
総合防災拠点機能については、基礎免震構造の採用や非常用発電設備を高潮浸水被害時でも稼
働できるよう2階に設置するなど、非常時の業務継続性を備えています。高層棟3階には、危機管
理センターを設置し、災害対策本部会議室、オペレーションルームのほか、総合防災情報システ
ムの運用により、市民の安全･安心を守る拠点としていきます。

環境性能については、建物外装の断熱性能、地中熱の熱源利用などによる省エネや、太陽光発
電による創エネにより、官公庁では県内で2番目の「ZEB Ready」の認証を取得し、二酸化炭素
排出量の抑制に取り組みます。

ユニバーサルデザインについては、建物入口までを段差の無い動線、建物内は通行しやすい通
路とし、市議会本会議場傍聴席などには聞こえを支援する磁気ループを設置します。トイレは、
大型ベッドやオストメイトなどを備えた多機能トイレや、車椅子が入れる広めの個室を全フロア
に整備するほか、子育て世帯にも安心してお越し頂けるよう1階･2階にベビー休憩室を設けます。

新庁舎での業務のキーワードは「対話と挑戦」です。課室内で業務に応じたチーム編成が可能
となるグループアドレス制を導入するなど、市職員が意欲と能力を存分に発揮できる働き方に変
革し、市民の皆様への質の高い行政サービスの提供につなげてまいります。

千葉市役所の新庁舎が完成しました。5月末までに部署ごとに移転し順次業務
を開始します。新庁舎の特徴は、総合防災拠点機能、環境性能、ユニバーサルデ
ザインの3点です。
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世帯数　460,207世帯　面積　271.76km2
(男　481,653人　女　496,341人）
人口　977,994人　前月（12月）比 568人減
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FAX043-248-4894
利用時間　平日8：30～18：00

（土曜日、祝･休日（日曜日を除く）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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11階 書庫、機械室

10階
教育委員会事務局、
選挙管理委員会事務局、
人事委員会事務局、監査委員事務局

9階 保健福祉局
8階 市民局、保健福祉局、こども未来局

7階 環境局、経済農政局、
教育委員会事務局

6階 総合政策局、財政局
5階 総務局、保健福祉局
4階 市長室、副市長室、都市局
3階 危機管理センター、建設局、水道局
2階 防災センター、電気室、レストラン
1階 会計室、守衛室、正庁、金融機関

新庁舎へのアクセス

新庁舎では、訪問先への動線をより分か
りやすくするために、壁面やエレベーター
ホールなど、随所に案内表示（サイン）を
付けています。カウンターに着いたら、内
線電話などで職員を呼び出してください。

お困りの際は、1階総合案内または近く
にいる職員にお声がけください。

新庁舎の特徴

年齢、障害の有無、性別などに関わらず安心し
て庁舎を利用できるようユニバーサルデザインを
採用しました。例えば、通行しやすい段差のない
動線や幅員の確保、全フロアへの多機能トイレな
どの設置、ベビー休憩室の整備、本会議場傍聴席
などへの磁気ループ

（音を聞き取りにく
い方に音声を届ける
システム）の設置な
どです。

建物外装の断熱性能、高効率な
空調設備などによる省エネルギー
や、太陽光発電による創エネルギ
ーにより、二酸化炭素排出量を抑
制しました。

石油などの1次エネルギーの年
間消費量を50％以上削減した建
物として「Z

ゼ ブ

EB Ready」という認
証を取得しました（ZEB＝net 
Zero Energy Building）。

新庁舎は、建物が高層棟と低層棟に分かれ、低層棟には利用者の多い市民センターなどが入ります。

高層棟
7階 議会図書室、屋上庭園

6階 議長室、副議長室、
議会事務局

5階 本会議場、議員控室
4階 都市局
3階 建設局

2階
行政資料室（旧市政情
報室）、千葉みなと市民
センター（旧市役所前
市民センター）

1階
総合案内、売店、イベ
ントスペース、情報ス
テーション

新庁舎の出入り口は、4カ所あります。出入り口は、現庁舎が解体される2024年6月ごろに6カ所
になります。1･2階ロビーや売店は、7：00〜19：00に利用できます（執務時間は8：30〜17：30）。

組織によって新庁舎での業務開始日が異なります。移転は、新庁舎での業務開始日の前
週金曜日の夜から日曜日にかけて行います（ゴールデンウィークを除く）。

電話番号は変わりませんが、FAX番号が変わります電話番号は変わりませんが、FAX番号が変わります
新庁舎移転後、各課の電話番号に変更はありませんが、FAX番号

が変更となります。各課ホームページでご確認ください。

新庁舎
業務開始日 組織 移転フロア

2/27㈪ 会計室 高層棟1階

2/27㈪
医療政策課、健康保険課、生活衛生課、高齢福祉課、介
護保険管理課、介護保険事業課、障害者自立支援課、障
害福祉サービス課

高層棟9階

2/27㈪ 教育総務課、教育企画課、教育職員課、教育給与課、学
校施設課 高層棟10階

3/6㈪ 情報システム課 高層棟5階

3/6㈪ 生涯学習振興課、文化財課 高層棟7階

3/6㈪ 学事課、教育改革推進課、教育指導課、教育支援課、保
健体育課 高層棟10階

3/13㈪ 行政資料室（旧市政情報室） 低層棟2階

3/13㈪ 危機管理課、防災対策課 高層棟3階

3/13㈪ 秘書課、秘書課報道室、国際交流課 高層棟4階

3/13㈪ 総務課、政策法務課、人材育成課、業務改革推進課 高層棟5階

3/20㈪

土木管理課、土木保全課、技術管理課、路政課、下水道
経営課、下水道経理課、下水道営業課、総合治水課、下
水道整備課、雨水対策課、下水道維持課、下水道施設建
設課

低層棟3階

3/20㈪ 建設総務課、道路計画課、道路建設課、街路建設課、自
転車政策課、水道総務課 高層棟3階

3/27㈪ 健康推進課 高層棟5階

3/27㈪ 資金課、財政課、資産経営課、管財課、新庁舎整備課、
契約課、税制課、課税管理課、納税管理課 高層棟6階

3/27㈪
市民総務課、市民自治推進課、区政推進課、地域安全
課、広報広聴課、文化振興課、スポーツ振興課、男女共
同参画課

高層棟8階

4/17㈪ 政策企画課、政策調整課、都市アイデンティティ推進
課、スマートシティ推進課、国家戦略特区推進課 高層棟6階

新庁舎
業務開始日 組織 移転フロア

4/17㈪

環境総務課、環境保全課、環境規制課、廃棄物対策課、
収集業務課、廃棄物施設維持課、廃棄物施設整備課、産
業廃棄物指導課、経済企画課、雇用推進課、産業支援
課、企業立地課、観光MICE企画課、観光プロモーショ
ン課、農政課、農地活用推進課

