
対象本人または家族
申電話で、こころの健康センター☎
204-1582
問同センター☎前記 FAX204-1584

農地･農業に関する法律相談

日時4月16日㈮、5月14日㈮、6月16日
㈬、7月16日㈮、9月16日㈭13：30～
16：30
場所中央コミュニティセンター
内容弁護士による相続･売買･賃貸借な
どの悩みの面談
対象農地･農業の法律上の問題でお悩
みの方（業務として従事する方を除
く）
定員各先着3人
備考1人50分。参考資料と経緯などを簡
単にまとめたメモを持参。電話相談
不可
申各相談日の前々日17：00までに電
話で、農業委員会☎245-5767
問同委員会☎前記 FAX245-5895

助産師による女性のための健
康相談

日時若葉区＝4月19日㈪13：30～15：30。
稲毛区＝4月20日㈫、中央区＝27日㈫
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
に関することや妊産婦の健康で悩ん
でいる方
申電話で、同センター健康課･中央☎
221-2582、稲毛☎284-6494、若葉☎
233-8714
問健康支援課☎238-9925 FAX238-9946

ひきこもり地域支援センター
の相談

家族セミナー
日時4月23日、6月25日、8月27日、10月
22日、12月24日、来年2月25日の金
曜日13：30～16：30
場所市ひきこもり地域支援センター
（こころの健康センター内）
内容家族同士やカウンセラーと悩み
ごとの語り合い
対象ひきこもりで悩んでいる家族
定員各先着20人

出張相談
日時火･金曜日10：00～16：00
場所若葉区役所
定員各先着3人

申電話で、市ひきこもり地域支援セ
ンター☎204-1606。月～金曜日（祝
日を除く）9：00～17：00
問同センター☎前記 FAX204-1607

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、電話で相談できま
す。
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

ささいなことでも構いま
せん。お気軽にご相談く
ださい。

人権擁護委員による常設人権
相談

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

4月1日㈭～10日㈯、HPでWEBアンケ
ートを行っています。
テーマ＝「プラスチックごみ削減」
「環境配慮行動」「身近な水環境」
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

花壇コンクールの参加者

内容一般花壇＝面積10平方メートル程
度の花壇
プランター花壇＝面積5平方メート
ル程度のプランターを利用した花壇
対象市内で、市民が鑑賞できる場所に
花壇を設置できる団体または個人
備考設置場所の利用許可などが必要な
場合は、各自で許可を得てください。
申込書配布場所＝区役所地域振興
課、市民センター、公民館、公園緑
地事務所など。市HPから印刷も可
花壇づくり講習会･種子の配布

日時5月8日㈯･11日㈫10：00～12：00
場所三陽メディアフラワーミュージ
アム

申4月23日㈮必着。申込書を、〒260-
8722千葉市役所緑政課へ。 FAX 245-
5885、Eメールmidoritohana@city.chiba.
lg.jpも可
問同課☎245-5775 FAX前記

けみはまバザール出店者

日時5月30日㈰10：00～16：00
場所稲毛ヨットハーバー、ザ･サーフ　
オーシャンテラス周辺
内容一般家庭用品･手工芸品などの販
売、ワークショップ、パフォーマンス
定員18区画（1個人･団体につき1区画）
料金1区画（3メートル×3メートル）
2,000円
備考詳しくは、HP「けみはまバザール」
で検索
申4月25日㈰必着。電子申請で。申込
書（HPから印刷）を、〒260-8722千
葉市役所海辺活性化推進課検見川ビ
ーチフェスタ実行委員会へ郵送、 FAX
245-5695も可
問同実行委員会☎245-5309 FAX前記

健康づくりのためのフィット
ネス利用者

日時6･7月の2カ月間（利用は8回まで）
対象65歳以上で利用希望施設の会員で
ない方（要支援･要介護認定者、平成
30年度以降利用された方を除く）
定員各施設10人程度
料金4,000円（自己負担額）
備考利用できる施設など詳しくは、募
集案内（保健福祉センターで配布）、
HP（「千葉市　シニアフィットネス」
で検索）をご覧ください。結果は全
員に5月下旬に郵送
申4月15日㈭必着。往に必のほか、生
年月日、施設名を明記して、〒260-
8722千葉市役所健康推進課へ。電子
申請も可
問同課☎245-5146 FAX245-5659

