
ともに暮らし、ともに暮らし、
ともに笑顔に。ともに笑顔に。

市制施行100周年の節目の年も師走を迎えました。コロナ禍の中で、経済活動

市長メッセージ（第7号）

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

神谷　俊一

や人とのつながりのあり方に大きな変化が生じています。オンライン･非接触のコミュニケーシ
ョンが普及し、働き方の変化により自由な時間が増えるなどの一方、不安や孤独を感じ、心の不
調をきたす方が増え、必要な支援をお届けする取り組みを進めています。

また、職住近接のライフスタイルを求める方が増えています。千葉市は、都市機能と自然の豊
かさを兼ね備えた拠点都市として発展しました。昨年夏以降、東京都から千葉市への人口移動が
転入超過に転じ、人の流れが変化しています。新たな生活様式の中で、職住近接が可能な千葉市
の価値がますます高まっていると確信しています。現在、今後10年間の基本計画を策定中です。

「みんなが輝く　都市と自然が織りなす･ちばし」を実現すべき姿の案として議論を重ねています。
新しい歴史も刻まれ、将来へ動き出しています。オリンピック･パラリンピックが幕張メッセで

開催され、障害の有無にかかわらず活躍できる共生社会へ前進しました。京葉線新駅の名称が、
地域名を冠した幕張豊砂駅と決定されたほか、国際基準の自転車競技が開催可能なTIPSTAR 
DOME CHIBAが千葉公園内に民活事業で整備され、観ることに軸足を置いた250競走が始まり
ました。そして、動物公園ではチーターに6つ子が誕生し、私たちの気持ちを癒してくれました。

先人のご努力の積み重ねで高めてきた都市機能と自然の豊かさを受け継ぎ、不確かな時代だか
らこそ、持続可能な千葉市の未来を拓くために全力で取り組んでまいります。 世帯数　453,341世帯　面積　271.76km2

(男　482,104人　女　495,762人）
人口　977,866人　前月（10月）比 155人減
千葉市データ （2021年11月1日現在）
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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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誰もが誰もが
災害時にも支援が必要です

マークの正しい意味、ご存知でしたか？

　障害には、聴覚障害や身体内部の障害など、外見からは分からないものもあり、
障害のある人が誤解を受けたり、不便を感じたりすることもあります。
　障害の有無にかかわらず、誰もが暮らしやすいまちとなるよう、一人ひとりが
障害のことを正しく理解し、支援を必要としている人には手を差し伸べましょう。
問障害者自立支援課 ☎245-5175 FAXFAX245-5549

ヘルプマーク･ヘルプカードは、援助や配慮を必要としている

ストラップ型ヘルプマーク･ヘルプカードを配布しています
対　　象　心身に障害のある方、義足や人工関節を使用してい
る方、内部障害のある方、難病の方、妊娠初期の方など
配布場所　保健福祉センター高齢障害支援課･健康課、青葉病
院、海浜病院、千葉モノレール千葉駅･千葉みなと駅･都賀駅
･千城台駅の窓口、障害者自立支援課など
＊�ストラップ型ヘルプマーク配布の際、簡単なアンケートにご
協力ください。

ヘルプマーク･ヘルプカードで支援をスムーズに

電車

街中

ヘルプマーク･ヘルプカードがあれば…

本人の安心 支援者の安心

何かあった時に、自
分で説明できなくて
も周囲の理解を得や
すく、手助けしても
らえます。

家族などの安心

緊急連絡先を本人が
携帯していること
で、家族などの不安
を和らげます。

必要な情報を確認す
ることができ、間違
いのない支援を行う
ことができます。

発作でパニックを起こしたり、状態が急
変したりしてしまうことがあります。

見た目には分からなくても、立ち続
けることが困難な方がいます。

声を掛け、席を譲りましょう。

短い言葉で優しく声を掛けて
あげてください。

ふらっふらっ

何かお困り
ですか？

どうぞ

座ってください

このような支援が必要です

視覚障害者や聴覚障害者など状況把握が難しい方、歩行
に障害があり自力で素早く避難することが困難な方、人が
大勢いる避難場所などでパニックに陥る方がいます。
災害時は、安全に避難するための支援や、避難場所での
声掛けなどをお願いします。

津波
避難

！
避難が必要です。

お手伝いできることは

ありますか？

？
　　津波が来ています
　　津波が来ています高いところに逃げてください

高いところに逃げてください 掲　示　板

？

掲　示　板

！

音声での案内が、聴覚障害者に
は伝わりません。

筆談などで情報を伝え、安全に避難
するための支援をお願いします。

掲示物の内容が、視覚障害者に
は伝わりません。

声を掛け、必要な情報を伝えて
ください。

ヘルプマーク･ヘルプカードをはじめ、障害者マ
ークは、支援できる方の思いやりとそれを必要とし
ている方をつなぐために有効なツールです。コロナ
禍でコミュニケーションが取りにくいこともありま
すが、勇気を出して手を差し伸べてください。
その思いやりが、障害のある人もない人も安心し
て暮らせる社会をつくる第一歩です。

2面の答え

このマークの正しい意味、わかりますか？

ありがとうございます

障害者が利用できる建物や
施設であることを表す世界共
通のマークです。

耳が聞こえない方など
が手話でのコミュニケー
ションを求めるときに提

補助犬（盲導犬、介助犬、
聴導犬）同伴を啓発するため
のマークです。

人工肛門･人工ぼうこうを造
設している方（オストメイト）
のための設備があることや、オ
ストメイトを表します。

肢体不自由の方が、条件付
き免許で自動車を運転すると
きに表示するマークです。

聴覚障害者が、条件付き
免許で自動車を運転すると
きに表示するマークです。

耳が聞こえない方など
が筆談でのコミュニケー
ションを求めるときに提

障害者のための
国際シンボルマーク

手話マーク

ほじょ犬マーク

オストメイト用設備
／オストメイト

身体障害者標識 聴覚障害者標識

筆談マーク

示したり、手話による対応ができる施設が
掲示したりするマークです。

公共の施設や交通機関はもちろん、デパ
ート、レストランなどの民間施設でも補助
犬を同伴できます。

おわりに…

示したり、筆談による対応ができる施設が
掲示したりするマークです。

災害時、ヘルプマークを持って避難できなくても大丈夫です。
避難所の受け付けで、職員にお声掛けください。
普段は使っていない人も使用できます。

避難所へのストラップ型ヘルプマークの配備を進めています

暮らしやすいまちへ暮らしやすいまちへ

12月3日㈮〜9日㈭は障害者週間

これらのマークの
意味が分かります
か？

う～ん、見たこと
があるものもいく
つかあるけど…

答えは、３面で。
その前に、障害のある
方が困っていたらどう
手助けすればいいのか
紹介します。

避難所災害発生

いくつ、わかりましたか？
障害者マークについて詳しくは、

内閣府　障害者マーク　

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。

3 421

5 6 7 8 9

10 11 12 13

ことが外見からは分かりにくい方が身に着けるこ
とで、周囲の人に配慮を必要としていることや必
要な支援の内容などを知らせることができます。
ストラップ型ヘルプマークは、かばんなどに取
り付けることで、周囲の人に気付いてもらいやす
くするものです。

ヘルプカードには、名前や住所、
連絡先、かかりつけ医のほか、手
助けしてほしいことが記載されて
います。記載されている内容に沿
った支援をしましょう。

表面

・�発作を起こしていたら、母
携帯に電話してください
・�筆談で対応してください　
など

裏面

中面①

中面②

ヘルプカード

1

5 6

視覚障害者の安全やバリア
フリーを考慮した建物、設備、
機器などに付けられている世
界共通のマークです。

盲人のための
国際シンボルマーク

8

聞こえが不自由なことを表
します。はっきりと口元を見
せて話をしたり、筆談したり
するなどの配慮が必要です。

耳マーク4

身体内部（心臓、呼吸機能、
腎臓、ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓、免疫機能）に障害があ

ハート･プラスマーク

ることを周囲に知らせるマークです。

13

11

障害者、高齢者などで歩行
が困難な方が、施設などに設
置されている障害者等用駐車

ちば障害者等用駐車
区画利用証（無期限）

区画を優先的に利用できるマークです。
妊産婦、けが人などが利用できる有期限
の利用証もあります。
詳しくは、 千葉県　障害者　駐車場

内部障害など、外見から分か
らないが援助や配慮を必要とし
ていることを表します。

ヘルプマーク12

32

視覚障害者が白杖を頭上50
センチメートル程度に掲げるの
は、SOSのシグナルです。

白
は く

杖
じょう

SOSシグナル
普及啓発シンボルマーク

見掛けたら進んで声を掛けましょう。

7

10

9

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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年末年始のお知らせ
年末年始（12月29日㈬～1月3日㈪）の市役所･区役所などの

開庁日、主な施設の開館状況、応急診療を行っている医療機関
などをお知らせします。年末年始のごみの収集については、
５面をご覧ください。

市役所、区役所などの開庁日

戸籍の届出、埋火葬許可証の交付は年末年始も終日受け付け
戸籍（出生･死亡･婚姻届など）の届出、埋火葬許可証の交

付は年末年始も受け付けます。書類不備や記載漏れを防ぐた
め、不明な点は事前にお問い合わせいただくか、ホームペー
ジでご確認ください。

詳しくは、 千葉市　戸籍の届出　

受付場所　区役所警備員室
問区役所市民総合窓口課

　中　央 ☎221-2110 FAXFAX221-2161
　花見川 ☎275-6237 FAXFAX275-6848
　稲　毛 ☎284-6110 FAXFAX284-6151
　若　葉 ☎233-8129 FAXFAX233-8165
　　緑　 ☎292-8110 FAXFAX292-8160
　美　浜 ☎270-3129 FAXFAX270-3196

急病のときは、応急診療のご利用を
年末年始は、一部の医療機関（内科）のほか、休日救急診療所な

どで応急診療を行っています。急病のときは、ご利用ください。
なお、応急処置のため、処方される薬は必要最小限の日数分にな

ります。常用している薬がある方は、あらかじめかかりつけ医に受
診し処方を受けましょう。また、詳しい検査やインフルエンザ簡易
迅速検査は原則行いません。本当に必要な方が適切な医療を速やか
に受けられるよう、ご協力をお願いします。

病気の原因によっては、2次病院（必要な検査、処置、入院など
のできる病院）に紹介する場合があります。
日程･医療機関

診 療 科　内科　　診療時間　9:00～17:00
持 ち 物　・健康保険証（各種受給者証をお持ちの方は一緒に持参）

　　　　　　・診療代金　・薬（服用している方）
　　　　　　・お薬手帳（お持ちの方）

医療機関情報など詳しくは、 千葉市　医療機関　

問医療政策課 ☎245-5210 FAXFAX245-5554

市役所、区役所
市民センター、連絡所

年末 年始
12/28㈫まで 1月4日㈫から

診療　 千葉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。

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

受診時の持ち物は【左記】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）

日程 医療機関名 所在地 電話番号

12/29㈬

千葉中央メディカルセンター 若葉区加曽利町1835-1 232-3691
稲毛病院 稲毛区小仲台6-21-3 253-7211
井上記念病院 中央区新田町1-16 245-8800
千葉みなと病院 中央区中央港1-29-1 241-5381

30㈭
三愛記念病院 中央区新千葉2-2-3 246-2271
柏戸病院 中央区長洲2-21-8 227-8366
千葉健生病院 花見川区幕張町5-392-4 272-1211

31㈮ 山王病院 稲毛区山王町166-2 421-2221
1/  3㈪ 斎藤労災病院 中央区道場南1-12-7 227-7437

市役所コールセンター
☎245-4894 FAXFAX248-4894

利用時間　8：30〜21：00

〔土・日曜日、祝・休日、
年末年始は17：00まで〕

年末年始
も利用
できます

主な施設の開館状況（○印が開館）

施設名 12/28
㈫

29
㈬

30
㈭

31
㈮
1/1
㈷

2
㈰

3
㈪

4
㈫

アクアリンクちば（12/29～1/3は
18:00まで、1/1は12:00から） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市民ゴルフ場 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
科学館（1/2･3は17:00まで） 〇 〇 〇 〇
動物公園 〇 〇 〇 〇
千葉ポートタワー（1/2～4の開
館時間は10:00～17:00) 〇 〇 〇

いきいきプラザ･センター（花見川
いきいきプラザは、7月まで休館） 〇 〇

稲毛記念館 〇 〇
加曽利貝塚博物館 〇 〇
郷土博物館 〇 〇
勤労市民プラザ 〇 〇
公民館（図書室を含む） 〇 〇
子ども交流館 〇 〇
コミュニティセンター（中央は
1/4も休館。穴川は9月まで休館） 〇 〇

市図書館、分館（1/4は13:00から） 〇 〇
市民ギャラリー･いなげ 〇 〇
生涯学習センター 〇 〇
男女共同参画センター 〇 〇
都市緑化植物園 〇 〇
埋蔵文化財調査センター 〇 〇
市美術館（1/4は常設展のみ開
催） 〇

