歳児と保護者、③⑥
～⑩60歳以上の方、⑤50歳以上の方
申１/4㈫9：30から催しの前日までに電話で、各プラザ･センターへ。FAXも可（必
を明記）

講座名 日時･定員･内容など
花見川いきいきセンター ☎286-8030 FAX286-803１

①世代間交流「認知症サポーター
養成講座」

１/3１㈪１0：00～１１：30　
内容認知症の方や介護者の理解者･支援者養成　
定員先着１8人

さつきが丘いきいきセンター ☎250-465１ FAX250-4652

②世代間交流「ボードゲームでい
っしょにあそぼう‼」

１/29㈯１0：00～１2：00（3～5歳児と保護者は１0：30
から）
定員60歳以上の方＝先着4人、3～5歳児と保護者
＝先着4組8人　持物室内履き

③カゼに負けない体力づくり～
ちょっとした貯筋体操～

１/3１㈪１0：00～１2：00　
定員先着１１人　持物室内履き、動きやすい服装

あやめ台いきいきセンター ☎207-１388 FAX207-１368

④傾聴ボランティア入門講座～
話の聞き方教室～

１/１7㈪･3１㈪１0：00～１2：00　全2回
内容話の聞き方の基礎を学びます。　
定員先着１2人

若葉いきいきプラザ ☎228-50１0 FAX228-8956
⑤50歳からの人生設計「老後を楽
しむ術」教えます

１/１6㈰１0：00～１2：00　
定員先着１0人

緑いきいきプラザ ☎300-１3１3 FAX300-１5１１

⑥川柳＆雑学セミナー １/29㈯、2/5㈯１2：00～１4：00　全2回　
定員先着20人　持物筆記用具　

⑦老人ホームについて
１/22㈯１3：30～１5：00
内容種類と特徴、費用の目安、施設を選ぶポイン
トなど
定員先着25人

美浜いきいきプラザ ☎270-１800 FAX270-１8１１

⑧新春　初笑い落語会 １/8㈯１3：30～１4：30
定員先着45人

⑨医師講演会「在宅医療について
～家で暮らし続けるために～」

１/１5㈯１0：30～１2：１5
定員先着45人

真砂いきいきセンター ☎278-964１ FAX278-9642
⑩キックボクシングエクササイ
ズと体のメンテナンス

１/3１㈪１4：30～１6：30
定員先着１3人　持物バスタオル

公営事業事務所 ☎25１-7１１１
㈱JPF FAX050-35１2-3840
PIST6（250競走）レース日程

レース名 日程 レース名 日程
千葉市営競輪第3回第3節 １/１㈷･2㈰ 千葉市営競輪第4回第2節 １/22㈯･23㈰
千葉市営競輪第3回第4節 8㈯･9㈰ 千葉市営競輪第5回第１節 29㈯･30㈰
千葉市営競輪第4回第１節 １5㈯･１6㈰

TIPSTAR DOME CHIBA（千葉競輪場）

花の美術館
催し
備考当日直接会場へ

展示名 日時
京葉洋ラン同好会「新春の洋ラン展」 １/１2㈬～１6㈰
ルリビ会「野鳥写真展」 １/20㈭～30㈰

☎277-8776 FAX277-8674　月曜日（祝・休日の場合翌日）休館
入館料＝高校生以上300円、小･中学生１50円

フラワーカレッジ参加者募集
申１/１0㈷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
7-2-4千葉市花の美術館へ。Eメールhanabi-event@worldparkjp.comも可

教室名 日時・定員・料金

日本茶と花ハーブの春の養生茶つくり 2/１9㈯１0：00～１2：00
定員１8人　料金2,000円
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2021年2021年のの千葉市千葉市
皆さんにとって、2021年はどのような年だったでしょうか。
千葉市でもさまざまな出来事がありました。そこで、昨年1年
間の市政にまつわる主な出来事を振り返ります。

新型コロナウイルス感染症への対応新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、1月と7月には法に

基づく緊急事態宣言が発出され、千葉県も対象区域になり、外出の自
粛などが要請されました。

感染拡大の影響は大きく、幕張ビーチ花火フェスタや親子三代夏祭
りが2年連続中止になりました。

感染拡大を防止するため、市施設の休館や利用制限のほか、次のよ
うな対策を実施しました。

消防局から保健所へ調整員（リエゾン）を派遣、自宅療養者健康観
察センターと健康相談窓口の開設、宿泊療養施設での酸素ステーショ
ンの設置　など

経済対策として、事業活動変革促進支援事業やICT活用生産性向上
支援事業、飲食店の感染防止対策認証モデル事業（県市共同）、中小企
業者向け支援金などを行いました。

また、新型コロナワクチンの市民
への接種を開始しました。4月に高
齢者への接種を開始し、集団接種会
場を開設して、11月には、市内の接
種対象者の2回目接種率が8割を超
えました。12月から、2回目のワク
チン接種後原則8カ月以上経過した
方を対象に、3回目の接種を実施し
ています。

