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C o n t e n t s

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　http://city.chiba.jp

世帯数　452,226世帯　面積　271.76km2
(男　482,244人　女　495,368人）
人口　977,612人　前月（5月）比 118人減
千葉市データ （2021年6月1日現在）
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　新型コロナウイルスワクチン接種については、予約が取りづらい状況が続き大
変申し訳ありませんでした。ご心配をおかけいたしましたが、限られた時間の中でワクチン接種
回数を確保するため、市医師会の全面的なご協力のもと、身近な医療機関約350カ所での個別接
種により、6月6日時点で全国平均よりも速いペースで接種が着実に進んでいます。
　また、中央コミュニティセンターに加え、イコアス千城台、花見川保健福祉センターに集団接
種会場を設け、接種を加速しています。64歳以下の市民の皆様への接種券は6月下旬から順次郵
送しています。接種予約は、基礎疾患をお持ちの方、高齢者施設などで従事する方に続いて年齢
順に開始しますので、あわてずお待ち下さるようお願いします。【6面】
　市内の感染者数は依然として予断を許さない状況です。今一度の基本的な感染拡大防止対策を
お願いします。また、国の支援金の対象外となる事業者向けに創設した市独自の支援金の対象月
に6月分を追加しましたのでご活用ください。
　7月に入り本格的な出水期を迎えました。千葉市役所では、災害時の初動を一層迅速にするた
め、市長直轄の局長級の危機管理監を配置し、危機管理部を新設しました。また、避難情報が変
更され、従来の避難勧告と避難指示（緊急）を「避難指示」に一本化し、高齢者や体の不自由な
人が避難を始める、レベル3「高齢者等避難」と危険な場所から全員退避するレベル4「避難指
示」に区分されました。市民の皆様には今一度自然災害への備えの確認をお願いします。
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ちば・まち博ちば・まち博
市制100周年を記念した多くのイベントを集中的に行うことで、まちを博覧会のように演出する、ちば･まち博を7月1

日㈭から12月31日㈮まで開催します。ここでは、その一部を紹介します。
楽しみながらまちの魅力を知ることができます。ぜひ、ご参加ください。

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

千葉のまちの礎を築いた武士の一族「千葉一族」にゆかり
のある12都市が連携し、千葉氏サミットを開催します。市制
100周年を迎えた今年、千葉の歴史に思いをはせてみません
か。
また、千葉氏に関するクイズの正解者の中から抽選で、千
葉氏ゆかりの都市の特産品などをプレゼントします。

日　　時　8月21日㈯13：00~17：30
会　　場　三井ガーデンホテル千葉（中央区中央1-11-1）
内　　容　・�基調講演「千葉氏が生きた中世のまちと人々

のくらし」
　　　　　　　　講師＝�保立道久氏（東京大学史料編纂所名

誉教授）
・パネルディスカッション
・首長フォーラム

定　　員　100人
申込方法　�7月21日㈬消印有効。往復はがき（1通2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
都市アイデンティティ推進課へ。電子申請も可。

内容やクイズの応募方法など詳しくは、
第3回千葉氏サミット

絵画コンクール
千葉市の未来について、子どもたちに考えて
もらうため、市内小･中学生を対象に絵画コン
クールを開催します。

テ ー マ　わたしが住みたい未来の千葉市
応募締切　9月10日㈮消印有効
詳しくは、 千葉市制100周年記念絵画コンクール　

七夕平和プロジェクト
中心市街地の約7割が焼け野原になった七
夕空襲をはじめとした市の歴史を振り返るき
っかけとするため、市内小･中学生にリーフ
レットや短冊を配布します。願い事を書いた
短冊は商業施設などに飾ります。
詳しくは、 七夕平和プロジェクト　

このほかにも、100周年記念セー
ルや、文化祭、市民向け講座など、
さまざまなイベントがあります。ま
た、参加イベントを募集しています。
詳しくは、ちば･まち博ポ
ータルサイトやリーフレ
ットをご覧ください。

リーフレット　�市役所、区役所、
公民館などで配布

Pick U
p!

注目イベントはほかにも！

Pick U
p!

第2･4土曜日に出航する工場夜景クルーズ
では、千葉共同サイロ㈱のサイロ（貯蔵庫）
へのレーザービルボードによる市制100周
年記念ロゴマークの投影を楽しめます。
詳しくは、 千葉　工場夜景クルーズ

問千葉ポートサービス㈱�☎︎205-4333�FAXFAX205-4332

大恐竜パーク
in千葉ポートパークPick U

p!

恐竜の生きていた時代を見て、感じて、
想像できるコンテンツを体験できます。

期　　間　7月1日㈭～11月7日㈰
会　　場　千葉ポートパーク
内　　容　�リアル恐竜･実物化石の展示、

恐竜クイズラリー、発掘などのワークショップ　など
入 場 料　600円（別料金が必要なコンテンツがあります）
詳しくは、 大恐竜パーク　千葉　

問大恐竜パーク事務局（千葉ポートタワー内）�
☎︎241-0125�FAXFAX203-1588

第3回
千葉氏サミット

100周年ロゴ投影
～工場夜景クルーズ～
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新しい保険証を郵送します
現在お使いの保険証は、7月
31日㈯が有効期限です。新しい
保険証は、7月中旬に簡易書留
で郵送します。8月以降は、新
しく届いた保険証をご使用くだ
さい。

国民健康保険･後期高齢者医療制度の保険証と保険料決定通知書

後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を郵送します
2021年度の後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を、7月中旬に郵送します。納期限までに納付してください。
納付義務者
75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害があり後期高齢者医療
制度に加入した方
保険料の計算方法
保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担す
る所得割額を合計した額です。

一部負担金の割合
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は、前年
中の所得などにより判定します。
・1割負担となる場合
　�同じ世帯で、後期高齢者医療制度の被保険者全員が、
2021年度市民税の課税標準額145万円未満
・3割負担となる場合
　�上記以外。ただし、【下表】に該当する方は申請によ
り1割負担になります。対象者には、申請書を郵送し
ていますのでお住まいの区の市民総合窓口課に申請
してください。

•国民健康保険に関すること
問区役所市民総合窓口課
　　中　央�☎221-2131　花見川�☎275-6255　稲　毛�☎284-6119
　　若　葉�☎233-8131　　緑　�☎292-8119　美　浜�☎270-3131
　健康保険課�☎245-5145�FAXFAX245-5544

•後期高齢者医療制度に関すること
問区役所市民総合窓口課
　　中　央�☎221-2133　花見川�☎275-6278　稲　毛�☎284-6121
　　若　葉�☎233-8133　　緑　�☎292-8121　美　浜�☎270-3133
　健康保険課�☎245-5170�FAXFAX245-5544

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等 軽減割合
43万円＋10万円×（給与･年金所得者＊の数－1）以下の
場合 7割
43万円＋（28.5万円×世帯内の被保険者数）+10万円×
（給与･年金所得者＊の数－1）以下の場合 5割
43万円＋（52万円×世帯内の被保険者数）+10万円×
（給与･年金所得者＊の数－1）以下の場合 2割
＊①～③いずれかに該当する方
①給与所得（専従者給与を除く）が55万円を超える
②�65歳以上（2020年12月31日時点）で公的年金収入から15万円
を差し引いた額が110万円を超える

③�65歳未満（2020年12月31日時点）で公的年金収入が60万円を
超える

年間保険料額
（限度額64万円）

所得割額
（前年の所得－43万円）×8.39％

均等割額
43,400円 ＋＝

納付方法
年金を受給している方は、年6回の年金支給時に天引きされます。ただし、次
のいずれかに該当する方は、口座振替または納付書で、7月～来年2月の年8回払
いとなります。
・年金受給額が年額18万円未満の方　　・介護保険料が年金天引きされない方
・�天引きされる介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2
分の1を超える方

同一世帯の
被保険者

2020年中の
収入合計

1人 383万円未満＊

2人以上 520万円未満

3割負担と判定されても1割負担となる方

国民健康保険の保険証
・�一般保険証の色がサーモ
ン色に変わります。
・�退職保険証の色がコスモ
ス色に変わります。
・�資格証明書の色がねずみ
色に変わります。
・枝番が追加されます。

後期高齢者医
療制度の保険
証
　保険証の色
が草色に変わ
ります。

＊383万円以上でも、同
一世帯の70～74歳の方
も含めた収入合計が520
万円未満の場合、1割負
担となります。

保険料軽減措置
世帯の所得が低い方などには、保険料の軽減措置があります。
申告がない方は対象になりませんので、お住まいの区の市民総
合窓口課に申告してください。
・�制度に加入する前日に会社の健康保険組合など被用者保険の被
扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は資格取得
後24カ月間5割軽減されます。
・�軽減判定の基準日は2021年4月1日です。ただし、年度途中で
新たに被保険者となった場合は、その日となります。
・�2021年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得について
は、年金所得から特別控除額15万円を差し引いて計算します。
・�専従者控除を受けている場合は、控除前の金額で判定します。
また、専従者給与は判定の対象になりません。

・低所得者に対する軽減（均等割額の軽減）

夏の交通安全運動
「交差点　青でも左右　確認を」をスローガンに7月10日㈯～19日
㈪の10日間、夏の交通安全運動を実施します。交通ルールを守り、正
しい交通マナーの実践により交通事故をなくしましょう。
運動重点
・ゼブラ･ストップ（横断歩行者保護）の徹底
・子どもと高齢者の安全確保
・�飲酒運転の根絶

飼い犬のしつけ方教室
講習および実技により、基本的なしつけ方を学びます。

・�自転車の安全利用の推進（ちばサイクルール
の広報）

問地域安全課�☎245-5148�FAXFAX245-5637

日　　時　7月8日㈭13：30～16：00
内　　容　�Zoomでのオンライン講座。講習とし

つけのデモンストレーション
対　　象　�市内在住で、犬を飼っている方、飼う

予定の方
定　　員　�先着20人（うち10人は動物保護指導

センターでの視聴も可）
申込方法　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

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【12面】参照
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生ごみ分解処理容器のモニターを
募集します

国民年金保険料の免除

LGBT電話相談

心身障害者の医療費を助成

救命講習会に参加しましょう
いざというときに慌てないために救命処置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。
④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。
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パパ＆ママ救命教室
　乳児に対する心肺蘇生法、気道異物除去法を学びます。

各家庭で出る生ごみの減量に取り組むた
め、生ごみ分解処理容器「ミニ･キエーロ」
を使って生ごみを処理し、使用後にアンケ
ートに回答してもらえる方を募集します。
夏休みの自由研究にもおすすめです。説明
会で器具を配布し、使用した器具は、アンケート終了後進呈します。
説 明 会　�日時7月16日㈮･17日㈯11：00～12：00、13：00～14：00

のいずれか1回
　　　　　　場所中央コミュニティセンター10階
対　　象　①市内在住の小学生と保護者、②①以外で市内在住の方
定　　員　①50組、②25組　＊1世帯につき1組まで
申込方法　�7月5日㈪までに電子申請で。申込書（廃棄物対策課で配

布。ホームページから印刷も可）を、〒260-8722千葉市
役所廃棄物対策課へ郵送、FAX、Eメールhaikibutsutaisaku.
ENR@city.chiba.lg.jpも可。

　詳しくは、 千葉市　ミニ･キエーロ　

問廃棄物対策課�☎245-5236�FAXFAX245-5624

国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満の方が保険料を納め、原
則65歳から受け取れる公的年金です。万が一のときの障害基礎年金や
遺族基礎年金にも、保険料が充てられています。
納付が困難な方は免除制度などの利用を
国民年金保険料の支払いをせず未納のままにしておくと、将来、老
齢基礎年金などを受け取れない可能性があります。
失業や経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、
申請により保険料の納付が免除･猶予となる、保険料免除制度や納付
猶予制度（50歳未満）があります。
申請は、申請時点の2年1カ月前までさかのぼって行えます。
申請方法　�申請書（区役所、年金事務所で配布。ホームページから

印刷も可）に必要書類を添付して郵送。直接持参も可。
申請先や必要書類など詳しくは、 千葉市　国民年金保険料免除　

問千葉年金事務所（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
　区役所市民総合窓口課
　　中　央�☎221-2133�FAXFAX221-2680　花見川�☎275-6278�FAXFAX275-6371
　　稲　毛�☎284-6121�FAXFAX284-6190　若　葉�☎233-8133�FAXFAX233-8164
　　　緑　�☎292-8121�FAXFAX292-8160　美　浜�☎270-3133�FAXFAX270-3193

　日常生活でLGBT当事者やその周囲の方が抱
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。
　自分の性別に違和感がある、同性を好きにな
ったなど、一人で悩まず気軽にご相談ください。