花の美術館（12/27も休館） 〇
子育て支援館

休み

休み

休み
休み

休み
休み

休み
休み

休み

休み

休み

休み

休み
休み

休み

休み

休み
休み

休み
休み

休み

・ 上記以外のスポーツ施設は、原則、12月29日㈬～1月3日㈪は休館です。
詳しくは、各施設へお問い合わせください。

固定資産税･都市計画税第3期の納期限は12月27日㈪です。口座振替の方は残高をご確認ください。
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年末年始のごみの収集
年末年始のごみの収集･自己搬入などについて、お知らせします。
家庭ごみの収集日
いずれも、【下記】日程の各地区収集日。ごみは早朝から朝8：00（木
の枝･刈り草･葉は10：00）までにお出しください。

区分 年末 年始
可燃ごみ

12月30日㈭まで 1月4日㈫から資
源
物

びん･缶･ペットボトル
古紙･布類

木の枝･刈り草･葉
12月28日㈫まで

1月15日㈯から
不燃ごみ･有害ごみ 1月4日㈫から

一時多量ごみ･粗大ごみの収集･自己搬入
収集を依頼する場合
・�一時多量ごみ=電話で、市廃棄物リサイクル事業協同組合�☎204-
5805へ申し込み（平日9：00～12：00、13：00～17：00）。

　　受付期間　年末＝12月28日㈫まで、年始=1月4日㈫から
・粗大ごみ＝ホームページから申し込み。 千葉市　粗大ごみ受付　

　　�電話で、粗大ごみ受付センター�☎302-5374も可（平日9：00～
16：00、土曜日9：00～11：30）。

　　受付期間　年末＝12月28日㈫まで、年始＝1月4日㈫から
＊12月は申し込みが多いため、収集が1月以降になる場合もあります。
自己搬入する場合

区分 施設名･電話番号

一時
多量
ごみ

可燃ごみ
①新港クリーン･エネルギーセンター
　☎242-3366
②北清掃工場�☎258-5300

不燃ごみ ③新浜リサイクルセンター�☎263-9100

粗大
ごみ

布団類、カーペ
ット、畳など ①②

④環境事業所
　中　央･美　浜�☎231-6342
　花見川･稲　毛�☎259-1145
　若　葉･　緑　�☎292-4930上記以外 ③

古紙 収集業務課へお問い合わせください。

受付期間　年末＝12月28日㈫まで、年始＝1月4日㈫から
受付時間　�①～③平日13：00～16：00。④平日9：00～16：00、土

曜日9：00～12：00
し尿･浄化槽清掃
受付期間　年末＝12月28日㈫まで、年始＝1月4日㈫から

問収集業務課�☎245-5246�FAXFAX245-5477

消防出初式
消防車両のパレードや消防隊の総合演
技など見どころ満載のイベントです。
日　　時　1月8日㈯10：00～11：30
　　　　　　（車両見学は12：10まで）
　　　　　　荒天中止
会　　場　�ハーバーシティ蘇我内共用

第2駐車場（中央区川崎町）
内　　容　・式典　・消防車両のパレード
　　　　　　・消防隊の総合演技　・消防車･救急車などの見学
定　　員　500人
申込方法　�12月1日㈬10：00～7日㈫16：00に電子申請で。申込専

用電話�☎202-1674（平日10：00～12：00、13：00～
16：00）、FAX（必要事項12面のほか、参加人数（6人ま
で）を明記）も可。

結果発表　結果通知書を全員に送付（12月24日㈮発送予定）。
詳しくは、 千葉市消防局　出初式　

問消防局総務課�☎202-1611�FAXFAX202-1614

12月は不法投棄防止強化月間

不法投棄をしない‼させない‼

消防音楽隊けやきコンサート

ごみを道路や空き地に捨てるなど、ごみ出し
ルールを守らずに捨てることは不法投棄です。
ごみの分別･排出ルールを守り、正しく出しま
しょう。
市では、監視カメラの設置や監視パトロール
を行うなど、不法投棄の未然防止･対策を強化しています。
廃家電製品などの処理方法
　�家電リサイクル対象品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗
濯機、衣類乾燥機）
・販売店に引き取りを依頼する。
・次の指定引取場所に自己搬入する。
　　中田屋㈱（稲毛区六方町210）☎423-1148
　　㈱つばめ急便千葉第四センター（稲毛区長沼原町225-1）
　　☎258-4060
・市一般廃棄物処理業許可業者に収集を依頼する。
　　市廃棄物リサイクル事業協同組合�☎204-5805
　粗大ごみ【左記】参照
違法な不用品回収業者にご注意を
軽トラックなどで巡回し、廃家電製品などの不用品の処理を請け負
う業者や、空き地などに拠点を構え、無料回収と看板を掲げている業
者は、市の許可を受けていないので、廃棄物の収集や処分を行うこと
ができません。
こうした業者による廃家電製品などの回収は、不法投棄や高額な料
金を請求されるといったトラブルの要因となります。
廃家電製品などの不用品は、違法な不用品回収業者を利用せず、適
正な方法で処理を行ってください。
私有地にごみを捨てられないようご注意ください
土地の所有者･管理者は、私有地のごみを自らの責任で処理しなく
てはなりません。
ごみを捨てられないよう、フェンスや看板などを設置しましょう。
また、雑草はごみの目隠しとなりますので、定期的に刈りましょう。
スクラップヤードへの土地の提供について
金属スクラップなどの再生資源物の屋外保管に対する規制のため、
11月1日に「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」を施行しま
した。
土地所有者は、再生資源物の屋外保管場として利用する目的で土地
を譲渡･賃貸する際、スクラップの搬入･搬出先、作業の内容や時間帯
を確認し、事業計画に疑わしい点がある場合は、安易に土地を提供し
ないようにしましょう。
また、発生した苦情などに対し、誠意をもって解決に当たらなけれ
ばなりません。周辺への影響を考慮し、土地を提供する際は十分注意
しましょう。
問家庭ごみ相談ダイヤル�☎204-5380
収集業務課�☎245-5246�FAXFAX245-5477
産業廃棄物指導課（スクラップヤードへの土地の提供について）
☎245-5683�FAXFAX245-5689

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　12月18日㈯10：30～11：30
会　　場　生涯学習センター
定　　員　140人
申込方法　�12月7日㈫までに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

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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期間 場所
12/1㈬～21㈫（月～金曜日8：30～
17：30） 市役所1階ロビー

12/7㈫～20㈪9：00～21：00 松ケ丘公民館

12/7㈫～20㈪9：00～21：00 幕張公民館

12/7㈫～20㈪9：00～21：00 稲浜公民館

1/12㈬～25㈫（月～金曜日9：00～
20：00、土曜日9：00～17：00） 国際交流プラザ

1/12㈬～25㈫9：00～21：00 小中台公民館

1/12㈬～25㈫9：00～21：00 千城台公民館

1/12㈬～25㈫9：00～21：00 誉田公民館

今日から始めよう！みんなが活躍できる社会へ

フードドライブを実施します 交通事故に伴う治療などの際は
手続きに注意

多重債務者特別相談

12月6日㈪～12日㈰は市男女共同参画週間

家庭で余っている食品はありますか？

　男女共同参画って難しそう、自分には関係な
いなどと思っていませんか。実は皆さんにとっ
て身近なものです。例えば、男性は家族を養う
責任がある、女性はきめ細やかな配慮ができて
当然など、「男だから」「女だから」といった性
別によるイメージや考え方です。
　男女共同参画とは、このような性別を理由と
して生き方を制限されることなく、お互いに対等な立場であらゆる分
野に参画し、責任を分かち合うことです。誰もが活躍できる社会をつ
くるため、この機会にできることから始めてみましょう。
家庭の仕事は分かち合おう
　家事や育児、介護などは男女ともに
担う仕事です。それぞれの家庭にあっ
た分担の割合について、家族で話し合
ってみましょう。

　フードドライブとは、家庭で余っている食品
を集め、フードバンクなどを通じて食品を必要
としている人に提供する活動です。今回のフー
ドドライブで集めた食品は、市内にあるボラン
ティア団体「フードバンクちば」に提供します。
　家庭での食品ロス（まだ食べられるのに捨て

働きやすい職場づくりをしよう
　保育士は女性と決めつけて職業の選択を狭められたり、管理職が男
性ばかりで女性の意見が反映されないなど、職場でも男女共同参画の
課題はたくさんあります。さまざまな価値観を認め合い、誰もが生き
生きと働けるような職場を目指しましょう。
地域活動は男女ともに参画しよう
　職場や家庭以外に活動の場を広げることは、地域とのつながりを得
る良い機会になります。自治会長は男性、PTA会長は女性などと性別
にとらわれることなく、地域活動に参画しましょう。
問男女共同参画課 ☎245-5060 FAXFAX245-5539

られてしまう食品）を減らす取り組みに、ぜひご協力ください。

　対象食品　 米、缶詰、乾物、調味料、インスタント食品、菓子類、
飲料など、賞味期限が2カ月以上先で未開封のもの

　　　　　　＊回収する食品には条件があります。
　対象食品や回収条件など詳しくは、 千葉市　フードドライブ

問廃棄物対策課 ☎245-5603 FAXFAX245-5624

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

保険者証）
・交通事故証明書（交通事故の場合のみ）
　詳しくは、 千葉市　第三者行為

問区役所市民総合窓口課（国民健康保険について）
　　中　央 ☎221-2131 FAXFAX221-2680　花見川 ☎275-6255 FAXFAX275-6371
　　稲　毛 ☎284-6119 FAXFAX284-6190　若　葉 ☎233-8131 FAXFAX233-8164
　　　緑　 ☎292-8119 FAXFAX292-8160　美　浜 ☎270-3131 FAXFAX270-3193
　保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室（介護保険について）
　　中　央 ☎221-2198 FAXFAX221-2602　花見川 ☎275-6401 FAXFAX275-6317
　　稲　毛 ☎284-6242 FAXFAX284-6193　若　葉 ☎233-8264 FAXFAX233-8251
　　　緑　 ☎292-9491 FAXFAX292-8276　美　浜 ☎270-4073 FAXFAX270-3281

　多重債務について弁護士が相談に応じます。
　日　　時　12月9日㈭･23日㈭13：00～16：00（1人30分程度）
　会　　場　消費生活センター
　定　　員　各先着6人
　注意事項　債務者本人が来所。家族の同伴も可。電話相談不可。
　申込方法　電話で、消費生活センターへ。
問消費生活センター ☎207-3000 FAXFAX207-3111

千葉市パートナーシップ宣誓制度をご存じですか？
　千葉市パートナーシップ宣誓制度は、LGBTや事実婚の方など、同
性･異性を問わず、互いを人生のパートナーとする2人が宣誓を行
い、市がその宣誓を証明する制度です。
　市民の皆さんがこの制度の趣旨を尊重することを通して、多様な
パートナーシップ、家族のあり方に対する社会的な理解が広がるこ
とは、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現につながり
ます。
　制度の内容など詳しくは、 千葉市　パートナーシップ

市男女共同参画センターをご利用ください
　男女共同参画への理解を深めるための講座や書籍の貸し出し、専
門相談員による相談などを行っています。
　開館時間　 9：00～21：00（日曜日は17：15まで。月曜日、祝･休

日、年末年始休館）
相談したいときは
・ハーモニー相談（女性のための相談）
　 火～日曜日10：00～20：00（土･日曜日は16：00まで。祝･休日、

年末年始を除く）。予約制（☎209-8771）。初回は電話相談のみ。
・男性電話相談 ☎209-8773
　金曜日18：30～20：30（祝･休日、年末年始を除く）。

問市男女共同参画センター ☎209-8771 FAXFAX209-8776

SABA

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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12月10日㈮～19日㈰

冬の交通安全運動

インフルエンザを予防しましょう

特定健康診査･健康診査

チャレンジシニア教室

小学校入学の準備金を支給します

公立夜間中学市民説明会

「その一杯　愛車も走る凶器
に　早変わり」をスローガンに
12月10日㈮～19日㈰の10日
間、冬の交通安全運動が県下一
斉に実施されます。一人ひとり
が交通ルールを守り、正しい交
通マナーを実践して交通事故を
なくしましょう。
運動重点
・飲酒運転の根絶
・夕暮れ時や夜間、明け方における交通事故防止
・子どもと高齢者の交通事故防止