高層棟7階

4/17㈪ 行政監査課、財務監査課 高層棟10階

4/24㈪ 議会事務局総務課、議事課、調査課 低層棟6階

4/24㈪ 給与課、人事課 高層棟5階

4/24㈪ こども企画課、健全育成課、こども家庭支援課 高層棟8階

4/24㈪ 保健福祉総務課、保護課、地域福祉課、地域包括ケア推
進課 高層棟9階

5/8㈪ 技術管理課工事検査室 低層棟3階

5/8㈪
都市計画課、都市安全課、建築管理課、住宅政策課、住
宅整備課、宅地課、建築指導課、建築情報相談課、営繕
課、建築設備課

低層棟4階

5/8㈪ 都市総務課、都市政策課、交通政策課、都心整備課、市
街地整備課、緑政課、公園管理課、公園建設課 高層棟4階

5/8㈪ 医療政策課コロナウイルスワクチン接種推進室 高層棟8階

5/8㈪ 保健福祉総務課監査指導室 高層棟9階

5/8㈪ 選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局 高層棟10階

5/22㈪ 千葉みなと市民センター（旧市役所前市民センター） 低層棟2階

5/22㈪ 幼保支援課、幼保運営課 高層棟8階

フロア構成

低層棟 各課移転スケジュール

来庁時の駐車券の処理方法が変わります
・駐車券は、訪問先で利用確認の押印を受けてください。
・ 利用時間が2時間を超えた場合は、新庁舎1階総合案内で

利用認証の処理を受けてから出庫してください。
　詳しくは、 千葉市役所　新庁舎　案内　

新庁舎新庁舎がが開庁開庁しますします
築50年以上経過した庁舎の老朽化、耐震性、本庁機能の分散など築50年以上経過した庁舎の老朽化、耐震性、本庁機能の分散など

の課題を解決するため、2020年6月から建設してきた市役所新庁の課題を解決するため、2020年6月から建設してきた市役所新庁
舎は、1月末に竣工しました。舎は、1月末に竣工しました。

2月24日㈮から、本庁舎、千葉ポートサイドタワー、中央コミュニ2月24日㈮から、本庁舎、千葉ポートサイドタワー、中央コミュニ
ティセンターにある本庁機能を順次移転します。新庁舎の全面開庁ティセンターにある本庁機能を順次移転します。新庁舎の全面開庁
は6月で、それまでの間は、現庁舎などと新庁舎を並行使用します。は6月で、それまでの間は、現庁舎などと新庁舎を並行使用します。
問新庁舎整備課 ☎245新庁舎整備課 ☎245--5044 5044 FAXFAX245245--55775577

1･2階の吹き抜け空間。市関連イベント
などを実施します。

市民ヴォイド

総合防災拠点として、基
礎免震構造や災害発生時の
バックアップ機能を備えて
います。

地震･風水害などの自然
災害をはじめ、あらゆる危
機事案に適切に対応し、市
民の身体･生命･財産を守
るため、危機管理センター
を整備しました。

総合防災拠点総合防災拠点 ユニバーサルデザインユニバーサルデザイン環境性能環境性能

編集担当K

ヴォイドとは、空の、何も
ない、という意味の英語
voidから、吹き抜けなど、
構造物がない空間のことを
いいます

訪問先へ行きやすくなります‼

3月から、駐車場の
出入り口が増えます‼

3月1日㈬から、みなと公園側
の出入り口が利用できるように
なります。

車でお越しの方

緑と風を感じられる空間。飲食も可能です。
開放時間　平日8：30〜17：30

屋上庭園7階
低層棟

地産地消のメニューも味わえる
レストラン。

営業開始　6月（予定）
営業時間　平日11：00〜14：00

パンやスイーツなどが自慢の
コンビニエンスストア。

レストラン

売店

営業開始　3月下旬（予定）
営業時間　平日7：00〜19：00

2階
高層棟

1･2階
低層棟

1階
低層棟

動線が分かりやすいサイン動線が分かりやすいサイン

職員を呼び出すときは、職員を呼び出すときは、
カウンター前の内線でカウンター前の内線で
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3/1から通行可3/1から通行可

＊組織改正などで変更になる場合があります。

歩行者通路

ちば市政だよりは、毎月1日発行です。発行日前日までに各家庭にお届けします‼ ちば市政だよりが破損･汚損している場合や、届かない場合は、㈱地域新聞社☎︎202-0120（平日9：00〜17：00）へご連絡ください。
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市･県民税および所得税の申告受付を実施します。期限内の申告にご協力ください。
日時･会場

市･県民税と所得税の申告

持ち物
・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード。
お持ちでない方は、番号確認書類（個人番号通知カードなど）と身分
証明書（写真付き身分証明書1点または写真なしの身分証明書2点）

・源泉徴収票など、収入がわかるもの
・�健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の
支払い金額がわかる証明書･領収書など

・生命保険料、地震保険料、長期損害保険料の控除証明書など
・医療費控除を受ける方は、医療費の明細書など
＊証明書･領収書などは2022年中に支払ったものに限ります。
パソコン･スマートフォンでの申告書の作成
　ご自分で申告書を作成する際、パソコン･スマートフォンでは以下の
方法もご利用できます。画面の案内に沿って入力していただくことで申
告書が作成でき、計算誤りなども防げ、便利です。
　住民税額試算･申告書作成サービス
　市･県民税申告書が作成でき、郵送で提出することができます。
　作成方法など詳しくは、 千葉市　申告書　