　心身に重度の障害のある方の医療費を、保険診療の範囲内で助成し
ています。助成を受けるには、お住まいの区の保健福祉センター高齢
障害支援課へ申請し、受給券の交付を受ける必要があります。
　対　　象　次のいずれかの手帳をお持ちの方
　　　　　　＊�2015年10月以降に65歳以上で新たに重度の障害者

になった方、本人･配偶者･扶養義務者の所得が一定額
以上の場合は対象外

　　　　　　・身体障害者手帳（1級または2級。内部障害は3級も）
　　　　　　・療育手帳（Ⓐ～Bの1）
　　　　　　・精神障害者保健福祉手帳（1級）
　助成方法　�医療機関で健康保険証と受給券を提示して、無料または

費用の一部負担（所得により負担額が異なる）で受診。
受給券の更新
　市で所得を調査し、資格があることを確認できた方には、9月中旬
に更新後の受給券などを郵送します。
　所得が確認できない方には、7月下旬に案内を郵送しますので、8月
16日㈪までに必要書類を、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害
支援課へ郵送または持参してください。提出がない場合、10月分以降
の助成が受けられません。
問保健福祉センター高齢障害支援課
　　中央�☎221-2152　花見川�☎275-6462　稲毛�☎284-6140
　　若葉�☎233-8154　　緑　�☎292-8150　美浜�☎270-3154
　障害者自立支援課�☎245-5173�FAXFAX245-5549

対　　象　�中学生以上の方。⑤は④を修了した方、⑥は1歳未満の子
どもをもつ保護者

料　　金　④1,000円
申込方法　�電話で、防災普及公社へ。ホームページからも可。

千葉市　救命講習　

問防災普及公社�☎248-5355�FAXFAX248-7748

講習 日時 会場 定員

①

8/3㈫��13：30～16：30 救助救急センター

各先着5人

8/5㈭�　9：00～12：00 セーフティーちば
8/6㈮�　9：00～12：00 花見川消防署
8/10㈫13：30～16：30 救助救急センター
8/12㈭��9：00～12：00 セーフティーちば
8/22㈰13：30～16：30 救助救急センター
8/27㈮13：30～16：30 稲毛消防署

② 8/7㈯�　9：00～12：00 セーフティーちば 先着5人
③ 8/26㈭18：30～20：00 セーフティーちば 先着5人
④ 8/28㈯��9：00～17：00 セーフティーちば 先着5人

⑤
8/8㈷�　9：00～12：00

セーフティーちば 各先着5人
8/23㈪13：30～16：30

⑥ 8/21㈯10：30～11：15、
� 14：30～15：15 救助救急センター 各先着5組

　相 談 時 間　�第3日曜日14：00～18：00（相談日ごとに1人1回
30分まで）

　相談専用番号　245-5440
＊匿名･通称名での相談可
問男女共同参画課�☎245-5060�FAXFAX245-5539

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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熱中症を予防しましょう
熱中症は、気温が高いなどの環境条件だけでなく、体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こります。気温がそれほど高く

なくても、湿度が高い、風が弱いなど、体が暑さに慣れていない場合は注意しましょう。
熱中症の予防方法
水分と塩分の補給
　こまめに水分を補給し、汗をかいたら塩分も補給しましょう。

問健康推進課（健康への影響に関すること） ☎245-5146 FAXFAX245-5659　救急課（救急搬送に関すること） ☎202-1657 FAXFAX202-1659
環境保全課（暑さ対策に関すること） ☎245-5504 FAXFAX245-5553

暑さを避ける
・ 熱中症は住居で多く発生していま

す。エアコンや扇風機を活用して温
度調節をしたり、遮光カーテンやす
だれ、グリーンカーテンなどを利用
しましょう。朝や夕方の打ち水も効
果的です。

・ 外出時には、日傘の利用や帽子を着
用し、こまめに休憩しましょう。

ちばし地域づくり大学校の受講生を募集
ちばし地域づくり大学校は、地域課題を解決するために、講座や実地体験を通じて地域福祉活動･ボランティア活動の担

い手や、地域でのリーダーとして活躍できる人材を養成するための学校です。基礎コースとステップアップコースがあり、
自分に合ったコースを選んで受講することができます。なお、基礎コースには講座をオンラインで受講するクラスを新設
しました。それぞれのコースを受講すると、1回の受講につき、ちばシティポイントを50ポイント獲得できます。

基礎コース
地域活動の知識･技能や経験が少な

い方が、講義や実地体験を通じて地域
活動への理解を深めます。また、個々
の思いに沿った活動プランを作成し、
地域で活躍できるよう実践的に学びま
す。

ステップアップコース
すでに地域で活動に参加している方

が、リーダーとして活躍し、活動を継
続できるよう団体運営を学びます。地
域での活動事例や課題を踏まえて、現
在の活動の見直しと新たな活動プラン
作成などを行います。

対�　　象　2021年4月1日時点で18歳以
上の方
期　　間　9月～来年2月
募�集要項　高齢福祉課、区役所地域振興

課、保健福祉センター、市民センター、
公民館、図書館、いきいきプラザ、社会
福祉協議会など。ホームページから印刷
も可。
備　　考　交通費などは自己負担
申�込方法　8月20日㈮必着。募集要項に付

属の受講申込書を、〒261-0011美浜区
真砂5-21-12ちばし地域づくり大学校

（認定NPO法人ちば市民活動･市民事業
サポートクラブ内）へ。 Eメールnpo-club@
par.odn.ne.jp、ホームページからも可。

応募多数の場合は、志望動機を踏まえて、
選考により受講者を決定します。詳しくは、
ちばし地域づくり大学校

問ちばし地域づくり大学校 ☎303-1688 FAXFAX303-1689

マスク着用時の熱中症にご注意を‼
新型コロナウイルス感染対策でマスク着用の機会が多い

ですが、マスク着用時はのどの渇きに気づきにくくなるた
め、こまめな水分補給を心がけましょう。

コース名 講義日時 会場 定員
キックオフ講座

（全コース共通） 9/25㈯9：30～11：30 市民会館またはオンラ
イン受講 ー

基礎コース
全11回

（講義9回、
実地体験2回）

火曜日
9/7･14、10/5･19･26、11/30、
12/7、来年1/11、2/1の火曜日10：00
～12：00

鎌取コミュニティセン
ター

各
20人金曜日 9/10･17、10/8･22·29、12/3･10、

来年1/14、2/4の金曜日9：30～11：30 市民会館

土曜日
（オンラ
イン）

9/11･18、10/16･23·30、12/4･18、
来年1/15、2/12の土曜日14：00～
16：00

Zoomでのオンライン
受講（一部市民会館な
どでの受講）

ステップアップコース
全11回（一部オンラ
イン受講も可）

9/11･18、10/9･23･30、11/13･20･
27、12/18、来年1/8、2/12の土曜日
9：30～11：30

市民会館 30人

＊基礎コースの実地体験は、11/10㈬~29㈪に希望する団体へ参加。2回以上の参加も可

0％
5％
10％
15％
20％
25％
30％
35％
40％

発生場所別熱中症搬送割合
36.8％

15.3％ 15.0％

6.4％ 5.5％

住
居

道
路

公
衆
出
入

場
所（
屋
外
）

公
衆
出
入

場
所（
屋
内
）

仕
事
場

教
育
機
関

不
明
・

そ
の
他

※過去3年の6月～9月の平均値

3.4％

17.5％

熱中症の発生場所は
住居や道路が多い。

熱中症救急搬送割合

※過去3年の6月～9月の平均値

65歳以上
約47％

64歳以下
約53％

暑さ対策にクールシェアを
涼しい場所をみんなでシェアするクールシェアで、省エネ･節電をし

ながら暑さ対策に取り組みましょう。
・家族で一つの部屋で過ごし、エアコンの使用台数を減らす
・木陰や水辺などの涼しい場所で過ごす　など

特に注意しましょう
・ 高齢者は、温度や湿度に対する感覚

が鈍くなるため、室内でも熱中症に
なることが多くあります。

・ 晴れた日は、地面に近いほど気温が
高く、乳幼児や車いすの方は想像以
上に暑い環境にいます。また、乳幼
児は体温調節機能が十分発達してい
ないため、特に注意が必要です。
熱中症警戒アラートが発表されたら

熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が
予測される際に、その前日の夕方または当日早朝に発表されます。
発表されたら、予防行動を積極的に取りましょう。
・ 気温、湿度、暑さ指数を把握しましょう。暑さ指数は環境省ホー

ムページで確認できます。 環境省　熱中症予防

・ 熱中症になりやすい高齢者、子どもなどに声か
けをしましょう。

・屋外での運動や活動は中止･延期しましょう。
・ 屋外で人と十分な距離（少なくとも2メートル

以上）が確保できる場合は、適宜マスクをはず
しましょう。

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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対象者 集団接種の予約開始時期
50歳以上の基礎疾患を有する方＊1または50歳以上の高齢者施設等従事者＊2 7月15日㈭
49歳以下の基礎疾患を有する方＊1または49歳以下の高齢者施設等従事者＊2、60歳以上の方 7月20日㈫
59歳以下の方 市ホームページなどで別途お知らせ
＊１　①または②に該当する方が対象です。該当するかわからない場合は、かかりつけ医や接種を行う医療機関などにご相談ください。
　①以下のいずれかの状態で通院または入院している方
　　�・慢性の呼吸器の病気　・慢性の心臓病（高血圧を含む）　・慢性の腎臓病　・慢性の肝臓病（肝硬変等）　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または

他の病気を併発している糖尿病　・血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）　
　　�・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能

が衰えた状態（呼吸障害など）　・染色体異常　・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）　・睡眠時無呼吸症候群　・重い
精神疾患（精神疾患の治療のために医療機関に入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」
のいずれかに該当する）　・知的障害（療育手帳を所持している）

　②BMI（体重㎏÷身長m÷身長m）が30以上の方
＊２　以下のいずれかの施設などで高齢の利用者に直接接する職員が対象です。
　�・介護保険施設　・居住系介護サービス　・老人福祉法による施設　・高齢者住まい法による住宅　・生活保護法による保護施設　・障害者総合支援法によ
る障害者支援施設等　・その他の社会福祉法等による施設　・居宅サービス事業所等（介護）　・訪問系サービス事業所等（障害福祉）

新型コロナウイルス感染症関連情報
▪12～64歳の方のワクチン接種
千葉市では、かかりつけ医など身近な医療機関でのコロナワクチンの接種（個別接種）を中心に行っています。
現在、市内の64歳以下の方を対象に、新型コロナワクチンの接種券を順次郵送しています。
なお、2009年（平成21年）7月1日以降に生まれた方は、12歳になる月の翌月中旬に接種券をお届けします。
＊年齢は来年3月末日時点のものです。

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

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の子育て負担の増加や収
入の減少に対する支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金
を支給します。詳しくは、お問い合わせください。
支給対象　�以下のいずれかに該当する方（ひとり親世帯分の給付

金を受け取った方を除く）
　　　　　・4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
　　　　　・�来年2月末までに新たに児童手当または特別児童扶

養手当の受給資格の認定を受けた方
　　　　　・�2003年（平成15年）4月2日～2006年（平成18年）

4月1日に生まれた子を養育している方
支給要件　次のいずれかに該当する方
　　　　　・2021年度分の住民税（均等割）が非課税
　　　　　・�1月１日以降の収入が住民税（均等割）非課税相当

の収入に減少した方
支 給 額　対象児童一人につき5万円
支給時期　7月以降

問市子育て世帯給付金事務局�☎400-2603（6月30日㈬から）
　こども企画課�FAXFAX245-5547

▪中小企業者向けの支援金
2021年1～6月に売り上げが減少したものの国や県の支
援金の対象とならない事業者に対し、支援金を支給します。
申請期限　8月31日㈫まで
条件など詳しくは、 千葉市　中小企業者向けの支援金　

問市中小企業者向け支援金事務局�
　☎202-1821�FAXFAX202-6008

▪低所得の子育て世帯向け給付金を支給します

相談･問い合わせ
・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　8:30～18:00(土･日曜日、祝日含む)
　耳や言葉の不自由な方�FAXFAX245-5128�Eメールcv-call@city.chiba.lg.jp

・接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」
ワクチンの接種が受けられる医療機関や扱って
いるワクチンの種類、予約方法などに関することを
掲載しています。 コロナワクチンナビ　

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

予約の開始時期
　個別接種　�各医療機関の予約開始時期は、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、コロナワクチンナビまたは