飲酒運転について、九都県市で共同メッセージを発信しています。
詳しくは、 千葉市　飲酒運転　

問地域安全課 ☎245-5148 FAXFAX245-5637

編集担当Z

インフルエンザが流行しやすい季節となり
ました。感染を予防するため、次の点を心が
けましょう。
外出後や食事の前には、手洗いする
人混みや繁華街への外出を控える

特に高齢者や慢性疾患のある人は、感染す
ると重症化することがあります。
十分な睡眠と休養を取り、バランスのよい食事を取る

日頃から、自己の免疫力を高めておくことも重要な予防策です。
咳エチケットを心がけ、マスクを着用する

マスクは、咳やくしゃみによる飛沫（ひまつ）とそれらに含まれる
ウイルスなど病原体の飛散を防ぐ効果が高いとされています。
適度な湿度（50～60パーセント）を保つ

空気が乾燥すると、喉の粘膜が乾燥して、ウイルスを防御する力が
衰えるため、感染しやすくなります。
予防接種を受ける

ワクチンにはインフルエンザの発症をある程度抑える効果や、重症
化を防ぐ一定の効果が期待できます。
問感染症対策課 ☎238-9974 FAXFAX238-9932

生活習慣病を予防するため、40歳以上の方に特定健康診査と健康
診査を実施しています。対象者には5月に受診券を送付しましたので、
まだ受診していない方は、早めに受診してください。

受診券を紛失した場合は、再発行しますので、健康支援課へご連絡
ください。電子申請でも発行手続きができます。千葉市　特定健康診査　

勤務先などの健康保険（協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など）
に加入している方やその被扶養者の方は、勤務先などにお問い合わせ
ください。

健診結果の提供にご協力を
千葉市国民健康保険加入中に、職場健診や自費で人間ドックを

受診した方は、2021年度受診分の健診結果を提供してください。
被保険者の健康状態を把握し、今後の事業計画に活用します。提
供者には謝礼もあります。

詳しくは、 千葉市　健診結果提供　

問健康支援課 ☎238-9926 FAXFAX238-9946

体操、料理実習、アミューズメントカジノなどを楽しみながら、介
護予防に取り組みませんか。詳しくは、 千葉市　チャレンジシニア教室　

区 会場 日程（全6回） 時間

中央 蘇我コミュニティセンター 1/13～27、2/10～24の
木曜日 午前

花見川 花島コミュニティセンター 1/18～2/22の火曜日 午後
稲毛 長沼コミュニティセンター 1/12～2/16の水曜日 午後

若葉 都賀コミュニティセンター 1/14～28、2/18～3/4の
金曜日 午前

緑 鎌取コミュニティセンター 1/13･20、2/3～24の木
曜日 午後

美浜 高洲コミュニティセンター 1/17～2/21の月曜日 午前
3回目は料理実習。午前＝10：00～12：00、午後＝14：00～16：00

（料理実習のみ12：00～14：00）
対　　象　 市内在住の65歳以上の方（要介護･要支援認定を受けて

いる方を除く）
定　　員　 各20人（長沼コミュニティセンターは14人、高洲コミ

ュニティセンターは16人。初めての方を優先）
申込方法　 12月15日㈬必着。往復はがきに必要事項12面のほか、生

年月日、希望する会場を明記して、〒260-8722千葉市
役所健康推進課へ。電子申請も可。

問健康推進課 ☎245-5146 FAXFAX245-5659

4月に子どもが小学校に入学予定で、経済的に困っている保護者に、
学用品や通学用品を購入するための準備金を支給します。支給は3月
下旬を予定しています。
対　　象　 2022年1月1日時点で千葉市に住民票があり、次のいず

れかに該当する方
　　　　　　・2020または2021年度の市民税が非課税
　　　　　　・ 2020または2021年度中に生活保護を受給していた

が、申込時に受給していない
　　　　　　・申込時に国民年金保険料免除または国民健康保険料減免
　　　　　　・申込時に児童扶養手当を受給
　　　　　　・そのほか、経済的に困難な特別の事情がある
　　　　　　＊対象となる所得額の目安
　　　　　　　例＝4人世帯の場合、世帯総所得236万円以下
申請期間　1月20日㈭まで　　支 給 額　51,060円（予定）
申請方法　 申込書（就学時健康診断で配布。ホームページから印刷

も可）を市立小学校へ。
詳しくは、 千葉市　就学援助　

問学事課 ☎245-5928 FAXFAX246-6424

義務教育を修了できなかった方や不登校だった方などの学び直しの
ための公立夜間中学を、2023年4月に開校します。

学校についての市民説明と、通いたい方との相談（希望者のみ）な
どを実施します。
日　　時　 12月18日㈯14：00～16：30（市民説明は14：00から 

1時間程度）
会　　場　千葉ポートサイドタワー12階　　定　　員　40人
申込方法　 12月16日㈭17：00までにEメールで、必要事項12面を

明記して、市教育委員会企画課 Eメールkikaku.EDG@city. 
chiba.lg.jpへ。FAX、電子申請も可（定員に満たない場
合、当日まで受け付け）。 千葉市　夜間中学　

問市教育委員会企画課 ☎245-5911 FAXFAX245-5988

飲酒運転は、絶対
しない･させない･
許さないという強
い意志を持ち、全
ての人が心を一つ
にして取り組んで
いきましょう

受診期限は2月まで

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。

2021年（令和3年）12月号 くらし・地域／ 健康・福祉／ 子育て・教育 7ちば市政だより



フルートが奏でる春への誘い

冬越しするムシたち

生き物の冬支度

未経験からのキャリアチャレンジ
セミナー

初級古文書講座

「子犬のワルツ」「美しきロスマリン」など家族で楽しめる曲をフル
ートとピアノで演奏します。
日　　時　2月27日㈰14：00～15：00
会　　場　イオン稲毛店文化ホール
内　　容　�出演＝中村美沙さん（フルート）、戸田みはるさん（ピア

ノ）
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　�12月2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

ハロートレーニング（職業訓練）は、希望する仕事に就くために必
要な職業スキルや知識を習得できる公的制度です。セミナーで気軽に
体験してみませんか。
「仕事」を知るセミナー
日　　時　①12月6日㈪、②16日㈭、③22日㈬14：00～15：00
内　　容　�①ものづくり業界を知ろう、②IT業界を知ろう、③仕事

の選び方を知ろう。Zoomでのオンライン開催
対　　象　Zoomで参加できる方
仕事の「スキル」を知るセミナー
日　　時　�④1月16日㈰14：00～16：00、⑤18日㈫10：00～�

12：00、⑥25日㈫14：00～16：00
会　　場　④⑥ゆみ～る鎌取ショッピングセンター、⑤きぼーる
内　　容　�④はじめての3D-CAD、⑤はじめての住宅3Dシミュレ

ーション、⑥はじめてのIoTプログラミング
定　　員　①～③30人、④～⑥10人
申込方法　�①12月2日㈭12：00、②7日㈫、③13日㈪、④1月5日㈬、

⑤6日㈭、⑥14日㈮までに電子申請で。
　　　　 千葉市　キャリアチャレンジ

問セミナー事務局（雇用推進課内）�☎245-5278�FAXFAX245-5669

ハロートレーニング
訓練コースは、事務、IT、介護、デザイン、製造、CADなど、さ
まざまな分野があります。テキスト代を除き、受講料は無料です（一
部有料のコースあり）。
また、受給要件を満たす方には、職業訓練受講給付金が支給され
ます。
詳しくは、お問い合わせください。

問ハローワーク千葉�☎242-1181
　ハローワーク千葉南�☎300-8609

初心者にもわかりやすく、江戸時代の村の古文書を解読･解説しま
す。ぜひ、ご参加ください。
日　　時　�1月8日㈯･29日㈯、2月11日㈷･19日㈯、3月5日㈯･21日

㈷10：00～12：00または13：30～15：30　各全6回
会　　場　郷土博物館
定　　員　各12人
申込方法　�12月10日㈮必着。往復はがき（1人1通）に必要事項12面

のほか、午前･午後の希望を明記して、〒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。

詳しくは、 郷土博物館　初級古文書講座

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

ワンコインコンサート

大草谷津田いきものの里自然観察会

昭和の森自然観察会

市内では、春夏ニンジンのほかに、冬ニ
ンジンもたくさん作られています。寒くな
るこれからの季節は、ニンジンが甘くなり
とてもおいしくなります。料理では、脇役
として使われることが多いかもしれません
が、産地ならではの新鮮なニンジンは、メ

インとしてもおいしく食べられます。

①�ニンジンは皮をむいた後、長さ5センチ、幅3ミリ程度の千切りに
する。
②①を耐熱皿に入れ、電子レンジ（600ワット）で2分加熱する。
③②にツナ缶、マヨネーズ、ごま油、めんつゆを入れて混ぜ合わせる。
④容器に盛りつけ、白いりごまをふりかける。

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

旬···11～3月

ニンジンのツナあえ

冬ニンジン

〈材　料〉
ニンジン　　　　　…中2本
ツナ缶　　　　　　…1缶（70グラム程度）
マヨネーズ　　　　…大さじ1
ごま油　　　　　　…小さじ1
めんつゆ（2倍濃縮)…小さじ1
白いりごま　　　　…小さじ1

　冷たい風に吹かれながら虫や鳥たちがどのように生きているか、観
察してみませんか。
　日　　時　12月12日㈰10：00～12：00
　会　　場　昭和の森。集合･解散は第2駐車場脇東屋
　定　　員　先着15人
　料　　金　駐車場1時間100円、最大400円
　申込方法　12月1日㈬9：00から電話で、昭和の森管理事務所へ。
　　　　　　FAXも可（必要事項12面を明記）。
問昭和の森管理事務所�☎294-3845�FAXFAX488-5223

　ガイドの解説を聞きながら、普段は見ることのない
谷津田の自然や生き物と触れ合ってみませんか。
　日　　時　12月19日㈰10：30～12：00　雨天中止
　会　　場　大草谷津田いきものの里
　定　　員　15人（小学3年生以下は保護者同伴）
　持 ち 物　帽子、長袖、長ズボン、長靴
　申込方法　�12月8日㈬必着。はがき（1通5人まで）に必要事項12面

のほか、参加者全員の氏名·フリガナを明記して、〒260-
8722千葉市役所環境保全課へ。 Eメールkankyohozen.
ENP@city.chiba.lg.jp、FAXも可。

問環境保全課�☎245-5195�FAXFAX245-5553問農政課�☎245-5758�FAXFAX245-5884

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。

2021年（令和3年）12月号魅力・観光／ その他8 ちば市政だより



2021年度人事行政の運営などの状況

市職員の給与などの状況
市職員の給与決定の仕組みと現状について、お知らせします。
詳しくは、 千葉市　給与の公表　

給与決定の仕組み
決定までの流れ

第三者機関である市人事委員会が市職員と市内民間企業の給与を調
査･比較し、両者の均衡が取れるよう市長と市議会へ勧告します。勧告
を受け、給与を見直すための改正条例案を市長が市議会に提出し、市
議会が審議、議決して決定されます。
2021年勧告内容

市職員の期末･勤勉手当月数が民間の支給割合を上回るため、年間
4.3月分（改定前4.45月分）に改定
給与費の推移

諸手当の状況（4月1日現在）
扶養手当（月額）

配偶者＝6,500円、子＝1人10,000円、父母など＝1人6,500円
（局長級は、子＝1人10,000円。部長級は、配偶者＝3,500円、子

　＝1人10,000円、父母など＝1人3,500円）
住居手当（月額）　家賃に応じて27,000円以内
通勤手当（月額）

電車など=定期代に応じて55,000円以内
乗用車など＝使用距離に応じて2,000～31,600円
管理職手当（月額）

職務の級などに応じて45,700～130,100円
期末･勤勉手当（年間）　期末手当＝2.55月分　勤勉手当=1.9月分
退職手当　47.709月分以内
地域手当　支給割合15％
問給与課 ☎245-5035 FAXFAX245-5533　市人事委員会（給与決定の仕組みについて） ☎245-5871 FAXFAX245-5889

一般行政職の給料など（4月1日現在）
初任給　大学卒＝千葉市179,900円、国（一般職）182,200円
　　　　高校卒＝千葉市147,200円、国150,600円
平均年齢、平均給料月額および平均給与月額

平均給料月額＝職員の基本給の平均
平均給与月額＝給料月額と毎月支払われる諸手当の平均額の合計
経験年数別･学歴別平均給料月額

2017年度から、事務移譲に伴い旧県費負担教職員分が増加。

特別職の給料など（4月1日現在）

市における人事行政の公正性･透明性を高めるため、人事行政の運営などの状況を公表します。
詳しくは、 千葉市人事行政運営　

①職員の任免および職員数に関する状況
職員数（2021年4月1日現在）

職員の採用および退職の状況（2020年4月2日～2021年4月1日）

（　　）内は、再任用職員の人数（内数）。ただし、再任用短時間勤務
職員は除く。
②職員の勤務時間その他の勤務条件および職員の休業などの状況
勤務時間の状況（2021年4月1日現在）

病院などの特殊な勤務形態で勤務する職員を除く。
1人あたり平均年次有給休暇取得日数（2020年度）13.1日
問①③人事課 ☎245-5033 FAXFAX245-5572　②④給与課 ☎245-5035 FAXFAX245-5533

