
円。いずれも、9ホールまでの料金
備考利用税など詳しくは、HP「千葉市
民ゴルフ場　夏季料金」で検索
申電話で、千葉市民ゴルフ場☎︎237-
0010
問同施設☎︎237-0020 FAX237-0025

千葉ロッテマリーンズ試合日
程

7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
7/2㈮ 18:00 楽天
3㈯ 14:00 楽天
4㈰ 14:00 楽天
6㈫ 18:00 福岡ソフトバンク
7㈬ 18:00 福岡ソフトバンク
9㈮ 18:00 北海道日本ハム
10㈯ 17:00 北海道日本ハム
11㈰ 17:00 北海道日本ハム

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

ジェフユナイテッド千葉試合
日程･ホームゲームに招待

7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
7/3㈯ 18:00 ザスパクサツ群馬
17㈯ 18:00 ツエーゲン金沢

フクダシートプレゼント
フクダ電子㈱がフクダ電子アリー
ナで行われるホームゲームに招待
します。席はメイン北コーナー指
定席
日時8月14日㈯18:00開始･対アルビ
レックス新潟、28日㈯18:00開始･
対Ｖ･ファーレン長崎
対象市内在住･在学の小･中学生と保
護者
定員各40組80人
備考当選者には試合日のおおむね1
週間前までに入場引換券を発送。
試合が中止された場合などは、当
選無効。詳しくは、HP「ジェフユ
ナイテッド千葉」で検索
申7月9日㈮必着。はに保護者の氏
名･フリガナ･住所･電話番号、子ど
もの氏名･フリガナ･学年、試合名
を明記して、〒260-8722千葉市役
所観光MICE企画課「フクダシート
プレゼント」係へ。 Eメールhometown@	
city.chiba.lg.jpも可

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

稲毛せんげん通りまつり開催
自粛

例年7月に稲毛浅間神社大祭と同日
に開催している「稲毛せんげん通り
まつり」は、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、今年は開催
を自粛します。間違いのないようご
注意ください。
問稲毛せんげん通りまつり実行委員
会☎︎043-243-9881または産業支援課
☎︎245-5277 FAX245-5590

サマージャンボ宝くじが
発売されます‼

日時7月13日㈫～8月13日㈮
料金1枚300円
内容当せん金＝1等5億円、1等前後賞
各1億円ほか
備考抽せん日＝8月25日㈬
宝くじの収益は、私たちの身近な暮
らしに役立てられています。ぜひ、

市内の宝くじ売り場でご購入くださ
い。売り場の所在地など詳しくは、
HP「宝くじ　公式」で検索
問資金課☎︎245-5074 FAX245-5535

千葉都市計画地区計画の決定
に関する原案の縦覧

千葉駅東口西銀座地区地区計画（原
案）＝中央区富士見1･2丁目の各一部
縦覧期間＝7月29日㈭～8月12日㈭
縦覧場所＝都市計画課
なお、8月19日㈭までに、対象区域内
の土地所有者および利害関係者は意
見書を提出することができます。
問都市計画課☎︎245-5304 FAX245-5627

パラスポーツ教室･体験会の
費用を助成

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）
対象団体　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（祝日を除く）9:00～17:00

フリースクールなどへ学習図
書の貸与

教育みらい夢基金を活用して、フリ
ースクールなどへ学習図書の貸与を
行います。
対象市立学校に在籍する児童生徒が通
っているフリースクールなど
備考応募方法など詳しくは、お問い合
わせいただくか、HP「千葉市教育委
員会教育支援課」で検索
申前期＝7月30日㈮、後期＝11月30日
㈫締め切り
問教育支援課☎︎245-5935 FAX246-6148

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5月分

内容市内の測定局で測定した5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

施　設

科学館
☎︎308-0511	 FAX308-0520　7/5㈪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