市ホームページでご確認ください。 千葉市　コロナワクチン　個別接種

　集団接種　市の開設する集団接種会場は【下表】のとおり予約受付を開始します。

＊掲載している情報は、6月16日時点の情報です。最新の情報は、市ホームページなどでご確認ください。 千葉市　コロナワクチン　

接種券のお届け時期　届いた接種券は、ワクチン接種を受けたあとも大切に保管してください。

接種までの流れ

60～64歳の方
6月26日㈯までにお届け

50～59歳の方
7月10日㈯までにお届け

12～49歳の方
7月16日㈮までにお届け

接種券が届いたら、
同封のお知らせを
ご確認ください。

予約可能な時期が
きたら、接種場所を
予約します。

接種当日は、予約した日時に遅れない
ようにしましょう。ワクチンは、一定
の間隔を空けて2回接種します。

二の腕に接種する
ため、肩を出しや
すい服装で

千葉市中央区千葉港1-1

千葉太郎様

まずは接種券が届くの
をお待ちください‼

固定資産税･都市計画税第2期の納期限は8月2日㈪です。納付をお忘れなく‼
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ちば障害者等用駐車区画利用証
7月から歩行が困難な方へ交付します

公共施設や商業施設などに設置されてい
る障害者等用駐車区画の適正利用を図るた
め、障害者や妊産婦など歩行が困難な方に
ちば障害者等用駐車区画利用証を発行しま
す。
詳しくは、お問い合わせいただくかホー
ムページをご覧ください。 千葉　障害者　駐車場　

対　　象　障害者、高齢者、難病患者、妊産婦、けが人など
注　　意　�対象により具体的な基準や必要な書類が異なります。詳

しくは、県健康福祉指導課へお問い合わせください。
申込方法　�申請書に必要書類を添付のほか、返信用封筒を同封して、

〒260-8667中央区市場町1-1県健康福祉指導課へ郵
送。お住いの区の保健福祉センター高齢障害支援課･健
康課へ持参も可。

問県健康福祉指導課（制度に関すること）
☎223-3924�FAXFAX222-6294
障害者自立支援課（申請方法に関すること）
☎245-5175�FAXFAX245-5549

幼児の尿検査を受けましょう
幼児の腎炎･ネフローゼを早期発見するため、保健福祉センター健
康課で尿検査を行います。検査費用は無料です。

会場 検査日 会場 検査日
中央 9/6㈪ 若葉 9/13㈪
花見川 9/7㈫ 緑 9/13㈪
稲毛 9/8㈬ 美浜 9/14㈫

＊受付時間は、いずれも10：00～11：00
対　　象　�2015年（平成27年）4月2日～2017年（平成29年）�

9月30日生まれの子ども。なお、市内の幼稚園･保育所
（園）･認定こども園へ通っている子どもは施設で実施し
ますので、申し込みの必要はありません。

申込方法　�7月30日㈮までに電話で、健康支援課へ。Eメールshien.boshi@
city.chiba.lg.jpも可（必要事項のほか、対象者の氏名、
希望検査日･会場名を明記）。

受診方法　�申し込んだ方には8月下旬に採尿容器を郵送します。検
査会場へ直接お持ちください。

口腔がん検診
口腔がんは、舌や歯肉など口の中のさまざま
な場所に発生し、近年その数は増加傾向にあり
ます。
早期発見・早期治療を図るため、検診を実施し
ています。
検診期間　来年1月14日㈮まで
実施場所　協力歯科医療機関
対　　象　市内在住で40歳以上の方
定　　員　2,000人
料　　金　500円
申込方法　�12月24日㈮必着。はがき（1人1通）に必要事項を明記

して、〒261-0001美浜区幸町1-3-9千葉市歯科医師会
「口腔がん検診申込」係へ。市歯科医師会ホームページか
らも可。

協力歯科医療機関など詳しくは、 千葉市　歯科医師会　

問市歯科医師会�☎242-2982�FAXFAX248-2970

インターネットで認知症の情報がわかる

認知症の方や家族、医療･介護従事者な
ど、対象者に応じた認知症の情報を、パソ
コンやスマートフォンで簡単に検索できる
ホームページを開設しました。
ぜひ、ご利用ください。
千葉市認知症ナビ　

このような悩みを解決します
・認知症ってなんだろう
・認知症の方への接し方がわからない
・これって認知症？
・介護の悩みを相談したい
・利用できるサービスを探したい
・認知症カフェってどんなところ？

千葉市認知症ナビ

・市で開催している研修会を調べたい
問地域包括ケア推進課�☎245-5267�FAXFAX245-5293

認知症介護講習会
認知症は誰もがなりうるもので、2025年
には65歳以上の方の5人に1人が認知症にな
るといわれています。
認知症の症状や介護について学び、認知症
について理解を深めませんか。
日　　時　7月31日㈯13：30～15：30

地域の仲間と健康づくり
生活習慣の改善や絆づくりに、自主的に取り組ん
でいるグループを応援します。健康づくりのための
取り組みに応じて加算される点数を500点集める
と、景品が当たる抽選に応募できます。
活動の際は、感染に十分注意しましょう。
対　　象　�市内在住の18歳以上の方5人以上で

自主的に結成するグループや町内自治会
取組項目　�継続して取り組むラジオ体操やウオーキングなどの運

動、健診･検診の利用など
景　　品　商品券（3万円分･1万5千円分）、市の特産品など
申込方法　�12月21日㈫必着。応募用紙（保健福祉センター健康課、

健康推進課で配布。ホームページから印刷も可）を、保
健福祉センター健康課へ郵送または持参。電子申請も
可。

取組項目ごとの点数など詳しくは、 千葉市健康づくり事業　

問保健福祉センター健康課
中　央�☎221-2582�FAXFAX221-2590　花見川�☎275-6296�FAXFAX275-6298
稲　毛�☎284-6494�FAXFAX284-6496　若　葉�☎233-8714�FAXFAX233-8198
　緑　�☎292-2630�FAXFAX292-1804　美　浜�☎270-2221�FAXFAX270-2065

内　　容　�テーマ＝認知症の基礎知識と千葉市の認知症施策、認知
症カフェ

対　　象　認知症の方を介護している家族など
定　　員　50人（介護中の家族優先）
申込方法　�7月23日㈷必着。はがきに必要事項のほか、介護家族の

場合はその旨を明記して、〒260-0026中央区千葉港４
-３県社会福祉センター3階認知症の人と家族の会へ。
FAXも可。

問地域包括ケア推進課�☎245-5267
認知症の人と家族の会�FAXFAX204-8256

会　　場　文化センター

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【12面】参照
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夏夏ののおすすめおすすめ
イベント特集イベント特集

夏ならではの思い出に残るようなイベン
トを紹介します。ぜひ、参加してみません
か。
他にも、さまざまなイベントがあります。
情報けいじばん【12～17面】も、ぜひご
覧ください。

日時7月18日㈰9：30～11：00
定員15人（小学3年生以下は保護者同伴）
持物帽子、長靴、飲み物
備考集合･解散は大草谷津田いきものの里入口広場。雨天中止。
申�7月7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、〒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

大草谷津田いきものの里　自然観察会大草谷津田いきものの里　自然観察会
夏の谷津田はムシ天国夏の谷津田はムシ天国

日時7月10日㈯10：00～12：00
定員先着20人
持物帽子、飲み物、虫取り網、虫かご
備考�集合は旧稲毛民間航空記念館前。雨天中止。観察した虫は持ち帰
れません。

申�電話で、中央･美浜公園緑地事務所へ。Eメールchuo-mihama.URP@
city.chiba.lg.jpも可。

問中央･美浜公園緑地事務所�☎279-8440�FAXFAX278-6287

稲毛海浜公園　虫の観察会　稲毛海浜公園　虫の観察会　
虫と友達になろう虫と友達になろう！！

かわってきた千葉市の海まわりの土地
日時7月20日㈫13：30～15：30
対象小学4～6年生　定員12人

千葉市の海辺の変遷
日時7月22日㈷13：30～15：30
対象中学生　定員12人

備考講座中の保護者の同席は不可
申�7月9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。

問�郷土博物館�☎222-8231�FAXFAX225-7106
月曜日休館
千葉市立郷土博物館　

郷土博物館　夏休み郷土史講座郷土博物館　夏休み郷土史講座

日時�7月27日㈫･29日㈭、8月3日㈫
･5日㈭･10日㈫･12日㈭･17日㈫
･19日㈭･24日㈫･26日㈭10：30
～12：00、13：30～15：00

場所埋蔵文化財調査センター
内容�古代の人たちを同じ方法で、世界
に一つだけの勾玉を作ります。

対象小学生（3年生以下は保護者同伴）　定員各回10人
申�7月19日㈪必着。往復はがき（1家族1通）に必要事項を明記し
て、〒260-0814中央区南生実町1210千葉市埋蔵文化財調査セ
ンターへ。FAX、Eメールmaibun.fukyu@ccllf.jpも可。

問埋蔵文化財調査センター�☎266-5433�FAXFAX268-9004
　土・日曜日、祝日休館

まいぶん古代体験教室まいぶん古代体験教室

日時7月22日㈷19：00～20：00
場所第1駐車場
対象小学生と保護者
定員先着10組
料金1人50円　駐車料金＝400円
備考雨天中止
申�Eメールで必要事項のほか、参加
人数を明記して、若葉公園緑地事務所 Eメールwakaba.URP@city.�
chiba.lg.jpへ。

問若葉公園緑地事務所�☎228-0080�FAXFAX228-5421

泉自然公園　星の観察会泉自然公園　星の観察会

工作A=じしゃくごまとくるくるミニカー
日時7月28日㈬･29日㈭10：00～12：00　全2回
対象小学1･2年生　定員12人
料金600円

工作B＝風力発電機とリモコンカー
日時7月29日㈭13：30～15：30、30日㈮10：00～12：00
　全2回
対象小学3･4年生　定員12人
料金800円

工作C=モールス信号機
日時7月28日㈬･30日㈮13：30～15：30　全2回
対象小学5･6年生　定員12人
料金1,000円

申�7月16日㈮必着。往復はがきに必要事項のほか、学校名、保護者
名を明記して、〒260-0841中央区白旗1-3-16千葉市南部青少年
センターへ。

問南部青少年センター�☎264-8995�FAXFAX268-1032
月曜日、祝日休館

南部青少年センター　サマーチャレンジ南部青少年センター　サマーチャレンジ

・光るイクラをつくろう‼～食品添加物の性質～
・きれいな水ってどんな水？～水の循環を知ろう～
日時7月29日㈭13：00～17：00
対象小学5･6年生　定員各10人
料金60円
申�7月8日㈭消印有効。はがきに必要
事項を明記して、〒261-0001美
浜区幸町1-3-9環境保健研究所
へ。 Eメールkenkokagaku.IHE@city.�
chiba.lg.jpも可。

問環境保健研究所�☎238-1900�FAXFAX238-1901

環境保健研究所　夏休み教室　環境保健研究所　夏休み教室　
科学にチャレンジ科学にチャレンジ

日時7月30日㈮～8月2日㈪9：30～12：00
場所南部浄化センター
内容�ビデオ鑑賞や、施設の見学、実験
により、家庭から流された汚水が
きれいな水となって川や海に戻
される仕組みを学びます。

対象小学生と保護者　定員各40人
備考荒天中止
申�7月9日㈮必着。往復はがきに必要事項のほか、参加者全員の氏
名、希望日（第2希望まで）、ビデオ鑑賞で座席に配慮が必要な方
はその旨を明記して、〒260-8722千葉市役所下水道営業課へ。
電子申請も可。 千葉市　下水道教室　

問下水道営業課�☎245-5411�FAXFAX245-5614

下水道教室下水道教室

①清掃兼油回収船べいくりんのパネル展示
日時8月20日㈮13：00～15：00
場所ケーズハーバー

②観光船あるめりあによる港内見学会
日時�8月20日㈮Ⓐ11：30～12：10、Ⓑ13：30～14：10、Ⓒ14：30
～15：20、Ⓓ15：40～16：20、Ⓔ18：30～19：40、8月21日
㈯Ⓕ11：30～12：10、Ⓖ13：30～14：10、H14：30～15：20、
Ⓘ18：30～19：40

定員Ⓐ～ⒹⒻ～H各85人、ⒺⒾ各70人（中学生以下は保護者同乗）
備考集合はケーズハーバー

③MYⅡによるサンセットクルーズ
日時�8月20日㈮･21日㈯
　18：00～19：10
定員�各15人（中学生以下は保護者
同乗）

備考集合はケーズハーバー
④�港湾施設見学会

日時8月21日㈯9：45～12：30
対象小学4年～中学生と保護者
定員10組20人
備考集合は千葉ポートタワー

申�②～④7月30日㈮必着。往復はがき（②③は1通5人まで）に必要
事項のほか、参加者全員の氏名を明記して、〒260-0024中央区
中央港1-6-1千葉港振興協会へ。市ホームページからも可。
千葉港まつり‼2021　