市長事務部局 教育委員会
事務部局 消防局 病院局 選挙管理

委員会等 合計

4,596人 5,318人 923人 1,125人 89人 12,051人

採用
退職

定年退職 普通退職等 合計
857人（120人） 274人（0人） 312人（95人） 586人（95人）

勤務時間 休憩時間 週休日

7:30～16:15、8:00～16:45、
8:15～17:00、8:30～17:15、
9:00～17:45、9:30～18:15

原則、12:00～13:00 土･日曜日

育児休業などの取得者数（2020年度）

③職員の分限および懲戒処分の状況
分限処分者数（2020年度）

分限処分＝公務能率の維持向上のために行う処分
懲戒処分者数（2020年度）

④職員の福利厚生
市職員互助会
　地方公務員法に基づき、職員の健康、福利厚生のための各種事業を
実施しています。
県市町村職員互助会
　県市町村職員共済組合の補完事業を行うため組織され、会員の掛金
と県内市町村などの負担金で運営しています。

育児休業 育児短時
間勤務

部分
休業等

自己啓発
等休業

配偶者
同行休業

大学院
修学休業

976人 105人 471人 1人 0人 0人

降任 免職 休職（延べ人数） 合計

０人 0人 274人 274人

戒告 減給 停職 免職 合計

2人 1人 1人 1人 5人

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

396億円 701億円 696億円 700億円 680億円

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
千葉市 41.1歳 314,900円 393,821円

国 43.0歳 325,827円 407,153円

経験年数 10年 20年 25年 30年
大学卒 258,107円 362,014円 397,235円 420,014円
高校卒 224,029円 310,640円 344,771円 384,543円

採用前の職歴などを換算して経験年数に加算

区分 給料（報酬）月額 期末手当
市長 1,317,000円

4.45月分
副市長 1,064,000円
議長 930,000円

副議長 840,000円
議員 770,000円

区分 退職手当
市長 給料月額×在職月数×100分の53

副市長 給料月額×在職月数×100分の36
議長･副議長･議員に退職手当はありません。

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♪

2021年（令和3年）12月号 その他 9ちば市政だより



現在、12歳以上の方を対象に新型コロナワクチンの1･2回目の接種を実施してい
ますが、今後、原則として、2回目の接種を終了した日からおおむね8カ月以上経過
した方から順に、3回目の接種が始まります。
問市コロナワクチン接種コールセンター ☎0120-57-8970 FAXFAX245-5128

新型コロナワクチンの接種を�
2回受けた方で、ワクチンを接種す
る日に千葉市に住民登録がある方

無料（全額公費）
＊�接種会場までの交通費な
どは自己負担となります。

＊掲載している情報は、11月15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。

新型コロナワクチンの
� 3回目の接種が始まります

相 談 窓 口

市コロナワクチン接種コールセンター

市ワクチン接種予約サイト 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
新型コロナワクチン接種の施策などに関すること
☎0120-761-770　9：00～21：00（土･日曜日、祝日を含む）

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。

県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口
接種後の副反応、医学的知見が必要となる専門的な相談に関すること
☎03-6412-9326　24時間（土･日曜日、祝日を含む）

接種予約、接種を行っている医療機関のご案内、接種券の再発行は

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

ホームページからでも接種予約ができます。

対象者

できるだけ1･2回目のワクチンの接種を受けた医療機関や集団接種会場
をご利用ください。
なお、1･2回目の接種後に千葉市に転入した方や、1・2回目の接種を受
けた会場が3回目接種を実施していない方など、1・2回目の接種を受けた
医療機関や集団接種会場で接種が受けられない方は、コロナワクチンナビ
や市コロナワクチン接種コールセンターで、接種可能な市内の医療機関や
集団接種会場をご案内します。
＊�職域接種の実施などについては、今後国から示され次第お知らせします。

会場
原則として、2回目のワクチンの接種を終了した日からおおむ
ね8カ月以上経過した後

3回目の接種時期

料金

接種券 ❶接種券
接種当日、接種を行う医療機関や集団接
種会場が回収します。
❷予防接種済証
3回目のワクチン接種の事実を示す書類
になります。接種を受けた際に会場でシ
ールを貼付しますので、接種が終わった
後も大切に保管してください。
❸接種記録
1･2回目の接種年月日とワクチンのメー
カー・ロットナンバーを記載しています。

☎0120-57-8970

1･2回目の接種も引き続きご検討ください
新たに12歳になった方など、まだ1･2回目の接種を終えていない
方は、引き続き1･２回目のワクチンの接種をご検討ください。
また、すでに多くの方が1･2回目の接種を終えているため、1月以
降は接種体制が縮小されます。ご希望の方はできる限り年内に接種
を受けてください。

千葉市に住民登録がある状態で2回目のワクチンの接種を受けた方に
は、原則として、2回目の接種を受けた月の8カ月後に接種を受けられる
よう、前月を目安に住民登録がある市内の住所に接種券をお届けします。

２回目接種月 お届け時期
2021年3･4月 2021年11月
2021年5月 2021年12月
2021年6月 2022年1月
2021年7月 2022年2月

お届け時期

転入してきた方などは申請が必要な場合があります
他市町村で2回目の接種を受けてから2021年3月1日以降に千葉市
に転入した方、または1･2回目の接種を住民登録がない状態で受けた
方は、申請が必要です。郵送またはインターネットで申請を行ってく
ださい。
なお、2021年3月1日から12月1日までに転入の手続きをした方に
は、個別に申請書を郵送します。

接種時期が近づいてきたら、
接種券が届きます。

接種までの流れ

直接かかりつけの医療機
関でご予約ください。

かかりつけの医療機関で
接種を受ける方 【左記】以外の方

市ワクチン接種予約サイトや市
コロナワクチン接種コールセン
ターでご予約ください。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２６０－８７２２

中央区千葉港１番１号

千葉 太郎 様

千葉 太郎 千葉 太郎

0000000000 0000000000
121002 121002

千葉 太郎

中央区千葉港１番１号

大正 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

ファイザー社製

ファイザー社製

231210020000000000 231210020000000000

#05J - 1- 000000

1

1

3

2

２回目接種月 お届け時期
2021年8月 2022年3月
2021年9月 2022年4月
2021年10月 2022年5月
2021年11月 2022年6月

二の腕に接種す
るため、肩を出
しやすい服装で

接種当日は、予約した接種
場所に行き、ワクチンの接
種を受けます。

260-8722
中央区千葉港1番1号
千葉　太郎　様

催しなどに参加するときはマスクを着用し、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。

2021年（令和3年）12月号特集10 ちば市政だより



パブリックコメント手続

エコチャレンジに参加しよう
千葉市気候危機行動宣言を機に、環境に配慮した取り組みをする方
を応援します。取り組みに応じてちばシティポイントがもらえます。
申請期間　12月1日㈬～2月28日㈪
取組項目　�電力使用量の確認と省エネ策の検討、うちエコ診断の受

診など
申込方法　電子申請で。
取組項目ごとの点数など詳しくは、 千葉市　エコチャレンジ

問環境保全課�☎245-5504�FAXFAX245-5553

市では、重要な計画や条例などの施策を策定する際に、案の段階で
市民の皆さんから意見を募集し、それを考慮して施策を決定するパブ
リックコメント手続を行っています。
ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせください。
千葉市地域公共交通計画（案）
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、持続可能な
交通サービスの実現を目指すため、地域公共交通計画案を作成しまし
た。
案 の 公 表　12月8日㈬
案の公表場所　�交通政策課、市政情報室、区役所地域振興課、市

図書館。ホームページからもご覧になれます。
意見の提出期間　12月8日㈬～1月7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　�2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　

問交通政策課�☎245-5351�FAXFAX245-5568
Eメールkotsu.URU@city.chiba.lg.jp

教育功労者の表彰
市教育の振興発展に貢献された方々に対し、その功績をたたえま
した。� 順不同･敬称略

問市教育委員会総務課�☎245-5903�FAXFAX245-5990

個人･学校保健の部
新井貞男　柏崎良子　有留寛　坂口哲章　佐藤好範　星野育男　酒匂伸一郎　
中野淳之　武本吉光　寺田美恵　阿部博紀　池上爲一　佐野研二　小池靖　
杉田麟也　丸山仁　水谷哲夫　西村英世　井上裕美子　原田幹夫　
佐藤千惠子　吉川英樹　増子善太　杉谷宏枝　市橋民子　小池幸全
個人･生涯学習の部
慶田千鶴子　鈴木利子　竹下珠路　林澄　佐々木翠盛　齊藤幸男
個人･学校教育の部
木内克英　加藤正浩　山根達哉　前田真帆　根本愛子　市原直樹　天野稲子
千葉直敏　石川英明　中島尚史　渡邉美香　山下幸子　今関裕惠　蓮沼美子
田邉惠美　関雅美　

市制100周年のロゴマーク
と市固有の4つの資源である加
曽利貝塚･オオガハス･千葉氏･
海辺がデザインされた宝くじの
ほか、年末ジャンボ宝くじを販
売しています。
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。
市制100周年記念宝くじ
販売期間　11月24日㈬～12月14日㈫
内　　容　1等1,000万円、1等前後賞各250万円など
料　　金　1枚100円
抽せん日　12月17日㈮
年末ジャンボ宝くじ
販売期間　11月24日㈬～12月24日㈮
内　　容　1等7億円、1等前後賞各1億5,000万円など
料　　金　1枚300円
抽せん日　12月31日㈮
売り場の所在地など詳しくは、 宝くじ　公式　

問資金課（宝くじについて）�☎245-5074�FAXFAX245-5535
都市アイデンティティ推進課（市制100周年について）
☎245-5660�FAXFAX245-5476

市制100周年記念オリジナル図柄
宝くじ

WEBアンケート
あなたの意見を市政に‼

12月1日㈬～10日㈮、ホームページ上でWEBアンケートを行って
います。今月のテーマは、「キャリアチェンジ」「LGBT（性的少数者）」
「ちばレポ」です。
ちばシティポイントの対象となるほか、抽選で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

サッカーのパス動画を募集します
応募された動画をつなげ、千葉市とアスンシオ
ン市（パラグアイ）の市民がサッカーのパスを回
している動画を作成します。
サッカーのパスで市民の輪を繋ぎませんか。
応募条件　�自分の右から来たボールを止めて左

へパスをするもの。1動画10秒以
内。ファイル形式はMP4またはmov

対　　象　市内在住の方、市内で活動する団体
注意事項　�応募動画は返却しません。動画は編集後、市ホームペー

ジなどでプロモーションに使用します。著作権やその他
権利に関する対応が必要な場合は、すべて応募者が責任
をもって対応してください。

申込方法　�1月31日㈪必着。Eメールで必要事項12面を明記し、動
画ファイルを添付して、㈱世広Eメールchiba.pass-movie@
sekoh.co.jpへ。動画ファイルを保存したDVDを郵送も
可（郵送先＝〒260-8722千葉市役所国際交流課）。

パスの仕方など詳しくは、 千葉アスンシオン50　

問国際交流課�☎245-5018�FAXFAX245-5247

アスンシオン市姉妹都市提携50周年記念

ちばレポ教室
市民と市役所でまちの課題を共有し、解決する仕組みである「ちば
レポ」を解説するほか、実際に街へ出て体験もします。ぜひ、ご参加
ください。
日　　時　1月20日㈭13：30～15：30
会　　場　稲毛区役所
定　　員　先着30人
持 ち 物　スマートフォン
申込方法　12月27日㈪までに電子申請で。電話も可。ちばレポ教室　

問県宅地建物取引業協会千葉支部�☎242-0175
　広報広聴課�FAXFAX245-5796

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。

2021年（令和3年）12月号 その他 11ちば市政だより



イベント

稲毛記念館の催し

つるし飾りワークショップ
日時12月3日㈮･17日㈮13：00～15：00。
全2回
場所稲毛記念館
内容和生地を使って工作します。
定員10人程度
料金1,500円

いなげの浜の環境と生き物しらべ
日時12月4日㈯10：00～12：00
場所いなげの浜、稲毛記念館
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
問稲毛記念館☎︎前記 FAX277-4688。月
曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

シニア従業員のお仕事説明会

日時12月10日㈮10：00～11：30
場所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

千葉公園蓮華亭の催し

①みどりの楽講 in 千葉公園「竹盆
栽で正月飾りを作ろう‼」

日時12月11日㈯10：00～12：00
対象15歳以上の方
定員先着20人
料金1,300円
申電話で、カフェ･ハーモニー☎︎
070-4325-3650（火～日曜日）

②千葉公園に紙芝居がやってくる‼
日時12月18日㈯11：30～12：00、13：00
～13：30
定員各先着25人
申当日直接会場へ

問①同カフェ☎︎前記、中央･美浜公園
緑地事務所 FAX278-6287、②同事務所
☎︎279-8440 FAX前記

マクハリ ハンドメイド フェ
スタ

日時12月11日㈯･12日㈰11：00～17：30
場所幕張メッセ国際展示場
内容ハンドメイド作品の展示･販売、ワ
ークショップのコーナーなど
料金前売券＝中学生以上700円
備考詳しくは、HP「マクハリハンドメ
イドフェスタ」で検索
問Makuhari Handmade Festa事
務局☎︎296-5500 FAX296-0529