　国税電子申告･納税システム（e-Tax）
　�所得税確定申告書が作成でき、電子送信または郵送で提出すること
ができます。作成方法など詳しくは、 作成コーナー　

市･県民税の申告相談会場は非常に混み合い、待ち時間が長くなる
場合があります。多くの方が集まる状況を避けるためにも、自宅など
で申告書を作成し、郵送による提出にご協力をお願いします。

申告･記載漏れにご注意
次のような申告、記載漏れが見られますので、ご注意ください。

・年の途中で退職など、年末調整を受けていない方の申告漏れ
・�所得税確定申告書の住民税に関する事項の記載漏れ。市･県民税
の税額が正しく計算されない場合があります。

・�ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出した方で、5団体
を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除など
の適用を受けるため所得税の確定申告を提出する場合は、ふるさ
と納税ワンストップ特例は無効になります。この場合、寄附金控
除に適用させるためには、ワンストップ特例分も寄附金控除の計
算に含めて申告をする必要がありますのでご注意ください。

・�上場株式等の配当、源泉徴収口座（源泉徴収あり）に受け入れた
譲渡所得は、原則確定申告が不要ですが、損益通算などのために
申告することもできます。ただし、国民健康保険料などの算定な
どに影響する場合がある点を考慮した上で、申告が必要か判断し
てください。一度申告すると、納税通知書が届いた後ではその選
択を取り消すことはできません。

＊詳しくは、 確定申告　問い合わせ事項Q&A　

問東部市税事務所市民税課（中央･若葉･緑区）�☎233-8140�FAXFAX233-8354　西部市税事務所市民税課（花見川･稲毛･美浜区）�☎270-3140�FAXFAX270-3227
　千葉東税務署�☎225-6811　千葉南税務署�☎261-5571　千葉西税務署�☎274-2111

申告書の配布
市税事務所市民税課、市税出張所、市民センター、連絡所で、

市･県民税申告書と一部の確定申告書を配布します。確定申告書
は、数に限りがあります。

税理士による無料申告相談会
日　　時　�①1月31日㈫･2月1日㈬、②2日㈭･3日㈮、③6日㈪･�

7日㈫、④9日㈭･10日㈮10：00～15：30（12：00～
13：00を除く）

会　　場　�①生涯学習センター、②都賀コミュニティセンター、
③千城台コミュニティセンター、④穴川コミュニティ
センター

対　　象　�年金受給者と給与所得者の所得税、小規模事業者の所
得税と消費税（土地･建物･株式などの譲渡所得がある
方、住宅ローン控除を初めて申告する方を除く）

定　　員　各先着100人
申込方法　当日直接会場へ
問千葉東税務署�☎225-6811　課税管理課�FAXFAX245-5540

2023年度（2022年分）から適用される市･県民税の主な税制改正
未成年の対象年齢の引き下げ
民法の改正による成人年齢の引き下げに合わせ、非課税基準の

対象となる基準年齢が引き下げとなります。これにより、賦課期
日（1月1日）現在で18歳以上の方は、市･県民税の非課税判定に
おける未成年者に相当しないこととなります。
退職所得計算の見直し
法人役員など以外の方でかつ勤続年数が5年以下である方の退

職所得の計算について、収入金額から退職所得控除額を差し引い
た金額のうち、300万円を超える部分については退職所得の計算
上2分の1とする措置が適用されなくなります。
住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年延長になります（2025年�

12月31日までに入居したものが対象）。2022年1月以降に居住
開始の場合、控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5％（最
高97,500円）、控除期間は購入する住宅の種類により、10年また
は13年になります。
医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直

されるとともに、適用期限が5年間延長され、2026年12月31日
までとなります。
その他の税制改正や内容など、詳しくは、
千葉市税　2023年度　税制改正　

税の種類 日時 会場 税の種類 日時 会場

市･県民税

2/1㈬～15㈬の
平日8：30～17：30
2/16㈭～3/15㈬の
平日9：00～17：00

区役所
・中央=11階（市･県民税のみ）
・花見川=2階
・稲毛=2階
・若葉*=1階または2階
・緑=3階
・美浜*=2階または4階

所得税

2/16㈭＊～3/15㈬の
平日、2/19㈰･26㈰
8：30～16：00（相談
は9：00から）

住所地を管轄する税務署
・千葉東=1階
・千葉西=別館
・千葉南=1階

所得税
（提出のみ）

2/16㈭～3/15㈬の
平日9：00～15：00

＊日により、会場が変わります。区役所内の案内をご確認ください。
・区役所での所得税確定申告書作成相談の予約は終了しています。
・駐車台数に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
・区役所で提出した所得税確定申告の書類は税務署で確認します。

＊千葉東税務署はすでに開始しています。
・駐車場の利用はできません。
・会場への入場には、整理券が必要です（提出のみの方は不要）。
・�入場整理券は、当日会場で配付するほか、オンラインで事前発行で
きます。なお、配付状況により、後日の来場をお願いする場合があ
ります。配付状況は、国税庁ホームページで確認できます。

　詳しくは、 確定申告　入場整理券　

固定資産税･都市計画税第4期の納期限は2月28日㈫です。口座振替の方は残高をご確認ください。

2023年（令和5年）2月号くらし・地域4 ちば市政だより



自己搬入する粗大ごみの手数料が
キャッシュレスで支払い可能に‼

新型コロナウイルス感染症関連情報

特定不妊治療費助成の申請は
お早めに

集団接種会場では、予約不要でワクチン接種を受けられます。
なお、混雑状況などにより、お待ちいただく場合や接種を受けていただくことが

できない場合もありますので、ご利用の際はあらかじめ予約の空き状況をご確認く
ださい。また、ほかの医療機関で接種を予約している方はご利用いただけませんの
でご注意ください。

＊�マイナンバーカードをお持ちでない方で、紙面の予防
接種証明書の交付を希望する場合は、郵送で申請を受
け付けています。

持 ち 物　�接種券、予診票、本人確認書類
＊15歳以下の方は、原則保護者の同伴が必要です。
その他、会場や実施日程など詳しくは、
千葉市　コロナワクチン　集団接種会場　