問①～③千葉港振興協会�☎246-5201�FAXFAX238-0648
④千葉港運協会�☎248-1153�FAXFAX247-4873

千葉港まつり千葉港まつり

日時8月24日㈫9：15～16：45（1時間半程度）
場所千葉駅周辺
内容�商業施設や店舗を舞台に、デパート
の受付やパンの販売などのさまざ
まな仕事体験ができるほか、一日駅
長なども体験できます。

対象�小学3～6年生（保護者の送迎が必
要）

定員551人
料金500円（キャッシュレス決済）
備考体験内容など詳しくは、 夏休みおしごと感動体験2021　

申7月12日㈪までに電子申請で。
問雇用推進課�☎245-5278�FAXFAX245-5669

夏休みおしごと感動体験　夏休みおしごと感動体験　
ワクワクワークデーワクワクワークデー

新型コロナウイルスの影響でイ
ベントが中止･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。
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。

勾玉づくり
日時8月11日㈬･12日㈭10：00～12：00
対象小学4～6年生

貝輪づくり
日時8月11日㈬･14日㈯13：00～15：00
対象小学4～6年生

組紐づくり
日時8月12日㈭･13日㈮13：00～15：00
対象小学生

発掘体験

特別史跡　加曽利貝塚　特別史跡　加曽利貝塚　
夏休み縄文ウィーク夏休み縄文ウィーク

日時8月13日㈮･14日㈯10：00～12：00
対象小学3～6年生

定員各回10人
申�7月16日㈮までに電子申請で。
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
加曽利貝塚博物館

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【12面】参照

2021年（令和3年）7月号 2021年（令和3年）7月号特集 特集 98 ちば市政だより ちば市政だより



令和3年もうひとつの成人式
成人に達した新しい門出を改めて祝い励ますため、新型コロナウイ
ルスの影響でオンライン開催した令和3年千葉市成人を祝う会の対象
者に「もうひとつの成人式」を開催します。
事前登録のうえ、ご参加ください。
日　　時　10月31日㈰

＊�事前登録者数に応じて複数回に分けて開催するため、
時間は追ってお知らせします。

会　　場　千葉JPFドーム（中央区弁天4-1-1）
対　　象　�令和3年千葉市成人を祝う会対象者（2000年（平成12

年）4月2日～2001年（平成13年）4月1日生まれ）
注意事項　�参加するには、事前に参加登録を行う必要があります。

参加登録を行っていない方や入場券を持っていない方
は、当日会場に入場できません。入場券は開催の1カ月
前までに、登録者にお届けします。

登録方法　8月31日㈫までに、ホームページから。
千葉市　もうひとつの成人式　

問健全育成課�☎245-5973�FAXFAX245-5995

ISOPPと踊ろう‼子どもダンスワ
ークショップ
元ブレイクダンス世界チャンピオンのISOPP
さんが講師を務める、子どもダンスワークショッ
プの参加者を募集します。
創造性豊かなダンスを体験して、最終日には練
習の成果を発表します。
ダンスで夏休みの思い出を作ってみませんか。
日　　時　�小学3～6年生コース＝7月29日㈭、

8月5日㈭13：00～14：30、8月9日
12：30～14：00　全3回

　　　　　�中学～高校生コース＝7月29日㈭、8月5日㈭･9日
　　　　　15：00～16：30　全3回
会　　場　文化センター
対　　象　市内在住･在学の小学3年～高校生
定　　員　各10人
料　　金　3,000円
申込方法　�7月9日㈮必着。はがきに必要事項のほか、ダンス経験年

数、Eメールアドレスを明記して、〒260-0013中央区
中央2-5-1千葉市文化振興財団「子どもダンスワークシ
ョップ」係へ。FAX･Eメールas-chiba＠f-cp.jp（件名に子ど
もダンス応募と明記）も可。

問市文化振興財団�☎221-2411�FAXFAX224-8231

ジャズコンペティションの参加者
募集

亀井博子マリンバリサイタル
第19回千葉市芸術文化新人賞を受賞した亀井博
子さんが、ラウダ･コンチェルタータなどクラシッ
ク音楽を演奏します。
ぜひ、この機会に生のマリンバ演奏を聴いてみま
せんか。
日　　時　7月23日㈷14：00～15：00
会　　場　市民会館

市制100周年記念

注意事項　�就学前児の入場不可
申込方法　�7月2日㈮から電話で。
　詳しくは、 亀井博子　新人賞サポート

問市文化振興財団�☎221-2411�FAXFAX224-8231

ⓒYOSHIMOTOⓒYOSHIMOTO

BAY�SIDE�JAZZ�2021�CHIBA

一般部門と学生部門の2部門でジャズコンペティションの参加者を
募集します。
プロのジャズミュージシャンが日頃の練習･活動の成果を審査し、
入賞者には、9月25日㈯に開催するベイサイドジャズ2021千葉で表
彰します。
審査方法は、音源審査と公開審査です。
対　　象　次のすべてを満たす団体
　　　　　・ジャズグループで2～6人の編成
　　　　　・�8月28日㈯の公開審査（場所市民会館　内容演奏の様子を

ライブ配信します。　対象音源審査通過した団体　料金一
般部門のみ10,000円）に参加できること

　　　　　・�9月25日㈯のベイサイドジャズ2021千葉の表彰式に
参加できること

　　　　　＊�学生部門は、7月27日時点で、メンバー全員が15～25
歳の学生であること。

注意事項　未成年の方は保護者の同意が必要です。
応募方法　�7月27日㈫必着。用紙（書式自由）に必要事項のほか、

グループ名、グループプロフィール、メンバーの氏名･フ
リガナ･年齢･職業･担当パート、応募曲（曲名、作曲･編
曲者名、演奏時間）を明記の上、デモ音源（CDや音声
データMP3形式）と写真画像1点（1MB以上のJPGフ
ァイルでメンバー全員が写っているもの）を同封して、
〒260-0013中央区中央2-5-1千葉市文化振興財団「BSJ�
2021千葉ジャズコンペティション」係へ。Eメールbaysidejazz.�
chiba@gmail.comも可。

応募内容など詳しくは、 ベイサイドジャズ千葉

問市文化振興財団�☎221-2411�FAXFAX224-8231

ISOPPさん

亀井博子さん
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千葉市スペシャルデー

稲毛海浜公園プール

千葉ロッテマリーンズ

今年もオープン

　試合への招待などを行います。この機会に、
一緒に応援しましょう。
　日　　時　8月18日㈬18：00開始
　　　　　　対埼玉西武戦
　会　　場　ZOZOマリンスタジアム

　前川千帆（1888年～1960年）
は、日本近代の創作版画において、
恩地孝四郎･平塚運一とともに
「御三家」と称された作家です。漫
画家として名を成すかたわら木版
画を手がけ、清澄な彫摺とユーモ
ラスな造形により独自の創作版画
を開いた前川千帆の作品世界は、

同時開催
　江戸絵画と笑おう
　�　市美術館のコレクションから
「笑い」をキーワードに、戯画や
禅画を中心に紹介します。ユー
モラスな表現に「くすり」、作者
のきらめく感性にやられて「に
やり」、ほのぼのとした描きぶり
に「うふふ」と、作品と和やか
に親しむひとときをお楽しみく
ださい。

千葉県最大級の稲毛海浜公園プール
が今年もオープンします。浮き輪に乗
って滑るフロートスライダーや流れる
プールなど8種類のプール施設で、子
どもから大人まで1日楽しく遊べます。
　営業日時　�7月17日㈯～8月29日

　内　　容　①内野席ペア招待＆サインボールプレゼント
　　定員20組40人
　　＊サインボールは後日郵送します。選手は選べません。
②内野席チケット割引優待＆グッズプレゼント

　　内容チケットを2,000円で購入できます。　定員100人
　対　　象　市内在住の方
　申�込方法　7月15日㈭必着。往復はがきに必要事項のほか、②は希
望枚数（2枚まで）を明記して、〒260-8722千葉市役所観光MICE
企画課「千葉市スペシャルデー」係へ。②は7月1日㈭10：00～�
14日㈬22：00に、ホームページ（http：//www.�
cnplayguide.com/marines/chiba/）から申し込み
も可（はがきとの重複申し込みは無効）。

問観光MICE企画課�☎245-5897�FAXFAX245-5669

今なお色褪せない魅力を放ちます。
　本展は、浮世絵の大コレクションで知られる公益財団法人平木浮世
絵財団の所蔵品を中心に、約350点から前川千帆の画業を総覧する、
44年ぶりの大回顧展です。
　会　　期　�7月13日㈫～9月20日㈷10：00～18：00（金·土曜日は

20：00まで）　8月16日㈪休室
　会　　場　市美術館8・7階展示室
　料　　金　一般1,200円、大学生700円、高校生以下無料

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

千葉公園水泳プールなど、市内6カ所の水泳プールが今年もオープ
ンします。

　料　　金　一般220円、中学･高校生100円、小学生以下70円
　注意事項　�利用人数の制限があります。19：00以降、中学生以下は

保護者同伴。

ご注意ください
・利用人数の制限があります。
・�当日券は販売しません。ホームページから期日指定チケットを購
入の上、ご来園ください。 Inage Sunset Pool

㈰10：00～17：00（最終入園16：00）　7月19日㈪～
21日㈬休園

　料　　金　�一般1,200円、高校生850円、小･中学生400円、満4歳
以上の幼児200円（中学･高校生は学生証の提示が必要）

　駐車料金　普通車600円、大型車2,000円
　　　　　　�駐車台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関を

ご利用ください。

フルートとハープのデュオコンサートです。
日　　時　7月3日㈯14：00～15：00
会　　場　市民会館
内　　容　出演者＝中島有子さん（フルート）、邊見美帆子さん（ハ
ープ）。演奏曲＝愛のあいさつ、夏の思い出など。

定　　員　先着50人
料　　金　一般500円、小学生以下100円（乳幼児の膝上鑑賞に限
り無料）

申込方法　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�☎221-2411FAXFAX224-8231

問㈱ワールドパーク�☎247-2771
　公園管理課�FAXFAX245-5886

ワンコインコンサート

平木コレクションによる　
前川千帆展

市営プール　オープン

施設名 営業日時 問い合わせ

千葉公園水泳プール

7/3㈯～8/31㈫
（7/11㈰･18㈰･19㈪、
8/1㈰を除く）
9：00～20：00

☎253-7844
FAXFAX255-1048
営業期間前�☎253-8050

みつわ台第2公園水
泳プール

7/17㈯～8/22㈰
9：00～18：00

☎254-0105
FAXFAX287-7192
営業期間前�☎287-3730

有吉公園水泳プール 7/10㈯～8/31㈫9：00～18：00
☎291-1800
FAXFAX292-2189

古市場公園水泳プー
ル

7/17㈯～8/22㈰
9：00～18：00

☎265-3005
FAXFAX266-3435

高洲スポーツセンタ
ープール

7/3㈯～8/31㈫
9：00～18：00

☎279-9235
FAXFAX277-7572

幸町公園水泳プール 7/17㈯～8/22㈰9：00～18：00

☎241-5305
FAXFAX255-1048（千葉公園）
営業期間前�☎253-8050
（千葉公園）

「屋上風景」1931年　（公財）
平木浮世絵財団蔵

中村芳中「光琳画譜」より　1802
年刊　市美術館（ラヴィッツ·コレ
クション）

©© C.L.M. C.L.M.