認知症介護交流会

日時12月11日㈯13：30～15：30
場所若葉保健福祉センター
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20人（介護中の方を優先）
申電話で、認知症の人と家族の会☎︎
204-8228（月･火･木曜日13：00～ 
16：00）。個別相談を希望の方は12月
6日㈪までに申し込み
問同会☎︎前記 FAX204-8256または地域
包括ケア推進課☎︎245-5267

認知症本人･家族交流会

日時12月16日㈭13：30～15：00
場所中央コミュニティセンター
対象認知症の方、認知症の方を介護し
ている家族
定員15人
申12月8日㈬必着。はに必のほか介護
家族かを明記して、〒260-8722千葉
市役所地域包括ケア推進課へ。 FAX
245-5293も可
問同課☎︎245-5267 FAX前記

養育里親説明会

日時12月11日㈯14：00～15：00
場所美浜保健福祉センター
内容養育里親制度の説明と個別相談
申電話で、NPO法人キーアセット
☎︎215-7802。HP（「キーアセット千
葉」で検索）からも可
問同団体☎︎前記 FAX215-7803

合同企業説明会「インターン
シップフォーラム in ちば」

日時12月12日㈰11：00～14：00、15：10
～17：30
場所ペリエ千葉7階ペリエホール
内容千葉市、市原市、四街道市内の企
業30社が参加。インターンシップ活
用方法についての講演、企業ブース
訪問など

対象大学生、短期大学生など
備考申込方法など詳しくは、HP「イン
ターンシップフォーラム in ちば」で
検索
問㈱学情ちばインターンシップ運営
事務局☎︎03-3593-1512 FAX03-3593-1510

こころの健康センターの催し

精神障害者家族のつどい
日時12月13日㈪13：40～16：00
内容テーマ＝家族として本人との関
りを学びましょう

依存症治療･回復プログラム
日時 12月15日 ㈬、1月5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12月17日㈮14：00～16：10
内容話し合いと学習会
対象お酒の問題で悩んでいる家族と
本人

うつ病当事者の会　
日時12月28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

動物保護指導センター
育成中の子猫のお見合い会

日時12月16日㈭
内容お見合い時間は1組30分
備考その他の犬猫は、随時譲渡相談受
け付け中。HP（「千葉市　子猫」で検
索）で譲渡可能な犬猫を確認の上、
電話でお問い合わせください。予約
なしの見学不可
申12月7日㈫～13日㈪に、HPで、希望
の子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

市少年自然の家の催し

こだわりクラフトワークショップ
日時12月25日㈯10：00～12：00

内容ミニ門松作り 
定員先着8組30人程度
料金高校生以上2,420円、中学生以下
2,250円。同伴者＝高校生以上620円、
中学生以下450円
備考小学生以下は保護者同伴
申12月22日㈬までに電話で、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へ。 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

マンスリーウィークエンド
日時1月15日㈯13：00～16日㈰14：00。
1泊2日
内容スキレットチーズケーキ、ダッ
チオーブンでもちもちパン、作っ
て遊ぼう竹ぽっくり、星座観察な
どのプログラムを家族ごとに選択
対象3歳児～中学生を含む家族
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12月18日㈯必着。往に必のほか、
参加人数、子どもの年齢･学年を明
記して郵送（郵送先＝前記）。 Eメール
shusai-oubo@chiba-shizen.jp、
電子申請も可

備考詳しくは、HP「千葉市少年自然の
家」で検索

ハーモニー講演会

日時1月30日㈰14：00～15：30
場所生涯学習センター
内容テーマ＝仕事も家庭も一生懸命‼
～菊地流ワーク･ライフ･バランス
～。講師＝菊地幸夫さん（弁護士）。
後日、動画配信します。
定員先着100人
備考1歳6カ月以上の就学前児を対象に
託児あり。手話通訳、要約筆記あり。い
ずれも、申し込みは12月22日㈬まで
申1月21日㈮までにEメールで、必の
ほか参加者全員の氏名･フリガナ、E
メールアドレス（お持ちの方）、講演
会･配信視聴の選択、託児希望の方は
子どもの名前･フリガナ･年齢、手話
通訳･要約筆記を希望の方はその旨
を明記して、㈱萌翔社 Eメール oubo@ 
hoshosha.comへ。☎︎254-8611、FAX
285-1470も可
問男女共同参画課☎︎245-5060 FAX245-
5539

菊地幸夫さん

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 2021年（令和3年）12月号12 ちば市政だより



おひさまフェスタ

日時1月30日㈰14：00～16：00
場所ハーモニープラザ
内容ひとり親家庭の体験発表、華太鼓
演奏
定員70人
申1月13日㈭必着。電子申請で。市ひ
とり親家庭福祉会へ Eメールboshikai@
grace.ocn.ne.jp･ FAX261-9156･往で
郵送も可（参加者全員の必を明記）。
郵送先＝〒260-0844中央区千葉寺町
1208-2千葉市ひとり親家庭福祉会
問同会☎︎･ FAX261-9156

市長旗争奪ミニサッカー大会

日時2月12日㈯･13日㈰9：00～16：00
場所千葉ポートアリーナ
対象小学3～6年生
備考観覧は関係者のみ。申込方法など
詳しくは、HP「千葉市スポーツ協会」
で検索
問同協会☎︎238-2380 FAX203-8936

東京フィルハーモニー交響
楽団千葉市定期演奏会

日時2月13日㈰15：00～17：15
場所市民会館
内容指揮＝角田鋼亮さん
料金前売券（全席指定）＝4,500円
備考前売券販売所＝市民会館、文化セ
ンター、市男女共同参画センター、
若葉文化ホール、美浜文化ホール。
就学前児の入場不可
問市民会館☎︎224-2431 FAX224-2439

鋸山ハイキング

日時2月20日㈰7：30～17：00
対象ひとり親家庭の親と5歳以上の子
ども
定員30人
料金1人1,000円
備考集合･解散はJR千葉駅東口。往復
バスで移動
申1月10日㈷必着。電子申請で。市ひ
とり親家庭福祉会へ Eメールboshikai@
grace.ocn.ne.jp･ FAX261-9156･往で
郵送も可（参加者全員の必を明記）。
郵送先＝〒260-0844中央区千葉寺町
1208-2千葉市ひとり親家庭福祉会
問同会☎︎･ FAX261-9156

市民会館「おひるま寄席」

日時3月9日㈬13：30～15：30
内容出演者＝柳家喬太郎さん（落語家）
料金前売券（全席指定）＝2,500円
備考12月7日㈫から販売。前売券販売所
＝市民会館、文化センター、市男女
共同参画センター、若葉文化ホール、
美浜文化ホール。就学前児の入場不
可
問市民会館☎︎224-2431 FAX224-2439

教室・講座

動物保護指導センター
飼い犬のしつけ方教室

日時12月9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
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

昭和の森親子自然教室「バー
ドコール作り～小鳥と交信」

日時12月11日㈯13：00～14：30、15：00
～16：30
場所昭和の森管理事務所
対象小学生と保護者
定員各先着9組18人
料金1組1,000円
備考駐車場＝1時間100円、最大400円
申12月9日㈭までに電話で、昭和の森
管理事務所☎︎294-3845。 FAX488-5223
も可（必を明記）

加曽利貝塚　
縄文時代研究講座  

日時12月11日㈯＝加曽利E式の終わり
の一例を考える－千葉市愛生遺跡に
ついて－、18日㈯＝市原市指定史跡
祇園原貝塚－千年続いた縄文のムラ
－、1月8日㈯＝人骨鑑定入門編、　 
15日㈯＝西上総地域における縄文時
代早期の様相について、2月12日㈯
＝県内貝塚の分布調査－成果とその
先に向けて－、19日㈯＝加曽利EⅣ式
土器とその末裔たち－千葉市内の加
曽利E式の終末について－。いずれ
も、10：00～11：30
場所生涯学習センター
定員各30人
申12月3日㈮までに電子申請で
問加曽利貝塚博物館☎︎231-0129 FAX
231-4986。月曜日（祝･休日の場合は
翌日）休館

亥鼻公園いのはな亭庭園文
化講座「ミニ門松作り」

日時12月17日㈮13：30～15：30
対象15歳以上の方
定員先着12人
料金2,000円 
申電話で、㈱塚原緑地研究所☎︎306-
8446。 FAX306-8447も可（必を明記）

認知症介護講習会

日時12月18日㈯13：30～15：30
場所文化センター
内容テーマ＝本人からのメッセージ～
介護者からの今の話～
対象認知症の人を介護している家族な
ど
定員50人（介護中の家族を優先）
申12月10日㈮必着。はに必のほか、
介護家族かを明記して、〒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
204-8256も可
問同会☎︎204-8228（月･火･木曜日
13：00～16：00） FAX前記または地域包
括ケア推進課☎︎245-5267

未来の科学者育成プログラ
ムジュニア

日時12月19日㈰9：30～12：00
内容Zoomでのオンライン講座。テー
マ＝算数･数学を使いこなそう　イ
ンド式計算～34×74も暗算できる‼
さらには…～
対象小学5･6年生

定員20人程度
備考詳しくは、HP「千葉市未来の科学
者育成プログラムジュニア」で検索
申12月9日㈭までに電子申請で
問生涯学習振興課☎︎245-5958 FAX245-
5992

マンショントピックス研修会

日時12月19日㈰13：30～16：00
場所中央コミュニティセンター
内容テーマ＝マンションの健全管理の
ための管理組合運営
定員先着40人
料金市マンション管理組合協議会会員
以外の方300円
申電話で、市マンション管理組合協
議会☎︎090-4078-4703。FAX279-1552･Eメール
teru_koide@yahoo.co.jpも可（必
を明記）

都市緑化植物園の講座

クリスマスアレンジメント教室
日時12月19日㈰13：30～15：00
料金1,500円

国産稲葉･稲穂のしめ縄飾り
日時12月24日㈮13：30～15：30
料金2,000円

定員各先着15人
申電話で、都市緑化植物園☎︎264-
9559
問同園☎︎前記 FAX 265-6088。月曜日
（祝･休日の場合は翌日）休園

なるほど、そうだったのか「世
界遺産」

日時12月20日㈪14：00～16：00
場所生涯学習センター
内容旅行気分も味わいながら世界遺産
の基礎を楽しく学びます。講師＝大
塚正博さん（世界遺産アカデミー認
定講師）
定員先着100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

まいぶん古代体験教室

日時12月25日㈯･26日㈰10：30～12：00
または13：30～15：00
場所埋蔵文化財調査センター
内容古代の人たちと同じ方法で、世界
に一つだけの勾玉を作ります。
対象小学生（小学1～3年生は保護者同
伴）
定員各10人
備考詳しくは、HP「千葉市　埋蔵文化
財調査センター」で検索
申12月13日㈪必着。往に必を明記し
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 268-9004、 Eメール maibun.fukyu@ 
ccllf.jpも可
問同センター☎︎266-5433 FAX前記

千葉ポートアリーナの教室

①健康体操教室
日時1月6日～3月24日(2月3日･17日除
く)の木曜日13：45～15：15。全10回

②女性限定初心者対象ヨガ＆ピラテ

ィス教室
日時1月7日～3月18日（2月11日除く）
の金曜日10：15～11：45。全10回

③キッズヒップホップダンス教室
日時1月8日～3月19日（1月29日除く）
の土曜日10：00～11：00。全10回

④親子リトミック教室
日時 1月11日 ～3月15日 の 火 曜 日 
10：30～11：30。全10回

⑤女性限定シェイプアップ教室
日時1月12日～3月23日（2月23日除
く）の水曜日10：00～11：30。全 
10回

対象①18歳以上の方、②⑤18歳以上の
女性、③小学生、④1～2歳児と保護
者
定員①50人、②③⑤12人、④6組
料金①4,500円、②5,500円、③2,800円、
④8,600円、⑤5,300円
申12月15日㈬必着。往（1人1教室）
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

水泳教室

①小学生（初～上級）
日時1月7日㈮～3月18日㈮のうち各
コース全10回。初級＝木～土曜日、
中級＝金･土曜日、上級＝土曜日。
木･金曜日17：30～18：30、土曜日
18：00～19：00の6コース 

②一般（初･中級）
日時1月11日～3月15日の火曜日。Ⓐ
各全10回、Ⓑ各全5回。初級＝ 
10：00～11：00、 中 級 ＝11：05～ 
12：05の2コース

③一般（水中運動）
日時1月13日～3月24日の隔週木曜日
10：00～11：00。全6回

④中･高校･一般（初～上級）
日時1月13日㈭～3月18日㈮の木･金
曜日のうち各コース全10回。初･中
級＝金曜日、上級＝木曜日。いず
れも、18：40～19：40の2コース