2月1日㈬から環境事業所へ粗大ごみを自己搬入する際の処理手数
料の支払いに、キャッシュレス決済が利用できます。窓口での支払い
がスムーズに行えるほか、現金の受け渡しを伴わないことで、新型コ
ロナウイルス感染症対策にもなります。ぜひ、ご利用ください。
対　　象　環境事業所へ粗大ごみを自己搬入する際の処理手数料
決済方法　�クレジットカード、電子マネー、バーコード決済
対応ブランドなど詳しくは、 千葉市　粗大ごみ　自己搬入　

問収集業務課�☎245-5249�FAXFAX245-5477

特定不妊治療の保険適用に伴い、2021年度以前から継続した1回
の治療のみ助成対象です。昨年4月1日以降に終了した治療の申請期限
は、3月31日㈮です。2･3月に治療が終了し、やむを得ず期限までに
提出できない見込みの方は、必ず事前にお住まいの区の保健福祉セン
ター健康課にお問い合わせください。期限後の申請は受け付けられま
せん。詳しくは、 千葉市　特定不妊治療費助成　

問保健福祉センター健康課
　中　央�☎221-2581�FAXFAX221-2590　花見川�☎275-6295�FAXFAX275-6298
　稲　毛�☎284-6493�FAXFAX284-6496　若　葉�☎233-8191�FAXFAX233-8198
　　緑　�☎292-2620�FAXFAX292-1804　美　浜�☎270-2213�FAXFAX270-2065

●接種後の副反応、医学的知見が必要となる専門的な相談
　県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口
　☎03-6412-9326　24時間 (土･日曜日、祝日を含む)
●新型コロナワクチン接種の施策など
　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　☎0120-761-770　9：00～21：00（土･日曜日、祝日を含む）

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

市ワクチン接種
予約サイト

ワクチン接種を受けたことの証明をしたいときは

予約なしでもワクチン接種を受けられます

接種を受けたことの証明として活用できるもの
予防接種証明書

（海外用は英語も併記）
予防接種済証
（接種券の右下）

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。応急処
置のため、詳しい検査は原則行いません。後日かかりつけ医で受診しましょう。

夜　間 休　日
夜間応急診療（夜急診）
（美浜区磯辺3-31-1海浜病院内）
☎279-3131
【内科・小児科】

休日救急診療所
（美浜区幸町1-3-9
総合保健医療センター内）

テレホンサービス☎244-5353
【内科・小児科・外科・整形外科耳鼻いんこう科・眼科・歯科】

日曜日、祝日、年末年始
診療
時間

平日 19：00〜24：00
土・日曜日、

祝日、年末年始 18：00〜24：00

新型コロナウイルス感染症の影響により診
療時間などを変更する可能性があります。

診療時間 9：00~17：00
受付時間 8：30~11：30、13：00〜16：30

夜間外科系救急当番医療機関
テレホンサービス☎244-8080

【外科・整形外科】

産婦人科休日緊急当番医
テレホンサービス☎244-0202

【産婦人科】日曜日、祝日、年末年始
案内時間 08：00〜翌日6：00 案内時間 8：00〜17：00
診療時間 18：00〜翌日6：00 診療時間 9：00〜17：00

夜間開院医療機関案内
☎246-9797

＊電話での医療相談は行っていません
受診の際の持ち物

①健康保険証（各種受給者証・子ども医療費
　助成受給券をお持ちの方は一緒に持参）
②診療代金　③薬（服用している方）
④お薬手帳（お持ちの方）

案内時間 017：30〜19：30
月〜土曜日（祝日、年末年始を除く）

夜間や休日に急病で困ったときは…
電話相談　すぐに受診するべきか、医師や看護師が電話でアドバイスします。
　救急安心電話相談　☎#7009（IP電話からは☎03-6735-8305）
　　平日・土曜日18：00〜翌日6：00、日曜日・祝日・年末年始9：00〜翌日6：00
　こども急病電話相談　☎#8000（IP電話からは☎043-242-9939）
　　19：00〜翌日6：00（365日）

医療機関情報など詳しくは、 千葉市　医療機関

アプリで取得　�読み取り機能付きのスマートフォンをお
持ちであれば、アプリで即日取得すること
ができます。

コンビニで取得　�コンビニなどに設置されているマルチコピー機で120円で取
得できます。海外用の発行にはパスポートの登録が必要です。

国では、日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるため、旅行な
どの際に新型コロナワクチンの接種を受けた証明を活用することを想定した仕組み
づくりが行われています。証明を活用する際は、事前に旅行先などの案内をご確認
いただき、本人確認書類と併せてお持ちください。
取得方法など詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、【下記】市コロナワ