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【12面】参照
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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

イベント

シニア従業員のお仕事説明会

日時 場所7月6日㈫10:00～11:30＝高洲	
コミュニティセンター、7月12日㈪
10:00～11:30＝鎌取コミュニティセ
ンター
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 FAX274-
6529

合同企業説明会inちば

日時7月6日㈫13:00～15:30
場所生涯学習センター
内容4社参加予定。企業PR、フリート
ークなど
対象おおむね30歳代までの就職活動中
の方（高校生を除く）。学生は、来年
3月卒業見込みの方
定員先着16人
申電話で、ジョブカフェちば☎︎047-
426-8472。同施設HPからも可
問同施設☎︎前記 FAX047-425-2308

稲毛記念館「いなげの浜の環
境と生き物調べ」

日時7月10日㈯10:00～12:00
内容プランクトン、貝類、鳥類などの
生物、水質などの調査やビーチクリ
ーン
対象小学生以上の方
定員先着20人
料金100円
備考小学生は保護者同伴。雨天中止
申電話で、稲毛記念館☎︎277-4534
問同館☎︎前記 FAX277-4688。月曜日休
館

動物保護指導センター
育成中の子猫のお見合い会

日時①7月16日㈮･②30日㈮
内容お見合い時間は1組30分
申①7月7日㈬～13日㈫、②7月19日㈪
～27日㈫に、HP（「千葉市　育成中の
仔猫の譲渡」で検索）で、希望の猫
を確認して電話で、動物保護指導セ
ンター☎︎258-7817
問同センター☎︎前記 FAX258-7818

市水墨画同好会連合会展

日時7月13日㈫～18日㈰9:00～16:30
場所県立美術館
内容水墨画、墨彩画、掛け軸など約
400点を展示。水墨画体験コーナー
＝7月16日㈮･17日㈯10:00～15:00
問市水墨画同好会連合会･戸田さん
☎︎･ FAX277-7446

こころの健康センターの催し

①アルコールミーティング
日時7月16日㈮14:00～16:10
場所地方卸売市場
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

②依存症治療･回復プログラム
日時7月21日㈬、8月4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

③うつ病当事者の会　
日時7月27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

④うつ病集団認知症行動療法
日時8月10日～10月26日の火曜日
14:00～15:30。全12回
対象20～65歳で、うつ病の診断で通
院治療中の方（事前面談あり）
定員6人
料金場合により資料代の実費負担あり
備考要主治医意見書

申①～③電話で、こころの健康セン
ター☎︎204-1582。④7月23日㈷まで
に、申込書（保健福祉センターで配
布）を、〒261-0003美浜区高浜2-1-16
こころの健康センターへ
問同センター☎︎前記 FAX204-1584

みどりの楽講「親子で挑戦‼
竹のおもちゃを作ろう‼」

日時7月17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
申電話で、カフェ･ハーモニー☎︎070-
4325-3650（火～日曜日）
問同カフェ☎︎前記、中央･美浜公園
緑地事務所 FAX278-6287

ネオシャンソン歌手ソワレ
越路吹雪を語る･歌う

日時7月21日㈬13:30～15:30
場所文化センター
料金一般（全席自由）1,000円

申電話で、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 FAX224-
8231

市少年自然の家の催し

①藍染めワークショップ
日時7月25日㈰、8月11日㈬･13日㈮
･15日㈰･22日㈰10:00～12:00
内容畑で藍の葉っぱを摘み、シルク
生地を絞り染めします。
定員各先着30人
料金750円～1,370円
備考小学生以下は保護者同伴。費用
など詳しくは、HP「千葉市少年自
然の家」で検索　

②マンスリーウィークエンド
日時9月4日㈯13:00～5日㈰14:00。	
1泊2日
内容ぐるぐる棒巻きパン、どろんこ
遊び、ナイトウオーク～秋の虫の
声～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歳未満児800円

申①電話で、市少年自然の家☎︎
0475-35-1131に申し込み後、参加申込
書（HPから印刷）をEメールshusai-entry@
chiba-shizen.jp。 FAX0475-35-1134、
同施設 HP、郵送も可。郵送先＝〒
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。②8月7日
㈯必着。往に必のほか、参加人数、
年齢、学年を明記して、前記郵送先
へ。Eメール前記、同施設HPからも可

市民ギャラリー･いなげ
世界児童画展　千葉県展

日時7月27日㈫～8月1日㈰9:00～17:15
内容世界児童画展の優秀作品と県内入
賞以上の作品約250点を展示
問市民ギャラリー･いなげ☎︎248-
8723 FAX242-0729

ナツメロ青春同窓会
みんな楽しく歌って元気に‼

日時7月29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

おやこで学ぶ防災体験

日時7月31日㈯9:30～11:30、13:30～
15:30
場所救助救急センター
内容防災と救命について学びます。参
加者には防災物品を進呈
対象小学生と保護者
定員各先着10組
申7月2日㈮から電話で、防災普及公
社☎︎248-5378。 FAX248-7748も可（必
を明記）

キッズソフトテニス研修大会

日時8月12日㈭10:00～15:00
場所青葉の森スポーツプラザ庭球場
内容午前＝講習会、午後＝練習試合
対象小学生
定員30人
料金600円
持物ラケット（貸し出しあり）、テニス
シューズ、飲み物、昼食
備考雨天中止
申7月30日㈮までに電話で、市レデ
ィースソフトテニス協会･小川さん
☎︎372-0337。 FAX前記も可（必を明記）

障害者福祉センターの社会適
応訓練

①椅子にすわってできる健康体操
日時8月18日㈬10:30～11:30
定員先着10人
備考車椅子の方も参加できます。付
き添い応相談

②フラワーアレンジメント
日時8月20日㈮10:00～11:30
定員5人
料金550円

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
申①電話で、障害者福祉センター☎︎
209-8779。 Eメールkizuna@mbj.nifty.
comも可（必を明記）。②7月16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☎︎前記 FAX209-8782。月
曜日、祝日休館

教室・講座

シルバー人材センター
パソコン教室

日時①夏期エクセル講座＝7月14日～	
8月18日の水曜日10:00～12:00。全6
回。②夏期ワード講座＝7月14日～	
8月18日の水曜日14:00～16:00。全6
回。③夏期アクセス初級講座＝8月
10日～9月14日の火曜日10:00～
12:00。全6回。④ワードで旅行案内
状と写真集作成＝8月10日㈫･17日㈫
13:00～16:00。全2回
対象文字入力ができる方
定員各先着6人
料金①～③7,700円、④4,100円
申電話で、シルバー人材センター☎︎
265-0070
問同センター☎︎前記 FAX265-0048

創業セミナー

日時7月14日㈬14:00～15:45
内容Zoomでのオンライン開催。中小
企業診断士、創業者から、コロナ禍
を乗り切って経営を軌道に乗せるた
めの考え方を伝えます。後日、個別
相談あり（希望者）
対象県内で創業して間もない方、予定

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。
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している方
定員先着30人
申県信用保証協会HPから
問同協会☎︎311-5001 FAX221-8424

空き家に関するセミナー･
相談会

日時7月17日㈯①セミナー＝13:30～
15:30、②相談会＝15:30～16:30
場所生涯学習センター
内容セミナーテーマ＝空き家活用の準
備（賃貸・売却）、リフォームの流れ
とポイント。相談会＝宅地建物取引
士、建築士による相談
定員①先着40人、②各先着2組
申電話で、住宅政策課☎︎245-5810。
FAX245-5795･Eメールjutakuseisaku.URC@
city.chiba.lg.jpも可（必を明記）

稲毛ヨットハーバーの教室

監視艇「潮風」体験乗船会
日時①7月19日･26日、8月2日･16日
･23日の月曜日13:30～15:00
対象小学生と保護者
定員各先着4人
料金600円

SUP（スタンドアップパドル）教室
日時②7月24日㈯、③8月7日㈯。いず
れも、9:30～11:30、13:00～15:00
対象小学生と保護者
定員各回先着5組10人
料金1人3,000円

海にでようヨット体験会
日時④7月25日㈰9:30～12:00、13:00
～15:30
対象小学生以上の方
定員各先着10人
料金1,500円
備考小学生は保護者同乗

ジュニアヨット教室
日時⑤7月31日㈯9:30～15:30
内容小型ヨット、クルーザーヨット
で帆走体験
対象小学4年～中学生
定員先着20人
料金2,000円

ヨット入門コース
日時⑥8月1日㈰9:30～15:30
対象16歳以上の方
定員先着10人
料金5,000円

備考荒天中止　
申①7月7日㈬、②④⑤7月2日㈮、③
⑥7月21日㈬10:00から電話で、稲毛
ヨットハーバー☎︎279-1160
問同施設☎︎前記 FAX279-1575。火曜日
休館

夏季なぎなた教室

日時7月22日㈷9:00～12:00
場所幕張東小学校体育館
対象小学生以上の方　定員20人
申7月14日㈬必着。はに必を明記し
て、〒262-0031花見川区武石町2-
1000-3大曽根方･なぎなた連盟へ。
FAX 271-8812も可
問同連盟･高橋さん☎︎224-3562、スポ
ーツ振興課☎︎245-5968 FAX245-5994

マンション管理士によるセミ
ナー･相談会

日時7月24日㈯①セミナー＝13:00～
14:50、②相談会＝15:00～16:00
場所幕張コミュニティセンター
内容テーマ＝管理組合の仕事と理事の
役割、実効性のある長期修繕計画の
策定方法
定員①先着20人、②先着3組
申7月23日㈷12:00までに電話で、県
マンション管理士会☎︎244-9091。 FAX
244-9094も可（必を明記）

シニアのための傾聴体験講座

日時7月26日㈪13:00～16:00
場所ハーモニープラザ
内容傾聴の基本を演習形式で体験
定員先着24人
申電話で、生涯現役応援センター☎︎
256-4510
問同センター☎︎前記 FAX256-4507

夏季水泳教室

日時7月26日㈪～30日㈮8:30～10:30。
全5回
場所千葉公園プール
内容①水に潜れる、②バタ足ができ
る、③息継ぎなしクロールが泳げる
の3泳力に分かれての実習
対象小･中学生
定員各泳力15人
申7月13日㈫必着。往に必のほか、泳力
を明記して、〒261-0003美浜区高浜
1-14-1-1202佐藤方･千葉市水泳協会へ。
問同協会･佐藤さん☎︎090-9851-3128
（13:00～17:00）、スポーツ振興課☎︎
245-5968 FAX245-5994

消費生活センター
親子で話そう‼食品ロス

日時7月29日㈭①9:30～11:30、②14:00
～16:00
対象①小学4年生･②小学5年生と保護
者
定員各15組30人
申7月12日㈪までに、電子申請で。往
に必のほか、参加者全員の氏名･フリ
ガナを明記して、〒260-0045中央区
弁天1-25-1千葉市消費生活センター
へ郵送も可
問同センター☎︎207-3602 FAX207-3111

精神保健福祉ボランティア講
座

日時7月30日、8月6日･27日、9月10日
･24日、10月8日･22日の金曜日14:00
～16:00。全7回
場所こころの健康センター
内容ボランティアとして活動できるよ
うになるため、精神保健福祉や精神
障害について正しく学びます。
対象市内在住の方
定員先着8人
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

キッズヒップホップダンス教
室

日時7月31日～8月28日（8月14日を除
く）の土曜日10:00～11:00。全4回
場所千葉ポートアリーナ
対象小学生
定員12人
料金1,200円
申7月15日㈭必着。往（1人1通）に必
を明記して、〒260-0025中央区問屋
町1-20千葉ポートアリーナへ。 Eメール	
sanka@chibacity.spo-sin.or.jpも可
問同施設☎︎241-0006 FAX241-0164

西千葉子ども起業塾発展コ
ース

日時8月3日㈫～5日㈭9:00～17:00。	
全3回
場所千葉大学西千葉キャンパス（稲毛
区弥生町1-33）
内容会社を起業し、社長や経理など役
割分担をしながら、JFEスチール㈱
が提示するミッションに挑戦	
対象市内在住の小学4年～中学生
定員30人
申7月13日㈫までに、HP（「西千葉子

ども起業塾2021」で検索）で詳しい
参加条件を確認の上、電子申請で
問雇用推進課☎︎245-5278 FAX245-5669

健康づくりスポーツ教室

日時①GYM&RUN（脚力･ヒップアッ
プフィットネス）＝8月17日～9月21日
の火曜日。②バーオソル（バレエ式
エクササイズ）＝8月20日～9月24日
の金曜日。③代謝力アップリンパマッ
サージ＝8月25日～9月29日の水曜日。
いずれも、19:30～20:30。各全6回
場所①穴川コミュニティセンター、②
中央コミュニティセンター、③高洲
コミュニティセンター
対象18歳以上の方
定員各25人
料金1,500円
申7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

認知症介護基礎研修

日時8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24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7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

DV被害を受けた母子のため
の心理教育プログラム

日時9月5日･12日･26日、10月10日･	
31日、11月14日･28日、12月26日、来
年1月9日･23日、2月6日、3月6日の日
曜日13:30～15:30。全12回
内容子どもと母親に分かれて行いま
す。
対象配偶者と別居中のDV被害を受け
た女性と小学1～3年生の子ども
定員8組
備考事前説明会＝8月22日㈰13:30～
15:30（要参加）
申7月30日㈮までに電話で、こども
家庭支援課☎︎245-5608。 FAX245-5631
も可（必を明記）

相　談

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につい
て。相談は、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

ふるさとハローワーク
オンライン相談･出張相談

オンライン相談
日時7月1日～29日（22日を除く）の
木曜日①13:00～13:50、②14:00～
14:50、③15:00～15:50
内容Zoomでのオンライン相談。キ
ャリアカウンセラーによる就労･
生活支援の相談（職業紹介はなし）

定員各回先着1人
申相談日直前の日曜日までに、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

出張相談
日時7月14日㈬10:00～15:00
場所ゆみ～る鎌取ショッピングセン
ター4階
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
なし）
備考当日直接会場へ