　千葉市は、2021年1月
1日に市制100周年を迎えました。
　1月の記念式典を皮切りに、記念
誌や記念漫画の発行、ちば･まち博
や七夕平和プロジェクト、絵画コン
クール、フォトコンテスト、宝探し
など、市民の皆さんが千葉市のあゆ
みを振り返り、千葉市の未来につい

幕張メッセで東京2020オリンピック·幕張メッセで東京2020オリンピック·
パラリンピック競技大会を開催パラリンピック競技大会を開催

幕張メッセでオリンピック3競
技と、パラリンピック4競技の合
計7競技が開催されました。

加曽利貝塚では、パラリンピッ
ク聖火フェスティバルの採火式を
行いました。

見事メダルを獲得した千葉市ゆ
かりの選手8人に、千葉市市民栄誉賞の贈呈を決定しました。

民間活力の導入により、千
葉競輪場を国際規格に準拠し
た走路を有するTIPSTAR 
DOME CHIBAへ再整備し、
250競走（PIST6）をスター
トしました。

PIST6は、1周250メート
ルの屋内木製バンクを舞台
に、オリンピックや世界選手権などの国際ルールに準拠して行われる
競輪です。

6月、チーターが6頭の子ど
もを出産しました。動物公園
でチーターの繁殖が成功した
のは、初めてのことです。

無事に成長したチーターの
子どもたちは、9月から一般
公開をスタートしました。

5月には、シマウマとヤマアラシ展示場が完成し、平原ゾーンがフ
ルオープンしています。

また、ライオンとハイエナの屠
と

体
た い

給
きゅう

餌
じ

の実施費用をクラウドファン
ディングで募集しました。

1月
コミュニティFM「SKYWAVE FM」(89.2MHz）と災害
時における災害情報の緊急放送等に関する協定を締結

「あなたが使える制度お知らせサービス」を開始
3月 市長選挙で神谷俊一氏が当選し、第29代市長に就任

4月

千葉市自転車を活用したまちづくり条例を一部改正し、
自転車保険等への加入を義務化
待機児童ゼロを2年連続達成
アルティーリ千葉がB3リーグ参入
稲毛海浜公園に新しいバーベキュー場「Small planet 
CAMP&GRILL」がグランドオープン

5月 緑区役所におくやみコーナーを開設。死亡に伴う手続き
をワンストップ化

6月 横浜市･千葉市間の東京湾縦断ドローン長距離飛行を実
施

主な出来事

7月

危機管理･防災部門の体制強化
伝統野菜「土気からし菜」が県内で初めて食の世界遺産

「味の箱船」に登録されたことを発表
千の葉の芸術祭を開催（〜9月12日）

8月

千葉市パートナーシップ宣誓制度の宣誓組数が100組に
到達
2020年度決算　歳入･歳出ともに最大規模、市債残高は
10年連続減
千葉ロッテマリーンズがZOZOマリンスタジアムでの
通算1,000勝達成

9月 千葉市客引き行為等の防止に関する条例を制定

10月
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例を制定
JR京葉線の市内新駅名が「幕張豊砂」に決定

市制100周年市制100周年

新たな形の競輪「新たな形の競輪「250競走250競走（（PIST6PIST6）」）」
をスタートをスタート

動物公園のチーターが6頭の子どもを動物公園のチーターが6頭の子どもを
出産出産

て考える機会となるようなさまざまな取り組みを行いました。
　また、千葉市の都市のルーツである千葉氏にゆかりのある都市とと
もに、千葉氏サミットや千葉氏子どもサミットを行いました。

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　タンチョウ
ワタシはタンチョウよ。1987年

に動物公園にやってきたの。今年で
34年目になるわね。名前はないけ
ど、しいくいんさんからは「おばあ
ちゃん」ってよばれているわ。ツル
は千年、カメは万年なんて言われて
いるようだけど、野生のタンチョウ
のじゅ命は30年くらいなの。

タンチョウは、漢字では頂
いただき

（てっぺん）が丹
たん

（赤い）と書いて「丹
たん

頂
ちょう

」で、名前のとおり、頭の上が赤くて美しいツルなの。赤い部分は
羽毛が生えているんじゃなくて、ニワトリでいうトサカのように皮ふ
が出ている部分なのよ。気かんがトランペットみたいに曲がっている
から、遠くまでひびきわたる大きな鳴き声を上げることができるわ。

エサは、ワカサギやアジ、タマゴ、コマツナで、
あとはツル用ペレットなんかももらっているの。
エサ箱が細かいマスみたいに分かれるようになっ
ているのは、くちばしを立ててしっ地をついばむ
タンチョウの食べ方をさいげんするためなの。細
長いくちばしをさいばしのように使って、あなか
ら上手にエサをとることができるのよ。ぬかるん