場所中央コミュニティセンター 
料金①7,500円、②Ⓐ8,500円、②Ⓑ4,250
円、③5,100円、④8,500円、
備考教室日程･定員など詳しくは、HP

「千葉市水泳協会」で検索　 
申12月8日㈬必着。往に必を明記し
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

（平日13：00～17：00） FAX244-1455

ひとり親家庭のためのパソ
コン応用講習会

日時1月8日～29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）
対象ひとり親家庭の母親または父親
で、エクセルの基本的な操作ができ
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12月15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。 FAX
245-5631、Eメールkateishien.CFC@city.
chiba.lg.jpも可
問同課☎︎245-5179 FAX前記

救命講習会

①普通救命講習会
日時 場所1月11日㈫･18日㈫13：30～ 

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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16：30＝救助救急センター。1月 
13日 ㈭･21日 ㈮･27日 ㈭9：00～ 
12：00＝セーフティーちば。1月 
14日㈮9：00～12：00＝若葉消防署。
1月28日㈮13：30～16：30＝緑消防
署
②上級救命再講習会

日時1月12日㈬13：30～16：30、23日
㈰9：00～12：00
対象上級救命講習を修了した方

③上級救命講習会
日時1月22日㈯9：00～17：00
料金1,000円

④WEB講習会
日時1月27日㈭14：00～15：30

場所②～④セーフティーちば
定員各先着5人
備考詳しくは、HP「防災普及公社」で
検索
申電話で、防災普及公社☎︎248-5355。
HP前記からも可
問同公社☎︎前記 FAX248-7748

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）＝1月14日～2月 
25日（2月11日を除く）の金曜日。②
骨盤エクササイズ＝1月20日～2月 
24日の木曜日。③代謝力アップリン
パマッサージ＝2月1日～3月8日の火
曜日。いずれも、19：30～20：30。各
全6回
場所①幕張コミュニティセンター、②
③千葉ポートアリーナ
対象18歳以上の方
定員①25人、②③12人
料金1,500円
申12月15日㈬必着。往（1人1教室1
通）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

やさしい日本語研修

日時1月15日㈯13：30～15：30
内容オンライン講座。地域の外国人と
のコミュニケーションに役立つ分か
りやすい日本語を学びます。
定員先着20人程度
申電話で、国際交流協会☎︎245-5750。
FAX 245-5751･ Eメール nihongo@ccia-
chiba.or.jpも可（必のほかEメール
アドレスを明記）
問同協会☎︎･ FAX前記。日曜日、祝･休
日休業

療育センターふれあいの家
「点字講習会」

日時1月18日～3月29日（3月22日を除
く）の火曜日14：00～16：00。全10
回
対象18歳以上の方
定員10人（初めての方を優先）
料金1,815円
申12月15日㈬必着。往に必のほか、
点字経験の有無を明記して、〒261-
0003美浜区高浜3-3-1千葉市療育セ
ン タ ー 分 館 ふ れ あ い の 家 へ。 Eメール 
fureai1981@bz04.plala.or.jpも可
問同施設☎︎216-5130 FAX277-0291。月

曜日（祝日の場合は翌日も）、祝･休
日休館

千葉市内出土考古資料優品
展関連講座

日時市内出土の名宝（縄文時代）＝ 
1月22日㈯、市内出土の名宝（古墳時
代～平安時代）＝29日㈯。いずれも、
10：00～11：30
場所生涯学習センター
内容会場とオンラインでの開催
定員会場＝各40人、オンライン＝各100
人
申12月6日㈪～1月14日㈮必着。Eメ
ールで必を明記して、埋蔵文化財調
査 セ ン タ ー Eメール maibun.fukyu@ 
ccllf.jpへ。会場参加の場合は、往で
郵送も可。郵送先＝〒260-0814中央
区南生実町1210千葉市埋蔵文化財調
査センター
問同センター☎︎266-5433 FAX268-9004

オンライン講座「先輩ママ
に聞こう‼双子の子育て」

日時1月23日㈰10：40～11：40
対象Zoomを使用できる多胎を妊娠中
の方、家族
定員先着8組
申12月15日㈬9：00から、子育て支援
館HP「予定カレンダー」から申し込
み
問同館☎︎201-6000 FAX201-6003

市民スキー教室

日時2月18日㈮21：00～20日㈰18：00。 
2泊3日
場所会津高原たかつえスキー場（福島
県南会津町高杖原535）
定員先着20人
料金中学生以上28,000円、小学生以下
25,000円（往復バス代、宿泊･食事代、
講師料など）、リフト券･用具レンタ
ル料は別途
備考希望者にはスキー級別テスト実施

（有料）、スノーボードは指導なし
申Eメールで必を明記して、市スキ
ー協会･安田さん Eメール chibashiski. 
yasuda.2019@gmail.comへ。 FAX
285-2774も可。募集案内を請求して、
1月16日㈰までに申し込み
問同協会･安田さん☎︎･ FAX285-2774

相　談

生涯現役応援センター＆シル
バー人材センター出張相談会

日時 場所12月1日㈬、1月11日㈫、2月1日
㈫、3月1日㈫＝アリオ蘇我。12月 
8日㈬、1月12日㈬、2月15日㈫＝イコ
アス千城台。12月10日㈮、1月18日
㈫、2月8日㈫･22日㈫＝イオンスタ
イル鎌取。いずれも、10：00～12：00、
13：00～16：00
内容就労、ボランティアなど、シニア
の社会参加に関する相談
備考当日直接会場へ
問生 涯 現 役 応 援 セ ン タ ー ☎︎256-
4510 FAX256-4507

ふるさとハローワークの就
労相談

オンライン相談
日時12月2日～23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
申前週日曜日までに、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へ
出張相談

日時12月21日㈫10：00～15：00
場所イオンマリンピア店
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

ちば司法書士総合相談セン
ター相談会

日時12月4日～25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
申相談日の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。日
曜日、祝・休日休業

社会保険労務士相談

日時 12月6日 ㈪・20日 ㈪、1月17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

こころの健康センターの相談 

日時①思春期相談＝12月6日㈪･10日㈮
14：00～16：00。②一般相談＝12月 
15日㈬10：00～12：00。③アルコール
･薬物依存相談＝12月15日㈬、1月 
6日㈭14：00～16：00。④高齢者相談＝
12月16日㈭14：00～16：00。⑤ギャン
ブル等依存症相談＝1月12日㈬13：30
～16：30
内容①～④専門医、⑤精神保健福祉士
による相談
対象本人または家族
定員各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

人権擁護委員特設相談

日時12月7日㈫10：00～15：00
場所花見川区役所 
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
備考当日直接会場へ。電話相談は、全
国共通人権相談ダイヤル☎︎0570-
003-110（平日8：30～17：15）
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

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12月8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12月1日㈬9：00から電話で、広報
広聴課☎︎245-5609
特設法律相談

日時12月25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12月16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12月8日㈬、1月7日㈮14：15～
16：30
場所総合保健医療センター
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12月2日～23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

外国人のための労働相談･法
律相談

日時①12月9日㈭13：00～16：00、②20日
㈪17：00～20：00
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①12月8日㈬･②17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･休日休業

分譲マンション相談･アドバ
イザー派遣

日時12月9日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。16日㈭＝
法律相談など。いずれも、13：30～
16：30
場所中央コミュニティセンター
備考相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可
申前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎︎245-5690。 FAX
245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎︎245-5849 FAX245-5795

助産師による女性のための
健康相談

日時稲毛区＝12月10日㈮、中央区＝ 
23日㈭10：00～12：00。若葉区＝20日
㈪13：30～15：30
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･中央☎︎
221-2582、稲毛☎︎284-6494、若葉☎︎
233-8714
問健康支援課☎︎238-9925 FAX238-9946

住宅増改築相談

日時12月10日㈮10：00～15：00 
場所区役所。中央区はきぼーる1階
内容増改築や高齢者向けの改造など 
備考当日直接会場へ
問増改築相談員協議会☎︎285-3003 FAX
290-0050

建築相談  

日時12月12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

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。

問県建築士事務所協会千葉支部☎︎
･ FAX291-6855

空き家空き地相談会

日時12月19日㈰10：00～12：00
場所文化センター
内容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
申電話で、日本空き家空地対策協会
☎︎307-7688。 FAX307-7689も可（必を
明記）

行政書士による相続･遺言･
成年後見相談

日時 場所12月13日㈪＝稲毛区役所、24日
㈮＝美浜区役所。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

こころといのちとおかねの
相談会

日時12月25日㈯10：00～15：00 
場所千葉司法書士会館（美浜区幸町
2-2-1）
内容司法書士、臨床心理士、精神保健
福祉士による暮らしに関する法律、
心の悩み、健康など
定員10人
備考電話相談不可
申電話で、千葉司法書士会☎︎246-
2666
問同会☎︎前記 FAX247-3998

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

募　集

ティーミーティングの参加
団体

日時1月13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1団体（5～9人）
申12月10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

市長と語ろう会（地域団体
向け）

日時1月15日㈯13：30～14：30、16：00～
17：00、24日㈪13：30～14：30、27日㈭
18：00～19：00
場所参加する団体が用意。申し込み時
に未定も可
内容テーマ＝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子
どもを産み育てたい、子どもがここ
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
定員各1団体
申12月10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も可
問同課☎︎245-5298 FAX前記

市営住宅の空き家入居者

一般
申込資格＝入居収入基準内の世
帯、緊急連絡先を立てられるなど
の要件を満たす方

期限付き（子育て世帯向け）
申込資格＝一般の要件【前記】に
加え、小学生以下の子どもと45歳
以下の親のみの世帯の方。入居期
限＝入居日から10年間

入居予定日＝4月1日㈮以降。抽選日
＝1月31日㈪。申込書＝12月20日㈪か
ら、市住宅供給公社、区役所地域振
興課、県住まい情報プラザ（中央区
栄町1-16）で配布
申1月1日㈷～10日㈷消印有効。申込
書と必要書類を、〒260-0026中央区
千葉港2-1千葉市住宅供給公社へ。重
複申込は無効
常時
先着順で入居申し込みができる常時
募集を実施中。募集案内は同公社の
みで配布 
問同公社☎︎245-7515 FAX245-7517

明るい選挙啓発書き初め

課題　小学1･2年生＝「とうひょう」
「せきにん」、3･4年生＝「正しい心」
「私の一票」、5･6年生＝「身近な選
挙」「若者の力」。中学生＝「国民の
権利」「選挙の意義」「理想の実現」 
用紙　標準サイズ（縦820ミリメー
トル×横212ミリメートル程度） 
応募点数　1人1点 
備考作品は返却しません。作品に関す
る一切の権利は市に帰属します。ま
た、入賞者の氏名などは公表します。
入賞者には賞状と記念品を進呈しま
す。
申1月13日㈭必着。作品の裏面左下
に、氏名･フリガナ、学校名･学年を
明記して、〒260-8722千葉市選挙管
理委員会へ 
問同委員会☎︎245-5867 FAX245-5893

昨年度の中学校の部金賞作品

お知らせ

千葉ZELVA
ホームゲーム招待

千葉ZELVAが千葉公園体育館で行
われるホームゲームに招待します。
日時1月8日㈯15：00対東京ヴェルディ
戦、9日㈰14：00対大同特殊鋼レッド
スター戦
対象市内在住･在学の小･中学生と保護者
定員各66組132人
申12月12日㈰までに千葉
ZELVAHP内ホームゲーム
招待応募フォーム（https：
//zelva.jp2122hgs/）から申し込み
問千葉ZELVA☎︎･ FAX290-9624

歳末たすけあい募金に
ご協力を

12月1日㈬～31日㈮に実施される歳
末たすけあい募金は、市内の福祉施
設などの歳末行事、心身障害児福祉
事業として歳末慰問金などに使われ
ます。ぜひ、ご協力ください。
問県共同募金会千葉市支会（市社会
福祉協議会内）☎︎209-8868 FAX 312-
2442

花壇コンクール入賞者発表

市長賞＝美浜打瀬小学校（美浜区）。
市議会議長賞＝川戸中学校区町内自
治会連絡協議会（中央区）。市議会
花のあふれるまちづくり推進議員連
盟会長賞＝ほおじろ台自治会花と緑
の同好会（若葉区）。市園芸協会長
賞＝あすみイースト·ガーデンクラ
ブ（緑区）。市造園緑化協同組合理
事長賞＝小中台中学校（稲毛区）。
敬称略
このほか、優秀賞5団体が入賞
入賞花壇の写真を展示

日時 場所11月30日㈫～12月12日㈰＝千
葉公園蓮華亭。12月14日㈫～26日
㈰＝都市緑化植物園。1月12日㈬
～23日㈰＝ふるさと農園。1月25
日㈫～2月6日㈰＝千葉モノレール
千葉駅
備考市HPでも公開