クチン接種コールセンターにお問い合わせください。 千葉市　コロナワクチン　

予防接種証明書はマイナンバーカードを使って即日取得できます‼
予防接種証明書は、マイナンバーカードを利用することで即日取得することがで

きます。

催しなどに参加するときはマスクを着用し、体調が優れない場合などは、参加を控えるようお願いします。

2023年（令和5年）2月号 くらし・地域／ 健康・福祉 5ちば市政だより



障害者福祉教室･講座

市身体障害者スポーツ大会参加者募集

教室名 日程 時間 回数 定員
（人）

創
作

アートDEふれあい 4/18～来年3/5の
第1･3火曜日 10：00～12：00 18 12

初めてのパソコン 4/19～来年3/6の
第1･3水曜日 13：30～15：30 18 12

基本の組紐 4/22～来年3/9の
第2･4土曜日 10：00～12：00 18 12

やさしい陶芸 4/25～来年3/26の
第4火曜日 10：00～12：00 10 12

書道 4/26～来年3/13の
第2･4水曜日 10：00～12：00 18 12

絵手紙をはじめまし
ょう

4/26～来年3/27の
第4水曜日 13：30～15：30 10 12

音楽療法 5/9～来年3/12の
第2火曜日 10：00～12：00 10 12

ス
ポ
ー
ツ

初めてのボッチャ 4/13～来年3/7の
第1木曜日 10：00～12：00 10 18

卓球
（基本ルール習得）

4/26～来年3/13の
第2･4水曜日 14：00～16：00 18 20

ふれあいレク 4/27～来年3/14の
第2･4木曜日 10：00～11：30 18 20

サウンドテーブル
テニス

4/28～来年3/22の
第4金曜日 13：30～15：30 10 12

教室名 日程 時間 回数 定員（人）

創
作

はじめての細方眼編み 4/4～来年3/19の第1･3火曜日 10：00～11：30 18 9
書道Ⓐ 4/5～来年3/6の第1･3水曜日 10：00～11：30 18 9
書道Ⓑ 4/6～来年2/15の第1･3木曜日 10：00～11：30 18 9
水墨画 4/8～来年2/24の第2･4土曜日 10：00～11：30 18 9
手編み 4/8～来年2/24の第2･4土曜日 13：30～15：00 18 9
鉛筆･色鉛筆デッサン 4/9～来年2/25の第2･4日曜日 10：00～11：30 18 9
ちぎり絵 4/16～来年2/4の第1･3日曜日 13：30～15：00 18 9

教
養

スマートフォン入門Ⓐ 4/4～来年3/19の第1･3火曜日 13：30～15：00 18 9
スマートフォン入門Ⓑ 4/13～来年2/22の第2･4木曜日 13：30～15：00 18 9
スマートフォン入門Ⓒ 4/9～来年2/25の第2･4日曜日 13：30～15：00 18 9
楽器deリズム 4/5～来年3/6の第1･3水曜日 13：30～15：00 18 12
ハンドベル 4/12～来年2/14の第2･4水曜日 10：00～11：30 18 12

ス
ポ
ー
ツ

硬式テニス入門 4/6～来年2/15の第1･3木曜日 13：30～15：00 18 8
リラックスストレッチ 4/7～来年2/16の第1･3金曜日 10：00～11：30 18 15
卓球（ラージボール）入門 4/11～来年3/12の第2･4火曜日 13：30～15：00 18 12
インナーバランス体操 4/12～来年2/14の第2･4水曜日 13：30～15：00 18 15
ボッチャを楽しもう 4/13～来年3/14の第2･4木曜日 10：00～11：30 18 18
アーチェリー入門 4/15～来年2/17の第1・3土曜日 10：00～11：30 18 8
ハワイアンリズムを楽
しもう（短期） 5/7～8/6の第1日曜日 10：00～11：30 4 12

身体障害がある方を対象に、教室･講座を開催します。費用は無料（別途教材費がかかります）。
月によっては、実施しない日や変更となる日があります。詳しくは、お問い合わせください。
障害者福祉教室

会　　場　創作＝療育センターふれあいの家
　　　　　スポーツ＝療育センター
対　　象　�市内在住･在勤で身体障害者手帳を持つ18歳以上の

方。サウンドテーブルテニスは視覚障害がある方。
申込方法　�2月14日㈫必着。Eメール（1通1教室。創作･スポーツ

各1人2教室まで）で、必要事項12面のほか、障害種別、
当教室への参加歴を明記して、療育センターふれあ
いの家Eメールfureai1981@bz04.plala.or.jpへ。往復は
がき、電話（視覚障害がある方のみ）も可。郵送先＝〒
261-0003美浜区高浜3-3-1千葉市療育センターふ
れあいの家。応募多数の場合は、初めての方を優先
します。

備　　考　以下の講座は同じ内容のため、いずれか1つを選んでください。
　　　　　・障害者福祉教室「書道」と障害者福祉講座「書道Ⓐ」、「書道Ⓑ」のうち1つ
　　　　　・障害者福祉講座「スマートフォン入門Ⓐ～Ⓒ」のうち１つ
問療育センターふれあいの家（障害者福祉教室について）☎216-5130�FAXFAX277-0291　月曜日（祝・休日の場合は翌日も）、祝日休館
　障害者福祉センター（障害者福祉講座について）�☎209-8779�FAXFAX209-8782　月曜日（祝・休日の場合は翌日も）、祝日休館

障害のある方の社会参加や、障害のある方に対する理解を深めることを目的とした、市身体障害者スポーツ大会の
参加者を募集します。本大会は、10月に鹿児島県で開催される特別全国障害者スポーツ大会の選考も兼ねています。
ぜひ、ご参加ください。
日　　程　①5月14日㈰･②17日㈬
会　　場　青葉の森スポーツプラザなど
種　　目　①陸上、水泳、卓球、アーチェリー、②フライングディスク、ボッチャ
対　　象　�2010年（平成22年）4月1日以前の生まれで、身体障害者手帳をお持ちの方（内部障害のみの場合は、

ぼうこう･直腸機能に障害のある方）
申込用紙　障害者自立支援課、保健福祉センター高齢障害支援課、所属団体で配布
申込方法　�2月10日㈮～3月1日㈬に、申込用紙を、申込先（障害者自立支援課、保健福祉センター高齢障害支援

課、所属団体）に直接持参。
時間、各競技の種目や会場など詳しくは、 第32回千葉市身体障害者スポーツ大会　

問障害者自立支援課�☎245-5175�FAXFAX245-5549

障害者福祉講座

会　　場　障害者福祉センター
対　　象　�市内在住･在勤で身体障害者手帳を持つ18歳以上の方。スマ

ートフォン入門は、スマートフォンをお持ちの方。
申込方法　�2月14日㈫必着。Eメール（1通1講座、1人3講座まで）で、

必要事項12面のほか、スマートフォン入門を希望でiPhoneを
使用している方はその旨を明記して、障害者福祉センター�
Eメールkizuna@mbj.nifty.comへ。往復はがきで、〒260-0844
中央区千葉寺町1208-2千葉市障害者福祉センターへ郵送も
可。応募多数の場合は、2月19日㈰10：00から障害者福祉セ
ンターで公開抽選を行います（初めての方、前回補欠者を優
先）。

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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修学資金などを貸し付け