だしっ地でエサをさがしてついばむには、この細長いくちばしとすら
っとした足がぴったりね。

野生で一年中日本にすんでいるツルは、
タンチョウだけなの。一時はなかまがかな
りへってしまったんだけど、国の天ねん記
ねん物に指定されて、手あつくほごしても
らっているおかげで、だんだんなかまがふ
えてきているわ。よかったわよね。
問動物公園 ☎252-1111 FAXFAX255-7116

ワカサギワカサギ

タマゴタマゴ

コマツナコマツナ

マス目のようなマス目のような
エサ箱エサ箱 ⤴︎⤴︎

農園名 期間 所在地･問い合わせ

ドラゴンファーム 1月上旬～5月
中旬

若葉区小倉町1354
☎235-3788

みつばちファーム 1月上旬～5月
下旬

緑区平川町1294
☎090-3086-0330

みはる野いちご園 1月中旬から 花見川区宇那谷町227-1
☎250-1592

ちはる農園 3/5㈯～5/5㈷ 若葉区中田町1306-2
☎090-3436-2941

シャインベリー 3月上旬～5月
下旬

緑区平川町1621
☎080-3305-1583

シャンデフレーズナチュ
ール

3月上旬～5月
上旬

若葉区中田町2469-2
☎090-3736-1583

農園名 期間 所在地･問い合わせ

さんたファーム 5月下旬まで 若葉区御殿町1-91
☎050-3628-1515

いちご農園ワイズアグリ 5月下旬まで 若葉区御殿町699-12
☎070-8431-7983

フルーツラ
ンドとけ

ひだまり農園 5月まで 緑区大高町41-6
☎090-4071-1188

とけのいちご
中村農園 1/3㈪から 緑区上大和田町273

☎294-7905
エーアト·
ベーレ

1/3㈪～5月下
旬

緑区大高町26-34
☎294-0757

ガイヤファーム（横田ファ
ーム）

1月上旬～5月
中旬

緑区平山町1048
☎080-3096-3944

　今年もイチゴ狩りが楽しめる観光農園がオープン！完熟
の甘くておいしいイチゴをぜひ味わってください。

　入園料や持ち帰り料、事前予約の有無などは農園によって異なります。また、天候不順により、臨時休業や収穫量が少ない場合があります。事前に各農
園にお問い合わせください。

問農政課 ☎245-5758 FAXFAX245-5884

千葉市千葉市ののイチゴイチゴ
� ここ� ここがが違違う‼う‼

　一般的に、スーパーなどで販売され
ているイチゴは、熟す前に収穫したも
のがほとんどですが、市には、観光農
園や直売所がたくさんあり、完熟で取
れたてのイチゴを味わえます。

産地ならではの完熟イチゴ
　市には、市場出荷、直売、観光農園
と農業経営の形態を超えて連携する市
いちご組合連合会があります。イチゴ
の生産拡大や生産技術の向上、消費拡
大に取り組んでいます。

連携してイチゴ作りを支援

一、鎌倉幕府成立と千葉常胤
1月9日㈰からNHKの大河ドラマ

「鎌倉殿の13人」の放送が始まりま
す。ドラマには、俳優の岡本信人さ
ん演じる千葉常

つね

胤
たね

も登場します。常
胤は、千葉のまちの礎を築いた千葉
一族の中興の祖ともいえる人物で、
合議体制をとる鎌倉幕府の13人の
御家人には入っていませんが、源

みなもとの

頼
より

要な役割を果たしました。こうした常胤を、頼朝
は「父のように慕っていた」との記録（吾妻鏡）
が残っています。その後、多くの功績を挙げ、千
葉氏は鎌倉幕府の中でも屈指の御家人となりまし

朝
とも

の信頼を得て第2代将軍頼
より

家
いえ

を後見役として支える重要な役割を
果たしました。では千葉常胤とは、いったいどのような人物だった
のでしょうか。
平安時代後期の1126年（大

だい

治
じ

元年）に、常胤の父、常
つね

重
しげ

が大椎
（現在の緑区大椎町）から現在の中央区亥鼻付近に本拠を移したこと
により、千葉市の都市としての歴史が始まったといわれています。
常胤は、1180年（治

じ

承
しょう

4年）に石橋山の戦いで平家方に敗れた源
頼朝が海を渡って房総に逃れてきた際に、頼朝の再起を助けました。
頼朝34歳、常胤63歳の時です。
また、鎌倉を本拠とするよう進言するなど、鎌倉幕府の創設に重

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

「鎌倉殿」と千葉常胤

千葉介常胤像（郷土博物館蔵）

1月9日㈰放送開始
毎週日曜日　20：00から（NHK総合テレビ）
　　　　　　18：00から（NHK BSプレミアム･BS4K）

た。 千葉常胤役千葉常胤役
岡本信人さん岡本信人さん

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、9日㈰9：00～9：15「冬の千葉市の楽しみ方満載！～千葉あそび早春号～」
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