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＝7月
1日㈭･21日㈬14:00～16:00。②思春
期相談＝7月5日㈪14:00～16:00、	
9日㈮15:00～17:00。③ギャンブル
等依存相談＝7月14日㈬13:30～
16:30。④高齢者相談＝7月15日㈭
14:00～16:00。⑤一般相談＝7月21日
㈬10:00～12:00
内容①②④⑤専門医、③精神保健福祉
士による相談
対象本人または家族
定員各回3人
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

ちば司法書士総合相談センタ
ー相談会

日時7月3日～31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
備考電話相談不可
申電話で、ちば司法書総合相談セン
ター☎︎204-8333（日曜日、祝･休日を
除く）
問同センター☎︎前記 FAX247-3998

社会保険労務士相談

日時7月5日㈪･19日㈪、8月2日㈪10:00
～16:00
場所県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　
申電話で、同会千葉支部☎︎224-9027
問同支部☎︎前記 FAX224-9058

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時7月8日㈭13:00～16:00
内容弁護士による相談
定員先着6人
備考1人30分程度。相談には債務者本人
が来所。家族の同伴も可。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7月8日㈭＝大規模修繕･維持管理･
建替えに関する相談。7月15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
内容相談結果により、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
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住宅増改築相談

日時7月9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

外国人のための労働相談･法
律相談

日時①労働＝7月10日㈯13:00～16:00、
②法律＝7月26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①7月9日㈮･②21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

建築相談

日時7月11日㈰10:00～15:00
場所生涯学習センター
内容住宅の設計･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☎︎
･ FAX291-6855

行政書士による相続･遺言･成
年後見相談

日時 場所7月12日㈪＝若葉区役所。30日
㈮＝中央保健福祉センターきぼーる
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7月14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9:00から電話で、広報広聴課☎︎
245-5609

特設法律相談
日時7月24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､ 電話相談は不可
申7月15日㈭までに電話で、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

不妊専門相談

面接相談
日時7月14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7月8日～29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

心配ごと相談所の相談

法律相談
日時7月15日㈭13:00～15:00

内容弁護士による相談
定員先着6人（電話相談の場合は5人）
備考裁判所で訴訟･調停中のものは
不可
申7月14日㈬15:00までに電話で、
心配ごと相談所☎︎209-8860（火･
水･木曜日のみ予約受付可）

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

問同相談所☎︎前記 FAX312-2442

助産師による女性のための健
康相談

日時美浜区＝7月16日㈮、緑区＝19日
㈪、花見川区＝20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
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

弁護士による養育費相談

日時7月21日㈬13:30～16:30
場所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（子どものいる方
に限る）
定員3人
備考相談は1人50分程度
申7月9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、 FAX245-5631、
Eメールkateishien.CFC@city.chiba.
lg.jpも可

募　集

WEBアンケートで　
あなたの意見を市政に‼

7月1日㈭～10日㈯、HPでWEBアンケ
ートを行っています。
テ ー マ ＝「 シ ェ ア サ イ ク ル 」
「ZOZOマリンスタジアム」「ホー
ムページ」
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

市職員中･初級･資格免許職･
民間企業等職務経験者･障害者

対象中級＝1996年（平成8年）4月2日～
2002年（平成14年）4月1日生まれの方
初級＝2000年（平成12年）4月2日～
2004年（平成16年）4月1日生まれの方
民間企業等職務経験者（事務・技術）
＝1962年（昭和37年）4月2日～1993
年（平成5年）4月1日生まれで、民間
企業等での職務経験が直近10年中6
年以上の方
資格免許職＝中級相当資格免許職の
保育士･栄養士･学校栄養職員は1986
年（昭和61年）4月2日以降生まれ、
看護師は1962年（昭和37年）4月2日
以降生まれで、資格免許を有する方
（取得見込みも可）
民間企業等職務経験者の保育士･獣
医師･薬剤師･保健師･心理判定員＝
1962年（昭和37年）4月2日～1986年
（昭和61年）4月1日生まれで、資格
免許を有し職務経験の要件を満たす

方。心理判定員は、指定する資格要
件を満たす方
障害者＝1986年（昭和61年）4月2日
～2004年（平成16年）4月1日生まれ
で、筆記試験日までに身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳または児童相談所などによる知
的障害者であることの判定書のいず
れかの交付を受けている方
備考受験案内（申込書）配布場所＝市
人事委員会事務局、市役所1階案内、
市政情報室、区役所地域振興課、市
民センター･連絡所など。7月9日㈮
からHP（「千葉市　職員募集」で検索）
でもご覧になれます。試験区分や受
験資格、採用予定人数など詳しくは、
受験案内（申込書）をご覧ください。
一次試験
日時 場所中級･初級、資格免許職、民間企
業等職務経験者＝9月26日㈰、市立稲
毛高校または市立千葉高校。障害者
＝10月17日㈰、美浜保健福祉センター
申電子申請で、7月26日㈪9:00～8月
10日㈫17:00受信分有効。郵送の場合
は、7月26日㈪～8月4日㈬消印有効。
申込書を、〒260-8722千葉市人事委
員会へ
問同委員会☎︎245-5870 FAX245-5889

市長と語ろう会

オンライン
日時8月21日㈯14:00～15:00
内容これからの千葉市のまちづくり
～2021年度の主な取組み～
対象Zoomを使用できる方
定員対話に参加する方20人、視聴の
みの方100人
申7月20日㈫までに電子申請で。	
Eメールkohokocho.CIC@city.chiba.
lg.jpも可（必を明記）

地域団体向け
日時8月25日㈬18:00～19:00、26日
㈭10:00～11:00、28日㈯14:00～
15:00、16:00～17:00
場所参加する団体が用意。申し込み
時に未定も可
内容①高齢者が住み慣れた地域で自
分らしく暮らせるまち、②こども
を産み育てたい、こどもがここで
育ちたいと思うまち、③市民とと
もに進める防災対策
対象市内で活動中の20人程度の団体
申7月16日㈮必着。はに必のほか、
希望日時（2つまで）、希望テーマ
（①～③のうち1つ）、団体名、参加
人数、場所が決まっている場合は
会場名･所在地を明記して、〒260-
8722千葉市役所広報広聴課へ。 FAX
245-5796、 Eメールkohokocho.CIC@
city.chiba.lg.jp、電子申請も可

問同課☎︎245-5298 FAX前記

ティー･ミーティングの参加
団体

日時①8月2日㈪13:30～14:20、②8月26日
㈭15:00～15:50、③9月22日㈬13:30
～14:20
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
定員各1団体（5～9人）
申①7月12日㈪、②③30日㈮必着｡は
に必のほか､ 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

自衛官

①一般曹候補生、②航空学生、③自

衛官候補生を募集します。
備考申込期限＝①9月6日㈪、②9月9日
㈭、③随時申し込み可。応募資格、
必要書類など詳しくは、お問い合わ
せください。
問自衛隊千葉募集案内所☎︎221-1333
または区政推進課☎︎245-5133 FAX245-
5550

心の輪を広げる体験作文と
障害者週間のポスター

作文　
内容テーマ＝障害のある人とない人
との心のふれあいの体験
対象小学生以上の方
備考B4判またはA4判縦書きの400字
詰め原稿用紙を使用。小･中学生
＝原稿用紙2～4枚程度、高校生以
上の方＝原稿用紙4～6枚程度

ポスター
内容テーマ＝障害のある人への理解
を促進する。
対象小･中学生
備考規格＝B3判または四つ切り（縦
長で使用。標語その他の文字の記
載は不可。彩色画材は自由）

申9月3日㈮必着。応募用紙（障害	
者自立支援課で配布。同課HPから	
印刷も可）と作品を、〒260-8722千
葉市役所障害者自立支援課へ。持参
も可
問同課☎︎245-5175 FAX245-5549

都市文化賞2021の作品

対象景観まちづくり部門＝魅力ある景
観を創出している建築物（群）･工作
物など、景観向上のための活動や取
り組みの成果
景観広告部門＝魅力ある景観を創出
している広告物（看板）
建築文化部門＝2018年以降に市内に
完成した建築物（増築･改築･リフォ
ーム･リノベーション･コンバージョ
ンを含む）
備考応募用紙配布場所＝都市計画課、
建築指導課、区役所地域振興課、市
民センター、コミュニティセンタ
ー、公民館、市図書館で配布。HP（「千
葉市　都市文化賞」で検索）から印刷
も可
申9月30日㈭必着。応募用紙を都市計
画課 Eメールkeikan@city.chiba.lg.jpへ。
〒260-8722千葉市役所都市計画課へ
郵送も可
問同課☎︎245-5307 FAX245-5627

里親になりませんか

里親とは、様々な理由で自分の家で
生活できない子どもたちを、地域に
ある家庭の中で育む「子どものため
の制度」です。短期間の里親、共働
きの里親も活躍中です。
詳しくは、お問い合わせください。
問児童相談所☎︎277-8880 FAX278-4371

お知らせ

千葉市民ゴルフ場 
夏季特別料金

日時7月1日㈭～9月30日㈭
料金一般＝平日3,370円、土･日曜日、
祝日5,400円。65歳以上の市民＝平
日2,690円、土･日曜日、祝日4,320円。
高校生以下＝平日1,690円、土･日曜
日、祝日2,700円。障害のある方（一
般）＝平日2,690円、土･日曜日、祝日
4,320円。障害のある方（高校生以下）
＝平日1,350円、土･日曜日、祝日2,160
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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。

情報けいじばん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。



子育てママのおしゃべりタイム

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

7/5㈪
13㈫
26㈪

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

7/14㈬ 幕張公民館 幕張公民館
☎273-7522

稲
毛

7/5㈪
12㈪
16㈮

都賀公民館
小中台公民館
緑が丘公民館

小中台公民館
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

7/8㈭
22㈷

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑 7/7㈬
12㈪

おゆみ野公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 7/1㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

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 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

中
央

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

アイドルダンス体験
教室

7/29～8/12の木曜日13：00～17：00　全3回
対象小学3～6年生　定員10人　料金500円
申7/1㈭～7㈬に電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

初心者のためのボッ
チャ体験教室

7/22㈷10：00～12：00
対象成人　定員先着10人
申7/2㈮から電話で

おたのしみおはなし
会

7/29㈭10：00～12：00
対象小学生　定員先着20人
申7/2㈮から電話で

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

は じ め よ う、 簡 単
Zoom教室

7/11㈰13：30～15：30
対象小学4年以上の方　定員先着10人
申7/2㈮から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

布ぞうり作り体験講
座

7/20㈫10：00～15：00
対象成人　定員先着12人　料金500円
申7/2㈮から電話で

夏休み子供映画上映
会「FINAL FANTASY
第1巻」

7/29㈭13：30～15：30
対象小学生　定員先着20人
申7/10㈯から電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

介護保険制度のしく
み～要介護認定とそ
れから～

7/21㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着15人
申7/2㈮から電話で

プログラミングで
「レゴＥＶ3」を自動
運転させてみよう‼

7/25㈰10：00～11：30
対象小学4～6年生　定員先着12人　
申7/3㈯から電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

ガス管をリサイクル
して「万華鏡」を作
ろう‼

7/21㈬10：00～11：00
対象小学3～6年生　定員先着10人
申7/2㈮から電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

我が家の防災対策
「地震、台風、雷のメ
カニズムと対策」

7/28㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着20人
申7/2㈮から電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

木工教室「杉板目の
花入れ」

7/24㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着12人　料金800円
申7/2㈮から電話で

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6185

歴史講座「下総三山
の七年祭り」

7/29㈭10：00～12：00
対象中学生以上の方　定員44人
申7/3㈯～10㈯に電話で

みんなの科学教室
「認知症の予防」

7/31㈯10：00～12：00
対象中学生以上の方　定員先着30人
申7/4㈰から電話で

幕張本郷公民館
☎271-6301
FAX271-0881

歴史講座「下総三山
の七年祭り」

7/30㈮10：00～12：00
対象成人（昨年度下総三山の七年祭りの歴
史講座に参加した方を除く）　
定員20人
申7/5㈪～16㈮に電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

シニアのためのスマ
ートフォン講座
ー基礎編･応用編ー

7/13㈫･14㈬10：00～12：00　全2回
対象60歳以上の方　定員先着16人
申7/6㈫から電話で

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

地震･煙体験版‼防
災講座いざという時
に備えよう‼

8/7㈯10：00～12：00
定員先着20人
申7/6㈫から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
FAX247-1931