子どもルーム　4月からの利用児童を追加募集

一時預かりの4月からの利用者を
募集

ストップ大麻‼大麻は有害です

対象 週2日 週3日 時間外＊

3歳児未満 18,300円 26,100円 3,000円
3歳児以上 9,400円 13,500円 1,900円

＊時間外利用料金は、施設によって異なる場合があります。

対象 1日 半日
3歳児未満 2,200円 1,100円
3歳児以上 1,200円 600円

2021年の大麻事案の検挙人員は全国で5,500人を超え、過去最多
を更新し続けており、その半数以上を10代･20代が占めています。

特に若者の間で、大麻は害がないといった誤った情報が広がってい
ますが、大麻は幻覚作用や記憶障害、学習能力の低下を引き起こす有
害な違法薬物です。

好奇心や遊びのつもりでも、一度使うと自分自身はもちろん、家族
や友人など周りの人も不幸にします。危険性を理解し、決して手を出
さないようにしてください。

一人で悩んでいる方、身近な人の変化に気付いた方は、ぜひご相談
ください。
相 談 先　・県警察本部薬物銃器対策課 ☎201-0110（代表）
　　　　　・最寄りの警察署･交番･駐在所
　　　　　・ こころの健康センター ☎204-1582

問医療政策課 ☎245-5207 FAXFAX245-5554

保育所などに在籍していない満3カ月以上の
就学前児を対象に、家庭での保育が困難となる
場合（保護者のパート就労などで断続的に困難、
保護者の病気や入院、育児疲れなどで一時的に
困難）に預かる、一時預かりの4月からの利用
者を募集します。
定期利用（週2･3日保育が必要な方）
利用限度　同一の曜日で、週2日または3日
利用時間　月～土曜日の8：00～17：00（時間外は18：00まで）
利用料金（月額）

申込期間　 3月1日㈬～11日㈯10：00～17：00（土曜日は12：00ま
で。日曜日を除く）。13日㈪以降空きがある場合のみ随
時受け付け。

申込方法　直接、希望する施設へ
注意事項　 多数の場合選考。複数施設へ申し込み可。利用は、子ど

も1人につき1施設
対象施設　ホームページでご確認ください。 千葉市　定期利用　

不定期利用（一時的に保育が必要な方）
利用限度　月7日以内（半日は月14日以内）
利用時間　 平日8：00～17：00（半日は8：00～12：30または12：30

～17：00）、土曜日8：00～12：30（祝･休日は除く）
利用料金（1回当たり）

申込方法　直接、希望する施設へ（随時受け付け）
注意事項　多数の場合選考
対象施設　ホームページでご確認ください。 千葉市　不定期利用　

「保育の必要性の認定」を受けている方は無償化の対象となります
（3歳未満児は住民税非課税世帯のみ）。詳しくは、 千葉市　無償化　

問幼保運営課 ☎245-5729 FAXFAX245-5894

保育士･保育教諭･幼稚園教諭を目指す方へ

保育士･保育教諭･幼稚園教諭を目指す学生や、認定こども園、幼稚
園、保育園などへ就職を希望する方へ、無利子で修学資金などを貸し
付けます。 千葉市　社協　貸付制度のご案内　

①修学資金貸付
　対�　　象　指定保育士養成施設を卒業後、市内の認定こども園･幼

稚園･保育園などで勤務予定の方
②保育料の一部貸付
　対�　　象　就学前児をもつ保育士で、市内の認定こども園･幼稚園･

保育園などに新たに勤務する方、産後休暇･育児休業から復帰する方
③就職準備金貸付
　対�　　象　市内の認定こども園･幼稚園･保育園などで新たに勤務

する方（1人1回まで）
備�　　考　いずれも勤務時間などの要件があります。また、一定の要

件を満たした方は貸付金の返還が免除されます。詳しくは、ホーム
ページをご覧ください。

案内･申込書　①指定保育士養成施設･②③市社会福祉協議会で配布。
　ホームページから印刷も可。
申�込方法　申込書と必要書類を、①入学後に養成施設へ提出･②③市

社会福祉協議会へ郵送
問市社会福祉協議会 ☎209-8867 FAXFAX312-2442

空きのある子どもルームで、4月から利用する児童を追加募集します。空き状況など詳しくは、 千葉市　子どもルーム　

対　　象　 就労などにより保護者が昼間家庭にいない小
学生

受付期間　2月13日㈪～3月10日㈮必着
　案内･申込書　 2月13日㈪から、保健福祉センターこども家

庭課、市民センター･連絡所、市役所1階案内
で配布。ホームページから印刷も可。

申込方法　 申込書と必要書類を、第1希望の子どもルー
ムが所在する区の保健福祉センターこども家
庭課に郵送または直接持参。電子申請も可。

利用の可否の通知は、3月下旬を予定しています。
5月以降に利用を開始する場合の受付期間は、利用開始

を希望する月の前々月の11日～前月の10日（土･日曜日、
祝･休日の場合は翌開庁日）必着。

子どもルームの利用
利用時間　 通常授業日（平日）＝授業終了～18：00、長期休業日（平日）･土

曜日･学校行事などの振替休日＝8：00～18：00
　　　　　＊19：00まで延長も可。
利用料金　 月額8,500円（ただし、7月＝10,800円、8月＝11,900円、延長は

1,000円加算）、おやつ代2,000円（1カ月当たり）
　　　　　＊ 同一世帯で2人目以降の子どもや、課税状況により利用料金が異

なります。詳しくは案内またはホームページをご覧ください。

民間の子どもルームもあります。
　民間の子どもルームは、施設によって開所時間や申し込み方法などが異なりま
す。施設一覧は、 千葉市　民間の子どもルーム　

問保健福祉センターこども家庭課
　　中　央 ☎221-2149 FAXFAX221-2606　花見川 ☎275-6421 FAXFAX275-6318　稲　毛 ☎284-6137 FAXFAX284-6182
　　若　葉 ☎233-8150 FAXFAX233-8178　　緑　 ☎292-8137 FAXFAX292-8284　美　浜 ☎270-3150 FAXFAX270-3291

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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人形劇団KAI公演
日時3月4日㈯11：00～12：00
場所高洲コミュニティセンター3階ホール1
内容�人形劇「3びきの子ぶた」、ボードビル
「おさるのかごや」など
定員当日先着50人
問人形劇団KAI･金杉さん�☎250-8776