問緑政課☎︎245-5775 FAX245-5885

千葉都市計画の変更に関す
る案の縦覧

千葉都市計画都市高速鉄道＝都市モ
ノレール第1号線（中央区長洲1･2丁
目、末広1～4丁目、千葉寺町、青葉
町の各一部の区域）
千葉都市計画道路＝3･5･14号中央今
井町線、3･4･36号西千葉駅稲荷町
線、3･4･80号本町星久喜町線、7･5･3
号市場町亥鼻線、7･5･11号末広千葉
寺町線、9･6･1号中央港青葉町線（中
央区長洲1･2丁目、末広1～4丁目、千
葉寺町、青葉町、亥鼻1丁目、市場
町、本町3丁目の各一部の区域）
縦覧期間＝12月2日㈭～16日㈭
縦覧場所＝都市計画課
なお、縦覧期間内に意見書を提出す
ることができます。
問同課☎︎245-5349 FAX245-5627

公民館図書室が臨時休室

蔵書点検と修理などのため、次の日
程で休室します。
12月14日㈫～17日㈮＝生浜･幕張･長
作･朝日ケ丘･都賀･緑が丘･大宮･み
つわ台･若松･越智･磯辺の各公民館
図書室

1月18日㈫～21日㈮＝検見川･さつき
が丘･千草台･草野･山王･更科･桜木･
誉田･幕張西･幸町の各公民館図書室
なお、中央図書館、地区図書館･分
館、移動図書館は、通常どおり開館
します。
問市教育振興財団☎︎285-5551 FAX256-
7833

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

12月10日～16日は、拉致問題など北
朝鮮当局による人権侵害問題への
関心と認識を深めることを目的と
した北朝鮮人権侵害問題啓発週間
です。
拉致問題は、我が国の主権および国
民の生命と安全に関わる重要な問
題です。多くの市民が関心を持ち、
認識を深め、解決に向けて機運を盛
り上げていくことが重要です。
問地域安全課☎︎245-5148 FAX245-5637

建物の安全確保のため、中間検
査･完了検査を受けましょう  

建築主は確認済証の交付後に工事を
着手し、中間検査（適用除外あり）
と完了検査に合格して、初めて建物
を使用できます。建物を建てるとき
は必ず、この検査を受けてください。
また、手続きを事業者に委託した場
合や中古物件を購入した場合など
も、確認済証、確認申請書の副本、
中間検査合格証、検査済証などの書
類を受け取り、大切に保管しましょう。
問建築情報相談課☎︎245-5839 FAX245-
5831

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

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

ボッチャ体験会

大気汚染状況10月分

内容市内の測定局で測定した10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 FAX  245-5581
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施　設

講座･イベント名 日時･対象･定員
おやこ工作「しきつめよう　し
ぜんのタイルアート‼」

12/5㈰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「ふわふ
わっこをつくろう‼」

12/25㈯14：00～16：00
対象小学～高校生　定員先着10人 

オープン工房「オリジナルかけ
じくをつくろう‼」

12/26㈰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「ケランパン
をつくろう‼」

12/27㈪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

催し名など 日時･定員など

①青春プラネタリウム 12/18㈯16：00～17：00　
定員100人

②プラネタリウム特別投影
フィールアロマ

12/3㈮･4㈯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

③きぼーる星空観察会 1/7㈮・15㈯18：30～20：00
定員各20人　備考中学生以下は保護者同伴

④大人が楽しむ科学教室

Ⓐ地層の縞模様から読み解く流れの種類、方向、速
さ、深さ、そして大地の成り立ち＝1/10㈷、Ⓑ遺伝
子分析で環境をみる＝1/15㈯、Ⓒ過去を測る時間の
ものさし（炭素14年代法）＝1/16㈰、Ⓓファーブル
昆虫記が残した課題に最先端科学が挑む（昆虫の匂
い源探索のしくみを再現したロボット）＝1/22㈯、Ⓔ
あみだくじは公平！？生活の中に数学を探す＝1/29㈯
ⒶⒸⒹ10：30～12：00、ⒷⒺ13：30～15：00
定員各先着25人

申①当日同館で整理券配布。②同館ミュージアムショップでチケット購入。③
12/20㈪必着。往に参加者全員（5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。④電話で同館へ

☎308-0511 FAX308-0520　12/20㈪･29㈬～31㈮休館
入館料＝大人510円、高校生300円、小･中学生100円
プラネタリウム（1番組）＝大人510円、高校生300円、小･中学生100円

科学館

生涯学習センター
申①②当日直接会場へ。③⑤12/14㈫、④⑥～⑩24㈮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

①12月親子アニメ上映会 12/4㈯･5㈰10：00～10：30、14：00～14：30
定員各先着30人

②まなびフェスタステージ
発表

12/4㈯･5㈰11：30～13：20
内容楽器演奏、タップダンスなどの活動発表

③パソコン入門
1/7～2/18の金曜日10：00～12：00　全7回
対象パソコン初心者
定員8人　持物USBメモリ　料金1,400円

④組織内対話のススメ 1/8㈯14：00～16：00　定員30人
⑤親子で作ろう‼かわいい
トラの起き上がりこぼし

1/9㈰10：30～12：00
対象2･3歳児と保護者　定員10組20人

⑥名画座「わが谷は緑なり
き」

1/13㈭10：00～12：00、14：00～16：00
定員各100人

⑦仕事に活かせるエクセル
入門

1/15～2/12の土曜日10：00～12：00　全5回
対象ワード使用経験があるエクセル初心者
定員8人　持物USBメモリ

⑧50代･60代の今考える　
自分らしい働き方

1/17㈪13：30～15：30
対象50･60代の女性　定員30人

⑨基礎から学ぶパワーポイ
ント講座

1/18㈫･25㈫13：30～16：30　全2回　
対象パソコンで文字入力ができる方
定員10人　持物USBメモリ　料金4,300円

⑩怒りの取扱説明書～怒り
と上手に付き合う方法～

1/23㈰13：30～16：30
対象地域活動をしている方など　定員30人

☎207-5820 FAX207-5822
第4月曜日休館

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

悪質商法の手口と対
処法

12/16㈭10：00～11：30
対象成人　定員20人
申12/2㈭～6㈪に電話で

メンズ料理教室～簡
単な酒のつまみを作
ろう～

12/18㈯9：30～13：00
対象成人男性　定員7人　料金800円
申12/2㈭～6㈪に電話で

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

知って防ごう‼「イ
ンターネットトラブ
ル」

12/10㈮10：00～12：00
対象成人　定員16人
申12/2㈭～7㈫に電話で

自動車の安全運転の
ために～動体視力と
そのトレーニング～

12/15㈬10：30～12：00
対象60歳以上の方　定員16人
申12/2㈭～9㈭に電話で

川戸公民館
☎265-9256
FAX265-4372

歴史講座「わが街を知
ろう～わが街（川戸近
辺）のいま･むかし～」

1/15㈯13：30～15：30
対象成人　定員20人
申12/1㈬～15㈬に電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

韓国の家庭の味
キムチをつくろう

12/15㈬･16㈭10：00～12：00　全2回
対象成人　定員8人　料金1,300円
申12/1㈬～7㈫に電話で

椿森公民館
☎254-0085
FAX254-1285

火薬を使わない？
「冬の線香花火」

12/19㈰13：00～14：30、15：00～16：30
対象成人　定員各6人　料金300円
備考小学生以上の子どもの同伴可（1人まで）
申12/2㈭～9㈭に電話で

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-4981

文書館講座
「戦国大名の実像」

1/27㈭10：00～11：30　
対象成人　定員15人
申12/2㈭～15㈬に電話で

簡単で美味しい手作
り味噌～手前味噌は
うまい‼～

1/31㈪、2/3㈭10：00～13：00
対象成人　定員各8人　料金2,500円
申12/15㈬必着。往に必を明記して、〒260-
0808中央区星久喜町615-7星久喜公民館へ

松ケ丘公民館
☎261-5990
FAX263-9280

子どもお菓子作り教
室

12/18㈯9：30～12：30
対象小学生　定員9人　料金600円
申12/2㈭～8㈬に電話で

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

はじめての味噌づく
り

1/15㈯13：00～17：00、16㈰9：00～15：00
全2回
対象成人　定員8人　料金2,600円
申12/2㈭～20㈪に、Eメールで必を明記
して、Eメールoubo.miyazaki@ccllf.jpへ

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

新春弦楽コンサート
1/9㈰11：30～12：30
対象市内在住の方　定員20人
申12/13㈪～20㈪に電話で

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

骨盤調整とリラック
ス

1/18㈫10：00～12：00　対象成人　定員8人　
持物タオル1枚、動きやすい服装、筆記用具
申12/22㈬必着。往（1通1人）に必を明記
して、〒262-0023花見川区検見川町3-322-
25検見川公民館へ

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

書初め教室
12/27㈪10：00～12：00
対象小学3年～中学生　定員10人
申12/4㈯～10㈮に電話で

フラワーアレンジメ
ント「お正月の花飾
り作り（玄関用）」

12/28㈫9：30～12：00
対象成人　定員7人　料金2,700円
申12/2㈭～8㈬に電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

いまさら人に聞きに
くい「スマホの基本」
と「LINE体験」

12/15㈬10：00～12：00
対象成人　定員15人
申12/2㈭～8㈬に電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

書初め体験教室
12/25㈯10：00～12：00
対象小学3～6年生　定員15人　持物書道道具一式
申12/2㈭～8㈬に電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

ウクレレによるクリ
スマスコンサート

12/19㈰14：00～15：00
対象中学生以上の方　定員25人
申12/2㈭～8㈬に電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

水引をつかったお正
月飾りをつくりまし
ょう

12/18㈯10：00～12：00
対象成人　定員12人　料金1,200円
申12/2㈭～8㈬に電話で

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6185

ミニ門松づくり
12/21㈫9：30～12：00
対象成人　定員8人　料金1,500円
申12/2㈭～8㈬に電話で

お正月のフラワーア
レンジメントづくり

12/25㈯10：00～12：00
対象成人　定員16人　料金1,500円　
備考小学生以上の子どもの同伴可
申12/5㈰～11㈯に電話で

戦国期の千葉介の動
向～関東･全国の動
向を背景に～

1/8･22、2/12･26、3/12の土曜日10：00～
12：00　全5回
対象成人　定員40人　料金100円
申12/17㈮必着。往（1通1人）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

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

はじめての水墨画体
験教室

12/11㈯10：00～12：00
対象成人　定員10人
申12/1㈬～4㈯17：00に電話で

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

日本のよきお正月
館長の門松づくり

12/22㈬9：00～12：00
対象成人　定員10人　料金1,800円
申12/7㈫～9㈭に電話で

黒砂公民館
☎241-2811
FAX247-1931

くろすな新春コンサ
ート「箏と尺八のハ
ーモニー」

1/8㈯13：00～14：00、15：00～16：00
対象成人　定員各15人
申12/2㈭～15㈬に電話で

小中台公民館
☎251-6616
FAX256-6179

いきいきシニア学級
～新春小中台寄席～

1/15㈯10：00～12：00
対象成人　定員25人
申12/25㈯～27㈪に電話で
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区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

稲
毛

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

シニアのためのスマ
ートフォン教室～ア
ンドロイド編～

1/21㈮10：00～12：00
対象60歳以上の方　定員10人
申12/10㈮～17㈮に電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

小学生講座
「親子でプログラミ
ングを楽しもう‼」

1/15㈯10：00～12：00
対象小学1～3年生　定員10人
申12/2㈭～8㈬に電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

落語で楽しむ笑タイ
ム‼～落語公演と落
語にまつわる面白話
～

1/15㈯14：00～15：30
対象成人　定員20人
申12/2㈭～25㈯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

題名のない落語会
12/11㈯14：00～16：00
対象市内在住で小学生以上の方　定員30人
申12/6㈪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

琴＆アルパで和洋折
衷クリスマスコンサ
ート

12/25㈯13：30～15：30
対象市内在住で小学生以上の方　定員30人
申12/6㈪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

歴史講座～房総の発
酵食品と江戸の食文
化～

12/16㈭10：00～11：30
対象成人　定員14人
申12/8㈬必着。往に必を明記して、〒263-
0054稲毛区宮野木町1807-3緑が丘公民館
へ。 Eメールoubo.midorigaoka@ccllf.jp 
も可

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

知って得する身近な
民間生薬

12/11㈯10：00～12：00
対象成人　定員15人
申12/2㈭～6㈪に電話で

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

豪華なお正月フラワ
ーアレンジメント

12/18㈯9：30～12：30
対象成人　定員12人　料金2,000円
申12/2㈭～6㈪に電話で

桜木公民館
☎234-1171
FAX234-1172

ミニミニペーパー門
松作り

12/24㈮14：00～16：00
対象成人　定員12人　料金500円
申12/2㈭～5㈰に電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