親子で姿勢チェック
骨盤から子どもの健
康を守ろう

7/31㈯10：00～11：30
対象4歳児～小学生と保護者　定員先着8組
申7/2㈮から電話で

小中台公民館
☎251-6616
FAX256-6179

はじめてのスマート
フォン教室（アンド
ロイド）

7/7㈬14：00～16：00
対象成人（公民館でのスマートフォン教室に
参加した方を除く）　
定員先着20人
持物スマートフォン（アンドロイド）
申電話で

エンジョイ倶楽部
～シニア映画会～

7/16㈮9：30～12：00
対象60歳以上の方　定員先着20人
申7/2㈮から電話で

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

スクラッチ入門
8/6㈮10：00～12：00
対象小学生　定員先着10人
申7/9㈮から電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

わくわく楽学講座
園芸「苔玉作り教室」

7/21㈬13：30～15：00
対象成人　定員先着15人　料金800円
申電話で

わくわく楽学講座
理科「火薬を使わな
い線香花火作り教
室」

7/31㈯9：30～10：30、11：00～12：00、13：00
～14：00、14：30～15：30　対象小学4年生以
上の方　定員各先着6人　料金200円
申電話で

わくわく楽学講座
理科「みんなで楽し
む星空散歩」

8/7㈯13：30～15：00
対象小学生以上の方　定員先着16人
申電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

パステル画体験
子ども「パステルア
ート教室」

8/1㈰10：00～12：00
対象3歳児～小学生　定員先着12人　料金200円
備考小学3年生以下は保護者同伴
申7/2㈮から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

家族信託
～認知症になっても
これで安心～

7/17㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着12人
申7/2㈮から電話で

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

若
葉

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

はじめてのスマホ体
験「かんたん入門編」

7/14㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着12人
申7/2㈮から電話で

桜木公民館
☎234-1171
FAX234-1172

我が家の
防災対策

7/13㈫14：00～15：30
対象成人　定員先着20人
申7/2㈮から電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

親子パン作り教室
8/7㈯9：30～12：30
対象小･中学生と保護者　定員先着5組10人
申7/2㈮から電話で

シニアライフ講座
「日常自立支援事業
とは？」

7/17㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着30人
申7/2㈮から電話で

白井公民館
☎228-0503
FAX228-6168

カースタンドPON
のおいしいコーヒー
の時間

8/2㈪10：00～12：00
対象成人　定員先着10人　料金500円
申7/2㈮から電話で

千城台公民館
☎237-1400
FAX237-1401

さわやかコンサート
「クラシックギター
演奏会」

8/28㈯14：00～15：30
定員先着25人
申7/2㈮から電話で

若松公民館
☎231-7991
FAX231-0798

親子藤工芸
「帽子の壁飾りとタ
オルハンガー作り」

8/5㈭10：00～15：00　
対象小学3～6年生と保護者　定員先着5組10人
持物上履き、タオル、飲み物　料金1組1,000円
申7/2㈮から電話で

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

初めての陶芸教室
7/15～8/26（8/12を除く）の木曜日10：00
～12：00　全6回
対象成人　定員6人　料金1,000円
申7/2㈮～4㈰に電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
FAX293-1521

ボッチャ体験講座
7/6㈫10：00～11：30
定員先着10人
申7/2㈮から電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

生ごみを減らして野
菜を育てよう

8/11、9/1、10/6、12/1の水曜日10：00～
12：30　全4回　
対象成人　定員先着15人　料金1,000円
申7/2㈮から電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

人生100年、これか
らについて準備しよ
う

7/7㈬･21㈬10：00～12：00　全2回
内容お金と終活について学びます。
対象成人　定員先着20人
申7/2㈮から電話で

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

夏のファミリーコン
サート

8/29㈰14：00～15：00
対象小学生以上の方　定員30人
申7/2㈮～11㈰に電話で

打瀬公民館
☎296-5100
FAX296-5566

夏休み体験教室
「化学の力で絵を描
いてみよう」

7/17㈯10：00～11：30
対象小学生　定員先着12人　料金200円
申7/2㈮から電話で

夏休み体験教室
「点字を打ってみよ
う」

8/5㈭10：00～12：00
対象小学3～6年生　定員先着12人
申7/2㈮から電話で

夏休み体験教室
「勾玉づくり」

8/1㈰10：00～12：00
対象小学4～6年生　定員先着12人　料金250円
申7/2㈮から電話で

幸町公民館
☎247-0666
FAX238-4153

子どもスポーツ吹矢
教室

7/25㈰10：00～12：00
対象小学生以上の方　定員先着16人　料金150円
申7/2㈮から電話で

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-6851

すっきり暮らす片付
けのきほん「楽にで
きる整理収納術‼」

7/24㈯10：00～11：30
対象成人　定員先着12人
申7/2㈮から電話で

図書館 月曜日（みずほのハスの花図書館を除く）･第3木曜日、祝日休館

夏イベント
申①③⑤⑨⑪7/10㈯、⑩⑫7/14㈬、⑧7/28㈬必着。往に必を明記して、各館へ。
②7/14㈬、④7/21㈬、⑥7/10㈯、⑦7/16㈮までに電話で。①～⑤⑦～⑫電子申請も可

イベント名 日時･定員など
みやこ図書館 〒260-0001都町3-11-3 ☎233-8333 FAX234-4187

①子ども一日図書館員 7/21㈬10：00～12：00、14：00～16：00　
対象小学3年生　定員各6人

みやこ図書館 〒260-0001都町3-11-3 ☎233-8333 FAX234-4187

②音のひみつにせまろう‼ 8/18㈬14：00～15：00　
対象小学生　定員12人

情報けいじばん 2021年（令和3年）7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【12面】

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



地域社会貢献者･寄附行為者の褒賞
地域社会に貢献された方々や公共のために多大な寄附をされた方々へ感謝状を贈り、その功労をたたえます。 順不同･敬称略

問秘書課 ☎245-5010 FAXFAX245-5529

地域社会貢献者
今田浩之　小川岳　内山剛　熊倉愛　清水川実　畠山正文　浜口久
佐藤正史　髙木基晴　鶴岡元　本間保裕　三好貴彦　石井惠子　
山形弘子　金子千恵子　稲川積　河野春江　遠山末雄　藤田陽子　澤田尚子
銭太鼓蘇我鼓蝶会　千葉市生涯学習ボランティアの会「タオル帽子」
脳トレ美浜会　稲毛ファミールハイツ自治会　
千葉市社会福祉協議会花園地区部会　手づくり公園まさごの会
ほおじろ台自治会　やまぼうしたすけあいの会　
寄附行為者
渡邉政義　鈴木健仁　市村芳枝　上田藍　大林由紀　工藤教雄　
GURUNGHIRAMAN　小島英昭　相模省五　鈴木秀一　滝澤孝浩　
竹内英二　田中優　野沢祥一　福島徹哉　古河英子　古厩和男　
村田裕司　村山哲也　安田博亮　米村敬太郎　和田健太郎　
嶋田潤一郎　高橋邦比呂　鷺山幸治　佐藤将義　須田剛行　湯浅俊介　
根來豊　北野善知　下山修司　藤江幹子　桜井英子　佐藤芳博　
三谷寛　村田靖乃　

　
宗教法人真如苑　ヤマザキ製パン従業員組合千葉支部　
株式会社ワイズマート　浄土真宗阿弥陀寺　株式会社和心　
新千葉ロータリークラブ　株式会社誠宇ジャパン　株式会社千手　
千南商事株式会社　協同組合千葉市管工事業協会　
千葉市再資源化事業協同組合　千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合　
一般社団法人千葉南法人会　株式会社ドミノピザ･ジャパン
株式会社Ventus　株式会社マリンピア　ミラリオ会　山手運送株式会社　
株式会社大和フーズ　一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会千葉支部　
千葉市造園緑化協同組合　千葉県税理士会　石井庄八顕彰碑設置委員会　
株式会社学研教育みらい　公益財団法人川口教育･スポーツ財団　
在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会　総合地所株式会社･東レ建設株式会社　
ソフトバンク株式会社　株式会社千葉銀行　株式会社千葉東建設　
千葉ライオンズクラブ　千葉黎明学園･ジェフユナイテッド株式会社　
東テク電工株式会社　公益社団法人日本一輪車協会　株式会社ユニクロ　
米屋株式会社　

イベント名 日時･定員など
花見川図書館 〒262-0005こてはし台5-9-7 ☎250-2851 FAX250-2853

③子ども一日図書館員 7/28㈬10：00～11：00、14：00～15：00　
対象小学3年生　定員各4人

④ペットボトルで顕微鏡を
作ろう

8/27㈮10：00～10：45、11：15～12：00　
対象小学生　定員各10人　備考小学2年生以下は保護者同伴

稲毛図書館 〒263-0043小仲台5-1-1 ☎254-1845 FAX284-4795
⑤子ども一日図書館員 8/4㈬10：00～12：00　対象小学3年生　定員10人
⑥夏休みお楽しみ教室 8/21㈯10：00～11：00　対象小学生　定員先着16人
若葉図書館 〒264-0004千城台西2-1-1 ☎237-9361 FAX237-5163 
⑦小学生かんたん工作 8/4㈬10：00～12：00　対象小学生　定員10人

⑧子ども一日図書館員 8/11㈬10：30～12：00、14：00～15：30
対象小学3年生　定員各4人

緑図書館 〒266-0031おゆみ野3-15-2 ☎293-5080 FAX293-5100

⑨子ども一日図書館員 7/28㈬10：00～12：00、14：00～16：00　
対象小学3年生　定員各6人

⑩おおむかしのアクセサリ
ーをつくろう

8/4㈬10：00～12：00、14：00～16：00　対象小学生　
定員各10人　料金200円　備考小学3年生以下は保護者同伴

美浜図書館 〒261-0004高洲3-12-1 ☎277-3003 FAX278-4303

⑪子ども一日図書館員 7/28㈬･29㈭9：30～12：00、13：30～16：00　
対象小学3年生　定員各4人

⑫おもしろ算数と絵本の会 8/4㈬10：00～11：30　対象小学生　定員20人程度
夏の親子おはなし会
備考時間、対象、定員など詳しくは、お問い合わせください。
申①～③⑤～⑫当日直接会場へ。④7/8㈭までに電話で花見川団地分館へ。電子申
請も可

館名 日程 問い合わせ 館名 日程 問い合わせ
みやこ図書館 ①7/13㈫ ☎233-8333 若葉図書館 ⑦8/20㈮ ☎237-9361
白旗分館 ②8/18㈬ ☎264-8566 西都賀分館 ⑧7/21㈬ ☎254-8681
花見川図書館 ③7/16㈮ ☎250-2851 泉分館 ⑨7/31㈯ ☎228-2982
花見川団地分館 ④7/17㈯ ☎250-5111 緑図書館 ⑩7/16㈮ ☎293-5080
みずほハスの花図書館 ⑤7/17㈯ ☎275-6330 あすみが丘分館 ⑪7/14㈬ ☎295-0200
稲毛図書館 ⑥7/ 9㈮ ☎254-1845 打瀬分館 ⑫7/29㈭ ☎272-4646

入館料＝高校生以上300円、小･中学生150円
稲毛海浜公園プールの営業期間中は、駐車場が混み
合いますので、できるだけ公共交通機関をご利用く
ださい。営業日時は、【11面】をご覧ください。

教室名 日時･対象･定員･料金
食虫植物のふしぎな世界 8/18㈬10：00～12：00　定員18人　料金500円

親子でいっしょに楽しいステンシル
8/20㈮10：00～12：00　　
対象小学生と保護者　定員9組18人
料金1組2,500円

ブリコラージュフラワー　ガラス器
に作る観葉植物の寄せ植え

8/27㈮13：30～15：30　
定員7人　料金3,000円

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

花の美術館

男女共同参画センター ☎209-8771 FAX209-8776　月曜日、祝日休館
申Eメールで必のほか、②は受講方法を明記して、同センターEメールsankaku@f-cp.jp。
電話も可

催し･講座名 日時･対象･定員など
①アイディア発想型の
企画力を養おう

7/24㈯13：30～16：30　
定員先着15人

②どう向き合う？仕事
のストレス

7/28㈬18：30～20：00　
場所生涯学習センター　
対象女性　定員先着12人　備考Zoomでの受講も可

③もっと一緒に‼～父
子で体を動かそう

8/21㈯14：00∼15：30　
場所市美術館　
対象5歳児～小学3年生の子どもと父親
定員先着10組20人　持物動きやすい服装、飲み物、タオル

＊③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）

ふるさと農園 ☎257-9981 FAX258-1024　
月曜日休園

対象①～③⑤⑥小学生と保護者
定員①～③⑤12組24人、④24人、⑥20組40人
申7/7㈬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
ふるさと農園へ。Eメールfuru-noen@tsukahara-li.co.jpも可