ちばシニア劇団PPK48公演
日時3月24日㈮11：30～13：00、14：30～16：00
場所文化センターアートホール
内容「竹子の恋･日本を測りそこねた男」を上演
定員各先着400人　料金2,000円
申電話で、ちばシニア劇団PPK48�☎070-3839-8893へ。

おんきょう春の訪れコンサート
日時3月19日㈰14：00～16：00
場所生涯学習センター2階ホール
内容�合唱と器楽によるバロック
コンサート

料金�前売り2,000円、当日2,500円、
高校生以下1,000円

問市音楽協会･西井さん
　☎275-2641

市民吹奏楽団チバウィンド定期演奏会
日時3月12日㈰14：00～16：00

市民川柳大会
日時3月19日㈰13：00～17：00　場所市民会館小ホール
内容公募作品の選句発表、各賞の表彰
問市川柳協会･松岡さん�☎256-0386

邦楽邦舞合同公演
日時3月26日㈰11：00～17：00
場所文化センターアートホール
内容�能楽、琵琶、三曲（箏

こと

･三絃･尺
八）、長唄、邦楽ばやし、日本舞踊

定員当日先着250人
問市邦楽邦舞文化協会･山下さん�
　☎090-6186-8821

3月4日㈯～26日㈰に、音楽･美術･文芸･伝統芸能･茶道華道･演劇の分野でさ
まざまなイベントが開かれ、総勢約1,000人が出演･出品する年に1度のお祭り
です。料金や申し込み方法の記載がないものは、入場自由、無料。
問市文化連盟事務局（市文化振興財団内）☎221-2411�FAXFAX224-8231

千葉市民千葉市民
� 芸術祭� 芸術祭

音
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演
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美
　
　
術
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統
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華
道

文
　
　
芸

市民美術展覧会
日時�3月4日㈯～24日㈮10：00～18：00（金･土曜日は20：00、
24日㈮は16：00まで）＊6日㈪は休館日

場所�彫刻＝市美術館1階さや堂ホール、グラフ
ィックデザイン＝1階プロジェクトルー
ム、書道＝7階企画展示室、洋画＝8階企画
展示室、日本画･工芸･写真＝9階市民ギャ
ラリー

内容市美術協会会員および公募入選作品の展示
問市美術協会･白井さん�☎432-6757

人形劇団紙ふうせん公演
日時3月5日㈰11：00～12：00　場所小中台公民館
内容�人形劇「おさんぽ青虫」「おむすびころりん」、
ボードビル「ゆかいな仲間たち」

定員先着50人
申電話で、人形劇団紙ふうせん･石川さん
　☎253-8822へ。

劇団ルネッサンス公演･シアターメイト大川塾公演
日時3月25日㈯18：00～20：00、26日㈰13：00～15：00
場所南部青少年センターホール
内容�大川義行作「かくれんぼ」「雑･えんたーていめんと」
定員各当日先着140人
問劇団ルネッサンス公演係�☎090-2324-0027

みつめよう　ふるさとの郷土芸能
～千葉市郷土芸能公演会～
日時3月5日㈰11：30～15：30
場所美浜文化ホールメインホール
内容�市に古くから伝わる地域の
おはやしやお神楽など

定員当日先着200人
問市郷土芸能保存協会�☎090-4755-0281

詩吟･剣詩舞道大会
日時3月5日㈰10：30～16：15
場所文化センターアート
　ホール
内容�独吟、合吟、剣舞、詩舞
定員当日先着200人
問市吟剣詩舞道連盟･平山さん�
　☎232-0753

おんきょうスプリングコンサート
日時3月5日㈰14：00～16：00
場所美浜文化ホール音楽ホール
内容�弦･管楽器奏者による本格的な室内
楽コンサート

料金�前売り2,000円、当日
2,500円、高校生以下
1,000円

問市音楽協会･西井さん�☎275-2641

場所市民会館大ホール
内容�「サウンド･オブ･ミュージッ
ク」ハイライト、「吹奏楽のた
めのラプソディー」など

定員当日先着800人
問�市民吹奏楽団チバウィンド･澤田さん
　☎090-7410-6783

短歌大会
日時3月19日㈰10：00～13：30
場所生涯学習センター
内容歌人鼎

てい

談
だん

、短歌詠草の歌評、各賞の発表･表彰
申電話で、市短歌協会･神田さん☎291-2904へ。

茶会
日時3月5日㈰10：00～15：00
場所オークラ千葉ホテル
内容�立礼席で楽しめる表千家･裏千家の
茶会

定員先着100人　
料金500円
申電話で、市茶道華道協会･大沼さん
　☎080-5174-5111へ。

華展
日時�3月4日㈯･5日㈰10：00～
17：00

場所�オークラ千葉ホテル1･2階
パブリックスペース（中央
区中央港1-13-3）

内容�各流派による作品約100
点の展示

問市茶道華道協会･和田さん�☎294-7972

子どもいけばな体験
日時�3月5日㈰10：30～11：30、13：30～
14：30

対象�3歳児～中学生（はさみを持てる方）
　＊小学生未満は保護者同伴
定員各先着15人
料金500円
申電話で、市茶道華道協会･和田さんへ。

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。千葉市の今を爽やかな音楽と共にお届け♪
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農業体験してみたいけれど、自分でできるか不安。場所があ
ったら、野菜を育ててみたい…などと思ったことはありません
か。
市内には、30カ所以上の市民農園があり、誰でも気軽に農業

に触れることができます。いきなり始めるのは難しそうという
方には、講師に指導してもらえる農業体験農園もあります。
自分で育てた野菜を、味わってみませんか。

種まきや苗の植え付けから栽培管理
･収穫方法まで指導を受けながら、農業
を体験します。種苗、肥料、農具など
は農園で用意するので、初心者でも気
軽に参加できます。栽培できる作物な
ど詳しくは、お問い合わせください。

農園の一部を利用して、野菜などの栽培ができます。
付帯設備など詳しくは、各農園へお問い合わせください。

園芸協会市民農園
利用期間　3月1日㈬～来年1月31日㈬
対　　象　市内在住･在勤の方

＊1世帯4区画まで。料金は1区画（12㎡）当たりの年額です。
　申込方法　�2月10日㈮消印有効。往復はがき（1世帯1通）に必要事項12面のほか、希望農園名·区画数を明