青葉病院･海浜病院看護職員
（看護師･助産師）

対象1962年4月2日以降生まれで、看護
師･助産師の免許取得者（第2回試験
は取得見込みを含む）
定員50人程度
備考採用日は来年4月1日㈮（免許取得
者は7月以降の場合も有り）。受験案
内･申込書配布場所＝市役所1階案
内、市政情報室、病院局管理課、区
役所地域振興課、青葉病院、海浜病
院など。HP（「千葉市立病院　看護
師」で検索）から印刷も可
論文･面接試験

日時第1回＝5月15日㈯、第2回＝6月
12日㈯。いずれも9：00から（多数
の場合は翌日も）
場所市役所8階正庁または中央コミ
ュニティセンター
申第1回＝4月7日㈬～15日㈭、第2
回＝4月30日㈮～5月13日㈭に、電
子申請で（いずれも最終日17：00
受信分まで有効）。申込書を、〒
260-8722千葉市役所病院局管理課
へ郵送も可（第1回＝4月13日㈫、
第2回＝5月11日㈫消印有効）

問同課☎245-5224 FAX245-5257

ヘルシーカムカム2021
フッ化物歯面塗布体験

日時5月30日㈰前半＝10：10～12：50、	
後半＝13：00～15：50
場所そごう千葉店
対象3歳以上の方	
定員先着150人
備考中学生以下は保護者同伴
申5月7日㈮必着。はに必のほか、前
半･後半の希望、家族で申し込みの場
合は人数分の名前･年齢を明記して、
〒260-8722千葉市役所健康推進課へ
問同課☎245-5794 FAX245-5659

子ども議会
議員･ファシリテータ 	

日時7月21日㈬8：30～12：00
場所市議会本会議場
内容テーマ＝みんなが住み続けたい千
葉市にするために
対象①議員＝小学校･特別支援学校の
5･6年生、②ファシリテータ＝中学
生。いずれも、Zoomを利用できる
方。
定員①25人程度、②10人程度

備考子ども議会前に、Zoomで数回学
習会を開催。詳しくは、HP「令和3年
度千葉市子ども議会」で検索
申4月20日㈫必着。①Ａ4用紙に必の
ほか、学校名、作文（テーマ＝千葉
市の魅力と課題。400字以内）を、②
はに必のほか、学校名を明記して、
〒260-8730千葉市教育委員会教育指
導課へ。 FAX245-5989、Eメールkyoikushido.
EDS@city.chiba.lg.jpも可
問教育指導課☎245-5986 FAX前記

お知らせ

子ども医療費助成受給券を発
送しました

4月から小学4年生になる子どもの保
護者へ、4月1日㈭から有効の新しい
受給券を3月下旬に発送しました。受
給券が届いていない方は、お問い合
わせください。
問保健福祉センターこども家庭課･
中央☎221-2149、花見川☎275-6421、
稲毛☎284-6137、若葉☎233-8150、緑
☎292-8137、美浜☎270-3150、こど
も企画課☎245-5178 FAX245-5547

千葉ロッテマリーンズ試合日
程･市民招待

4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
4/1㈭ 14：00 楽天
6㈫ 18：00 オリックス
7㈬ 18：00 オリックス
8㈭ 18：00 オリックス
9㈮ 18：00 埼玉西武
10㈯ 14：00 埼玉西武
11㈰ 14：00 埼玉西武
20㈫ 18：00 北海道日本ハム
21㈬ 18：00 北海道日本ハム
22㈭ 18：00 北海道日本ハム
23㈮ 18：00 福岡ソフトバンク
24㈯ 14：00 福岡ソフトバンク
25㈰ 13：00 福岡ソフトバンク

開幕記念特別観戦
千葉ロッテマリーンズがZOZOマ
リンスタジアムで行われるホームゲ
ームに招待します。
日時4月20日㈫～22日㈭18：00開始･対
北海道日本ハム戦
定員各100組200人（内野指定席）
備考当選発表は4月13日㈫にEメール
で通知します。
申4月1日㈭10：00～6日
㈫22：00に、ホームペー
ジ（http://www.cnp
layguide.com/marin
es/chiba2021/）から
問マリーンズ・インフォメーション
センター☎03-5682-6341、観光MICE
企画課 FAX245-5669

ちばしパラスポーツコンシェ
ルジュが移転

障害者が地域のスポーツ活動に参加
しやすくするための相談や、マッチ
ングを行うちばしパラスポーツコン
シェルジュが、千葉ポートアリーナ
3階に移転しました。
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（祝日を除く）9：00～17：00

2021年度固定資産税の縦覧
･閲覧

固定資産税の「土地･家屋価格等縦覧
帳簿」の縦覧
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