講座名 日時･料金
①親子で竹笛作りにチャレンジ 7/17㈯ 9：30～12：00　料金1組500円
②親子でうどん作りにチャレンジ 7/18㈰ 9：30～14：00　料金1組1,500円
③親子で竹細工作りにチャレンジ 7/24㈯ 9：30～12：00　料金1組500円
④太巻き祭りずし「あげ羽蝶」 7/30㈮ 9：30～13：00　料金1,000円
⑤親子でパン作りにチャレンジ 7/31㈯ 9：30～14：00　料金1組1,500円
⑥子ども昆虫講座 8/ 1㈰10：00～12：00　料金1組500円

いきいきプラザ･センター
対象市内在住の①小学生と保護者、②③⑦60歳以上の方、④小学生と保護者および
60歳以上の方、⑤50歳以上の方、⑥小学生以上の方
申7/1㈭9：30から、①③～⑤⑦催しの前日まで、⑥7/20㈫までに電話･FAXで、各
プラザ･センターへ。②当日直接会場へ

講座名 日時･定員･内容など
花見川いきいきプラザ ☎216-0080 FAX216-0083
①世代間交流

「親子で夏の寄せ植え」
7/24㈯13：00～13：50、14：00～14：50
対象小学生と保護者　定員各7組14人　料金1組1,000円

さつきが丘いきいきセンター ☎250-4651 FAX250-4652
②血管年齢測定週間 7/7㈬～21㈬9：00～17：00
稲毛いきいきプラザ ☎242-8005 FAX242-8175

③健康フェスティバル
7/10㈯9：30～11：30　13：30～15：30
内容骨密度、血管年齢、体組成、健康相談など　定員各
先着40人

④世代間交流「自分で染めて
自分だけのガーベラ作り」

7/31㈯10：00～12：00　定員小学生と保護者＝先着4組
8人、60歳以上の方＝先着8人　料金1人500円　

若葉いきいきプラザ ☎228-5010 FAX228-8956
⑤50歳からの人生設計「相続
･遺言」

7/18㈰10：00～12：00　
定員先着10人

緑いきいきプラザ ☎300-1313 FAX300-1511
⑥夏休み陶芸教室

「フリーカップを作ろう」
7/25㈰、8/8㈰10：00～12：00　全2回　定員先着14人　
持物エプロン、タオル　料金300円　

美浜いきいきプラザ ☎270-1800 FAX270-1811
⑦元気向上体操

「体の張りは心の張り」
7/9㈮13：30～15：30　定員先着20人
持物ヨガマットまたはバスタオル、飲み物

催し
申当日直接会場へ

催し･展示名など 日時･定員･料金
花の写真サークル「サークル作品展」7/11㈰まで
織･さをり会「花とSAORI」 7/20㈫～25㈰
ようこそ‼夏の子どもたち　工作バ
イキング

7/25㈰10：30～14：30
定員先着20人　料金500円

☎277-8776 FAX277-8674　月曜日休館

情報けいじばん／ その他2021年（令和3年）7月号 17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。



ふるさと応援寄附金
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。寄附を通じて、まちづくりに参加してみませんか。
寄�附金の使いみち　ZOZOマリンスタジアムの充実、ひとり親家庭

の子どものための教育支援、動物公園の整備、新型コロナウイル
ス感染症対策など（30のメニューから選択）
2020年度寄附額　約2億76万円（1,466件）
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

附属機関の委員を募集
①新基本計画審議会委員

2023年度から10年間の、千葉市のまちづくりの方向性を示す基本
計画を審議します。オンラインでも参加できます。
問政策企画課 ☎245-5046 FAXFAX245-5534

Eメールnext-gplan@city.chiba.lg.jp
②新みどりと水辺の基本計画策定委員会委員

緑と水辺のまちづくりに関する方向性を示す基本計画を審議します。
問緑政課 ☎245-5774 FAXFAX245-5885

Eメールryokusei.URP@city.chiba.lg.jp
③廃棄物減量等推進審議会委員

廃棄物の減量や適正処理の推進などについて審議します。
問廃棄物対策課 ☎245-5236 FAXFAX245-5624

Eメールhaikibutsutaisaku.ENR@city.chiba.lg.jp
任�　　　　期　①9月1日㈬～来年3月31日㈭、②9月1日㈬～2023年 

3月31日㈮、③10月1日㈮から2年間
開 催 予 定　①全7回程度、②③年2～4回程度。いずれも平日の日中。
応 募 資 格　①市内在住·在勤·在学で、18歳以上の方、②1年以上継

続して市内在住·在勤·在学で、18歳以上の方、③10月1日㈮時点で、
市内在住の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不可。
募 集 人 数　①4人程度、②2人、③1人
報　　　　酬　規定により支給
小�論文テーマ　①未来の千葉市で実現したい理想の暮らしと、そのた

めに私たちが取り組むべきこと、②あなたの思う緑と水辺の課題と
提案について、③ごみを減らすために私がしていること、したいこ
と。いずれも、800字程度。
応 募 方 法　8月2日㈪必着。A4判用紙に必要事項のほか、附属機関

の名称、性別、①生年月日、①②応募理由、①③職業（①学生は専攻す
る学問）を明記し、小論文を添付して、〒260-8722千葉市役所（問
い合わせ各課）へ郵送または持参。FAX、Eメール、①電子申請も可。
選 考 方 法　書類·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。

就農まで支援します

新規就農希望者研修
農業に意欲があり、新たに就農

を希望する方を対象に、農業に必
要な基礎知識や技術の研修を行う
とともに、農地の確保の支援も行
います。
研修期間　 基礎研修＝来年1～

3月
場所農政センター
農家研修＝来年4月～2023年3月
場所市内農家
実地研修＝2023年4月～2024年3月
場所就農地

対　　象　次の要件を全て満たす方
・市内在住（見込み含む）で18～61歳の方
・研修終了後、すぐに市内で農業経営を始める方
・農業後継者でなく、独立して就農する方
・市税の未納がない方

定　　員　2人（選考により決定）
申込方法　 10月29日㈮までに、申込書（農政課、農業経営支援

課、区役所地域振興課、千葉農業事務所、千葉みらい農
業協同組合市内各店で配布）を農業経営支援課へ直接持
参。

問農業経営支援課 ☎228-6273 FAXFAX228-3317

パブリックコメント手続
千葉市地域防災計画および千葉市水防計画の修正（案）

市の防災に関する総合的かつ基本的な計画である千葉市地域防災計
画および市域における水害から市民の安全を保持することを目的とす
る千葉市水防計画の修正案を作成しました。

ぜひ、皆さんの意見をお聞かせください。
案　の　公　表　7月1日㈭
案の公表場所　 危機管理課、市政情報室、各区役所地域振興課、市

図書館
意見の提出期間　8月2日㈪まで
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　 8月下旬を予定。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　

問危機管理課 ☎245-5151 FAXFAX245-5597
Eメールkikikanri.GE@city.chiba.lg.jp

2021年（令和3年）7月号その他18 ちば市政だより



千葉を
知る

平和アニメ上映･戦災体験講話会
アニメ映画「対馬丸ーさようなら沖縄ー」の上映と戦災体験者に

よるお話の会を開催します。
日　　時　7月17日㈯9：45～12：15　9：30開場
会　　場　生涯学習センター　　定　　員　先着30人
申込方法　�7月16日㈮17：00までに電話で市民総務課へ。FAX、

Eメールsomu.CIC@city.chiba.lg.jpも可（必要事項のほか、
参加人数を明記）。

千葉空襲写真パネル展
空襲の被害状況のほか、戦前･戦後の市民生活、戦災復興の様子、

広島･長崎の被爆などに関する写真パネルを展示します。

考えよう　平和の大切さ

うがよかったかの、ふぉっふぉっふぉっ。
ごはんを横取りされてもおこらんぞ。そんなことでいちいちおこっ
ていたら、じゅ命が短くなってしまう。わしのなかまには100年より

二十五、七夕の空に平和を誓う
1945年7月7日午前1時39分から午前3時5分までの間、米軍の
129機のB29爆撃機が889.5トンもの焼夷弾を千葉市の中心市街地
などに投下しました。この無差別攻撃により中心市街地の大部分が
焼き尽くされ、死傷者は1,204人、被災面積は205ヘクタールに達
しました。この空襲は、被災日をとって「七夕空襲」と呼ばれてい
ます。
当時、市には鉄道連隊や下志津陸軍飛行学校など多くの軍施設が
設置され、日立航空機千葉工場などの軍事産業も進出していました。
戦争が激化する中、1945年1月から米軍機の攻撃にさらされるよう
になり、とりわけ被害が大きかったのが6月10日と7月7日の2回の
空襲でした。この空襲で中心市街地の約7割が焼け野原となり、死
傷者は1,595人に及びました。

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

千葉市が戦時中、空襲で大きな被害を受けたことを知っていますか？1945年6月10日と7月7日、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、戦後の困窮の中から市民の英知とたゆまぬ努力により、復興へ
の道を歩み始め、現在の千葉市の礎を築きました。この戦争の悲惨さと復興への努力の記憶は、決してなくしては
ならないものであり、永く後世に語り継いでいかなければなりません。
この機会に戦争の悲惨さ、平和の大切さについて改めて考えてみましょう。
戦時中の千葉市
1908年の交通兵旅団と鉄道連隊第
二大隊の椿森移転以来、本市には、陸
軍歩兵学校、気球連隊など多くの陸軍
施設が現在の中央区や稲毛区に集積
し、その総面積は約462ヘクタールに
及びました。
跡地は現在、学校や公園、公共施設
などに利用されています。
千葉空襲
千葉市への大空襲は数度ありました
が、米軍が千葉市を目標とした空襲は、
1945年6月10日と7月7日です。
6月10日の空襲では、日立航空機千
葉工場（現在の中央区川崎町）などが
被害を受け、死傷者391人、被災戸数
415戸、被災面積26ヘクタールに及び
ました。

問市民総務課�☎245-5153�FAXFAX245-5155�

平和都市宣言記念像

日程 会場
7月1日㈭～7日㈬
（土･日曜日を除く） 区役所（中央区、若葉区を除く）

7月1日㈭～8日㈭ きぼーる
7月10日㈯～19日㈪ 生涯学習センター
7月20日㈫～28日㈬ ワンズモール（稲毛区長沼町330-50）
7月21日㈬～29日㈭
（土･日曜日、祝日を除く）若葉区役所

7月29日㈭～8月9日 中央コミュニティセンター
8月10日㈫～16日㈪ そごう千葉店地階
8月17日㈫～26日㈭ フレスポ稲毛（稲毛区長沼原町731-17）

中心市街地は大きな被害を受け、
家屋の焼失、食糧不足など、市民生
活は困窮を極めましたが、まちの復
興に向けて復興計画を策定し、千葉
駅の移転や道路公園などの整備を行
い、復興事業は1980年に完了しまし
た。
市では、1989年に世界の恒久平和を願い「平和都市」を宣言する
とともに、1995年に平和都市宣言記念像を京成千葉中央駅東口前
に設置し、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に語り継ぐこととして
います。

終戦直後の栄町通り

長く生きるカメもいるから、わしも
もっと長生きしたいのじゃ。
きみたちは何をして遊ぶのがすき
かな？わしは日光よくもすきじゃ
が、雨の日にどろ遊びをするのもす
きなのじゃ。あの、べちゃべちゃし
た感じがたまらんくて、雨の日は家
に帰るのがいつもよりおそくなって
しまうのじゃ。つゆがずっとつづいてほしいのう。
どろ遊びがすきなんて子どもっぽいじゃと？実はただ遊んでいるだ
けではなく、体についてくるきせい虫を落としたり、体温調せつをし
たりしているのだぞ。これも長生きのひけつじゃよ。
そうそう、わしはりくにいるカメの中では大きい方でな。わしの体
重は285㎏あるぞ。ちなみに、すきな食べ物はトマトと青草じゃ。

やあ、わしはイッテツ。自分でも
正かくにはおぼえておらんが、60
年よりか長く生きているかのう。
わしは温こうでな。この前、いっ
しょに住んでいるケヅメリクガメが
わしにけんかを売ってきたのじゃ
が、そんなちょう発にはのらんかっ
たわい。少しは相手をしてあげたほ

7月7日の空襲では、中心市街地の大部分が焼き尽くされ、被害
は、死傷者1,204人、被災戸数8,489戸、被災面積205ヘクター
ルに及びました。
２度の空襲で、中心市街地の約7割が焼け野原になり、被災者
が4万人以上も出ました。

気球連隊第一格納庫

市上空を飛ぶB29の編隊
千葉市空襲を記録する会　提供

日直　イッテツ
（アルダブラゾウガメ）

問動物公園�☎252-1111�FAXFAX255-7116

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【12面】参照
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