申①②同館券売機･③同館ミュージアムショップでチケット購入
催し名など 日時･定員･料金など

①プラネタリウム新番組「星空散
歩～七夕～」

7/11㈰まで　定員各先着100人
備考投影日時など詳しくはHP

②夏の特別展　「くらべて発見!
みんなの図鑑大研Q（きゅう）」

7/17㈯～8/29㈰9:00～17:00
料金大人700円、高校生450円、小･中学生250円

③プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ」

7/18㈰･25㈰18:00～18:45　定員各先着100人
料金高校生以上800円、小･中学生300円

④夏休み自由研究相談会
「ふしぎの芽が出る夏休み」

7/26㈪～8/8㈷13:00～15:30
備考申込方法など詳しくはHP

講座･イベント名 日時･対象･定員
①なかよし工房Aクラス「きらき
らリボンワンズをつくろう!」

7/20㈫14:00～16:00
対象小学～高校生　定員先着8人	

②おやこ工作「いろいろいろみず
ボトルであそぼう!」

7/23㈷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16人

③オープン工房「キラキラスライ
ムをつくろう!」

7/27㈫14:00～16:00
対象4歳児～高校生　定員先着8人

④オープンキッチン「バナナおや
つパンをつくろう!」

7/31㈯10:30～11:00、11:00～11:30、11:30～
12:00、12:00～12:30
対象4歳児～高校生　定員各先着4人

☎︎202-1504	 FAX202-1503
7/6㈫･13㈫休館

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

子ども交流館

生涯学習センター ☎︎207-5820	 FAX207-5822　
第4月曜日休館

申①～④7/14㈬、⑤～⑩7/30㈮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

講座名 日時･対象･定員など

①千葉市ものしり検定 7/30㈮～8/1㈰9:30～11:30　全3回
対象小学3年～中学生　定員15人

②パソコンで万華鏡模様
の下じきを作ろう

8/3㈫10:00～12:00、13:30～15:30　
対象簡単なパソコン操作ができる小学3～6年生　定員各8人

③Win10でデジカメ画像
を楽しもう

8/6～27の金曜日10:00～12:00　全4回
対象文字入力ができる方　定員8人　持物デジタルカメラ

④科学工夫工作にチャレ
ンジ!

8/7㈯①10:00～12:00、②13:30～15:30　
対象①小学3･4年生、②小学5･6年生　定員各20人

⑤まなぶ先生のスクラッ
チ入門～基礎編～

8/8㈷10:00～12:00、13:30～15:30　
対象簡単なパソコン操作ができる小学3～6年生　
定員各10人　

⑥短歌をつくって、色紙
にかこう

8/10㈫13:00～15:30
対象小学5･6年生、中学生、高校生、専門学校生、大学生
定員30人

⑦エクセルでお小遣い帳
を作ろう

8/10㈫10:00～12:00　
対象簡単なパソコン操作ができる小学5･6年生
定員8人　持物USBメモリ

⑧紙芝居「はだしのゲン」8/15㈰10:00～11:15　定員20人
⑨名画座「或る夜の出来
事」

8/19㈭10:00～11:45、14:00～15:45
定員各70人

⑩ワード入門 8/21～9/11の土曜日10:00～12:00　全4回
対象文字入力ができる方　定員8人　持物USBメモリ

日時12/4㈯･5㈰　対象市内で1年以上活動している、講座やワークショップ実施団体
または市内を中心に演奏活動などを行い、ステージ発表を希望する団体
定員各10団体程度（1団体10人以内）
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7/30㈮必着。申請書類を同センターへ郵送（宛先=前記）。Eメールmanabi.kouza@
ccllf.jpも可

まなびフェスタ2021の参加団体を募集

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

葛城公民館
☎︎222-8554
FAX222-1453

フラパージュでオン
リーワンの扇子作り

7/12㈪10:30～12:30
対象成人　定員先着10人　料金600円
申7/2㈮から電話で

新宿公民館
☎︎243-4343
FAX243-3972

千葉市を知る「中世
都市千葉を探る」

7/10㈯10:00～12:00
対象成人　定員先着15人
申7/2㈮から電話で

星久喜公民館
☎︎266-4392
FAX266-4981

潮見佳世乃コンサー
ト「おこり地蔵」

7/18㈰13:30～14:30
対象小学4年生以上の方　定員先着23人
申7/3㈯から電話で

情報けいじばん／ その他2021年（令和3年）7月号 15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。
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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。