初心者のためのバー
ドウォッチング講座

1/29㈯9：00～12：00
対象成人　定員30人　備考駐車場＝400円
申12/2㈭～28㈫に電話で

若松公民館
☎231-7991
FAX231-0798

スマホ活用術～イン
ターネットを使った
調べ方～

1/13㈭･27㈭13：15～14：30、15：15～16：30
各全2回
対象60歳以上でスマートフォンをお持ちの
方　定員各8人　持物スマートフォン
申12/6㈪必着。往に必を明記して、〒264-
0021若葉区若松町2117-2若松公民館へ。Eメール
oubo.wakamatsu@ccllf.jpも可

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

大人の工作教室
「正月熊手飾り」

12/18㈯10：00～12：00
対象成人　定員12人　料金1,000円
申12/2㈭～6㈪に電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
FAX293-1521

「クリスマスリース」
教室～生花でオリジ
ナルリースを作ろう
～

12/17㈮10：00～12：00
対象成人　定員10人　料金2,000円
申12/5㈰必着。往に必を明記して、〒266-
0032緑区おゆみ野中央2-7-6おゆみ野公民
館へ

新春落語講座
1/10㈷13：30～15：00
対象成人　定員30人
申12/2㈭～16㈭に電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

冬の親子おはなし会
12/16㈭11：00～11：30
対象5歳以下の子どもと保護者　
定員先着10組
申当日直接会場へ

はじめての味噌づく
り

1/18㈫13：30～15：00、1/19㈬9：00～17：00
全2回
対象成人　定員8人　料金2,600円
申12/20㈪必着。往に必を明記して、〒
267-0061緑区土気町1631-7土気公民館へ

誉田公民館
☎291-1512
FAX292-7487

パソコン教室
「初心者のためのワ
ード」

12/15㈬～17㈮9：00～12：00　全3回
対象パソコンで文字入力ができる方　
定員10人　料金1,320円　
持物USBメモリ
申12/2㈭～7㈫に電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

市制100周年講座「千
葉市の埋め立ての歴
史」

12/22㈬10：00～12：00
対象成人　定員20人
申12/2㈭～6㈪に電話で

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

稲浜中学校区小学校
絵画展覧会

12/5㈰～12㈰9：00～17：00
対象市内在住の方

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 12/7㈫ 松ケ丘公民館 松ケ丘公民館

☎261-5990

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

12/9㈭
23㈭

若松公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

花の美術館
申当日直接会場へ

催しなど 日程
クリスマス手作りマルシェ 12/4㈯･5㈰･11㈯･12㈰･18㈯･19㈰10：00～15：30
クリスマス青空マーケット
「ハンドメイド･アート作品の
青空市」

12/11㈯･12㈰
備考雨天中止

福岡季実子「mori no koto
ba　～コドモノシキサイ～」 12/14㈫～26㈰

クリスマス子どもプレゼント
12/25㈯13：30から
内容サンタさんからお菓子プレゼント
対象小学生以下の方　定員先着50人

☎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

市民展示室2階の利用者募集
日時1/4㈫～3/27㈰の火～日曜日の原則6日間
内容作品の題材は花、緑、自然。設営、撤収、展示物の保守管理などは各自の責任
対象市内在住の個人または団体　
定員各期間1組
申12/10㈮消印有効。往に必のほか、希望する期間（第3希望まで）、展示タイトル･
内容を明記して、〒261-0003美浜区高浜7-2-4千葉市花の美術館へ。 Eメールhanabi-
event@worldparkjp.comも可

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

申12/7㈫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

祭事教室「門松作り」
12/19㈰9：30～12：00
定員15人　
料金2,500円

農産加工教室「みそ作り」
1/16㈰･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①～⑤⑦60歳以上の方、⑥60歳以上の方と小･中学生、⑧小･中学生
申12/1㈬9：30から、催しの前日までに電話･FAXで、各プラザ・センターへ。直接
来館も可。④当日直接会場へ

講座名 日時･定員･内容など
中央いきいきプラザ ☎209-9000 FAX209-9006
①講演会「クリスマス音楽
会」

12/19㈰13：30～14：30、15：00～16：00
定員各先着16人

花見川いきいきセンター ☎286-8030 FAX286-8031

②健康フェスティバル
12/16㈭9：15～11：30、13：00～15：30
内容骨密度･血管年齢測定･健康相談など
定員各先着30人

さつきが丘いきいきセンター ☎250-4651 FAX250-4652

③健康フェスティバル
12/9㈭9：00～15：30　
内容骨密度･体組成測定･健康相談など　
定員先着60人　持物室内履き

④脳年齢測定週間 12/18㈯～27㈪9：30～16：30
あやめ台いきいきセンター ☎207-1388 FAX207-1368

⑤健康フェスティバル
12/19㈰9：30～11：30、13：30～15：30　
内容骨密度・筋肉率・健康相談など
定員各先着24人　

緑いきいきプラザ ☎300-1313 FAX300-1511
⑥世代間交流「冬休み　書
初め大会」

12/27㈪9：30～11：30　　
定員先着15人　持物書道道具一式

美浜いきいきプラザ ☎270-1800 FAX270-1811
⑦はじめてのボッチャ教
室B

12/14㈫9：30～11：30
定員先着10人　

真砂いきいきセンター ☎278-9641 FAX278-9642

⑧書き初めを書こう
12/26㈰10：00～12：00　
内容書道の先生による助言や指導
定員先着10人
持物書道道具一式

公営事業事務所 ☎251-7111㈱JPF FAX050-3512-3840
レース日程

レース名 日程 レース名 日程
千葉市営競輪第2回第3節 12/4㈯･ 5㈰ 千葉市営競輪第3回第1節 12/18㈯･19㈰
千葉市営競輪第2回第4節 11㈯･12㈰ 千葉市営競輪第3回第2節 25㈯･26㈰

区 日程 会場 問い合わせ
花
見
川

12/8㈬
22㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

12/3㈮
13㈪
20㈪

稲毛公民館
小中台公民館
千草台公民館

小中台公民館
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ

緑 12/1㈬
13㈪

おゆみ野公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 12/2㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

催し

TIPSTAR DOME CHIBA（千葉競輪場）
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魚市場開場
水揚げされた魚貝類
が早朝の市場に熱気を
連れてきました。

都川河口
河口左には製鉄所、右には出州の埋立地が見えます。
�

子どもたちの姿
都川河口。街角の空
き地は子どもたちの恰
好の遊び場でした。

稲毛海岸
埋立工事が始まる
前。土砂を運ぶパイプ
が設置されました。

1964年（昭和39年）10月10日から2週間にわたり、第18回オリンピック東京大会が開催されました。

オリンピック競技
東京大学検見川総合運動場では、
近代五種競技のうちのクロスカント
リーが行われました。

この特集は、「千葉市市制施行100周
年記念誌」から抜粋しました。記念誌は、
市政情報室と郷土博物館で購入（200
円）、または図書館やホームページで閲覧
できます。

詳しくは、 千葉市　100周年記念誌

東京オリンピック

川崎製鉄千葉製鉄所（現JFE
スチール㈱東日本製鉄所）
1958年（昭和33年）3月、

第二溶鉱炉の火入れ式が行わ
れました。

銀座通りの七夕
空襲の記憶を癒す、商店
街を彩る七夕の飾り。

聖火リレー県庁到着
聖火を待つ県庁前には多くの人
が詰めかけました。

聖火リレー

昭和30年代の
� まちとくらし

千葉市
あの頃

　戦争の傷痕も次第に癒え、市民のくらしも徐々に活気を取り戻
していった昭和30年代。まちとくらしを写真で振り返ります。
問広報広聴課 ☎245-5014 FAXFAX245-5796

1958年（昭和33年）

1958年（昭和33年）

1962年（昭和37年）

1960年（昭和35年）

1964年（昭和39年）10月6日

1964年（昭和39年）10月7日

1964年（昭和39年）10月15日

催しなどに参加するときはマスクを着用し、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。
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ワタシはホンドザルのノボタン。9
才よ。野生のホンドザルは、サルのな
かまでは、一番北にすんでいるの。雪
山とサルってなじみのあるイメージか
もしれないけど、世界ではとてもめず
らしいのよ。えい語では、スノーモン
キーってよばれているわ。

問動物公園 ☎252-1111 FAXFAX255-7116

顔のほおには、ほおぶくろがあって、少しの間、食べ物をためてお
けるの。急いでいるときは食べ物をつめこむだけつめこんで、後から
口にもどして食べることもあるわ。なかまに取られたくないものね。

そうそう、ワタシ5月5日にはじめ
て子どもをうんだの。名前はノザワ
ナ。女の子よ。サル山では、6年ぶ
りの赤ちゃんなんですって。2日後
の5月7日にニラがニンジンという
名前の女の子、7月10日にはコマク
サがコマツナという名前の男の子を
うんで、サル山はとてもにぎやかよ。
あら‼みんなの名前が気になるかしら。ワタシたちは、みんな植物の
名前をつけてもらっているの。ユニークでしょ。ウフフ♡

子どもたちは元気に育っているわ。子どもどうしで遊んでいると、
ヒートアップしちゃうくらい。そんな時に落ち着かせるのはママの役
目なの。まだまだ目がはなせないわね。

千葉市は、1921年（大正10年）に市制を施行して100周
年です。

市制100周年のフィナーレに向けた取り組みを紹介しま
す。 千葉市　100周年　

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

宝探し
宝の地図に描かれた謎を解き、実際にまち

を巡りながら宝箱を探すイベントです。
詳しくは、 千葉市　100周年　宝探し

期　　間　12月26日㈰まで
会　　場　 千葉、稲毛、海浜幕張の3エリア
参加方法　 参加パンフレット（観光情報セ

ンター(JR千葉駅･海浜幕張駅)、
区役所などで配布、ホームペー
ジからダウンロードも可）を持参して参加。

クリアした方に、抽選ですてきな賞品をプレゼントします。また、
ちばシティポイント50ポイントを差し上げます（各エリア先着
1,000人）。

20年前からのメッセージ タイムカプセル展
市制施行80周年を記念して埋設されたタイ

ムカプセルの中に入っていた、当時の子どもた
ちのメッセージなどを公開します。

期　　間　12月7日㈫～12日㈰
会　　場　市美術館1階さや堂ホール

ちば･まち博では、他にもたくさんのイベント
を開催しています。

ちば･まち博のイベントに参加し、アンケート
に回答した方に、抽選で100人に市制100周年記
念グッズをプレゼントします。
　詳しくは、 ちば･まち博　

市のラジオ広報番組bayfm「ベイ･モーニング･グローリー」を約2
時間に拡大し、市制100周年のフィナーレを飾る特別番組として放
送します。

千葉市ゆかりのゲストを迎え、千葉市のあゆみを振り返り、広が
る未来について想いをはせる特集をお送りします。
　詳しくは、 ベイ･モーニング･グローリー　

　日　　時　12月26日㈰8：00～9：55
　チャンネル　78.0Mhz

ちば･まち博開催中‼

「ベイ·モーニング·グローリー」特別番組

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
ールを行いました。

子どもたちが描いた未来の千葉市や暮らした
いまちなど、2,000点を超える作品の中から受
賞した22点を展示します。受賞作品は、市制
100周年記念サイトでも公開しています。

期　　間　12月7日㈫～12日㈰
会　　場　市美術館1階さや堂ホール

絵画コンクール

ノボタンノボタン

ノザワナノザワナ

ニラニラ

ニンジンニンジン

～百の歴史を、千の未来へ～

市制100周年市制100周年

日直　ノボタン
（ホンドザル）

千葉を
知る

三十、政令指定都市移行　飛躍する千葉市（最終回）
千葉市は、1992年に全国で12番目の政令指定都市となりました。
　市の人口は、1965年には33万人でしたが、1975年には65万人へ
と倍増しており、1978年には市役所内に指定都市調査室が設置さ
れ、政令市移行に向けた具体的な検討が始まりました。
1980年には広島市が全国で10番目の政令指

定を受けることとなり、広島市に次いで人口の
多い堺市、千葉市、仙台市の3市が政令市移行
に向けて準備を進めていました。千葉市では、
1990年に人口が82万人を超え、行政·経済·文化
などのデータを見ても先進の政令市移行時の状
況と遜色なかったことから、1991年に当時の
自治省に要望書を提出、1992年４月１日に政
令市に移行しました。
準備の中で、行政区の編成とともに新しい区名の公募も行われま
した。最終的には2万2,910通もの応募が集まり、現在の区名の他に
は幕張区や千葉区、文教区、貝塚区、昭和区などの名称が候補とな
りました。
政令市への移行は、住所や郵便番号、電話番号の変更などととも
に、市民生活に関わりの深い事務を市が一体的に行うことによる、
きめ細やかで効率的なサービスの提供や、日常生活に密着した業務
を区役所で行うことによる手続きの簡便化など市民サービスの向上
にもつながり、市のまちづくりの大きな転機になりました。
来年4月に、政令市に移行して30周年を迎えます。この機会に千
葉市のこれまでの歩みを振り返り、今後目指すべきまちの姿につい
て一緒に考えてみませんか。

政令指定都市移行式

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、5日㈰9：00～9：15「お宝探しで、千葉市を旅しよう♪」
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