記して、〒265-0042若葉区古泉町537千葉市園芸協会へ。
　各農園の場所は、ホームページをご覧ください。 千葉市　市民農園　

問市園芸協会�☎228-7111　月曜日（祝･休日の場合は翌日）休業
　農政課�☎245-5757�FAXFAX245-5884

　料　　金　1㎡当たり400円
　申込方法　�2月20日㈪消印有効。往復はがき（1世帯1通）に必要事

項12面のほか、希望区画面積･区画数を明記して、〒267-
0065緑区大椎町830萱野方･大椎営農組合へ。

問大椎営農組合･萱
か や

野
の

さん�☎294-2550（19：00～21：00）
　農政課�☎245-5757�FAXFAX245-5884

あすみガーデン市民農園
　利用期間　3月1日㈬～来年2月29日㈭
　所 在 地　緑区大椎町175
　募集区画数　�20～40㎡＝50区画、41～60㎡＝50区画、61～100㎡

＝8区画、101～116㎡＝4区画 　申込方法　�2月21日㈫必着。はがきに必要事項12面のほ
か、希望区画面積·区画数を明記して、〒265-
0043若葉区中田町2479-35中田やつ耕園
へ。電話、FAX、Eメール info@nakatapark.com
も可。

問中田やつ耕園�☎228-2251�FAXFAX228-2252
　月曜日（祝･休日の場合は翌日）休園

中田やつ耕園市民農園
　利用期間　4月1日㈯～来年3月31日㈰
　募集区画数　①20㎡＝若干数、②40㎡＝若干数
　料　　金　①10,470円、②20,950円

区 農園名 所在地 区画数 料金

若
葉

若葉ひなた 大草町 23 6,000円
小倉 小倉町 4 6,000円
下田にこにこ 下田町 45 6,000円
高品第2 高品町 8 6,000円
高品第3 高品町 3 6,000円
高品なかよし 高品町 1 6,000円
多部田 多部田町 74 6,000円
東寺山 東寺山町 11 6,000円
鎌池 若松町 4 6,000円
わかまつ 若松町 4 5,000円
若松第2 若松町 10 6,000円

緑 平山 平山町 56 6,000円
小食土 小食土町 14 5,000円

区 農園名 所在地 区画数 料金

中
央

おゆみ 生実町 2 7,000円
みやこ 都町 8 7,000円
宮崎 宮崎町 6 7,000円

花
見
川

花見川 天戸町 18 6,000円
花見川新和 天戸町 12 7,000円
花見川そよかぜ 天戸町 8 6,000円
花見川ふれあい 天戸町 5 6,000円
柏井 三角町 5 5,000円
三角町 三角町 2 6,000円
長作たけのこ山 長作町 38 6,000円
花見川区門原 長作町 14 7,000円
花見川ながさく 長作町 10 7,000円
幕張 幕張町 7 7,000円

稲
毛

園生第2 園生町 5 7,000円
園生みどり 園生町 9 7,000円

富田さとにわ耕園の農業体験農園
利用期間　3月中旬～来年1月31日㈬
　　　　　期間中月2回（原則日曜日）、栽培講習を行います。
会　　場　富田さとにわ耕園周辺
栽培作物　トマト、ジャガイモ、落花生など18品目
募集区画数　20区画　　
区画面積　1区画40㎡
料　　金　1区画30,000円
申込方法　�2月17日㈮必着。往復はがき（1世帯1通）に必要事項12面を明記して、〒265-0041

若葉区富田町711-1富田さとにわ耕園へ。Eメールcenter-renraku@tomita-kan.jpも可。
問富田さとにわ耕園�☎226-0022�FAXFAX226-0501　月曜日（祝･休日の場合は翌日）休園

市民農園市民農園

農業体験農園農業体験農園

市内で

編集担当N

農業体験農業体験
してみませんかしてみませんか

自分が育てた野菜は
格別ですよ。

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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市では、将来の活躍が期待され、市にゆかりのある芸術家を表彰し
ています。

今年度も、幅広い芸術文化の分野から応募があり、選考の結果、新
人賞1人、奨励賞3人の受賞者が決定しました。受賞者の今後の活動に
ご注目ください。
新人賞

芸術文化新人賞の受賞者が決定 チバフリを開催

車いすバスケットボール
全国選抜大会

米
よ ね ざ わ

澤　賢
け ん

人
と

さん
（ミュージカル、千葉市出身）

ミュージカルの正統派であり、安定感のあるダ
ンスと歌声、そして人を引き付ける感性豊かな演
技ができる。将来、国内外での更なる活躍が大い
に期待できる。
奨励賞
村
む ら

尾
お

　隆
り ゅ う と

人さん
（ヴァイオリン、千葉市在住）

高い演奏技術による細部の表現が巧みで、伸び
やかな力強い音色は聴く人に心地よさを感じさせ
る。今後もさまざまな演奏活動を行う中で、技術
と表現力を磨き大成することが期待される。
三

み

浦
う ら

　衣
い

織
お り

さん
（クラシックバレエ、千葉市在住）

16歳という若さながら、身体の軸が安定してお
り、長い足を生かしたひらきにも躍動感がある。
将来、市の芸術文化の振興に寄与することが期待
できる。
神
こ う べ

戸　遥
は る

真
ま

さん
（児童文学小説、千葉市出身）

千葉市を舞台にした作品が多く、また、現代の
問題を若者向けにテーマ性をもって発信している
点も評価できる。今後も市に関する発信と芸術文
化の振興に寄与することが期待できる。
問文化振興課 ☎245-5961 FAXFAX245-5592

全国から選び抜かれた強豪チームが、優勝
を目指し激しい戦いを繰り広げます。

アスリートが繰り出すスピーディーで迫力
のあるプレーを、ぜひご覧ください。
日　　時　2月25日㈯11：00～17：00
　　　　　　  26日㈰10：00～17：00
会　　場　千葉ポートアリーナ
出場チーム　 6チーム（千葉ホークス、埼玉ラ

イオンズ、NO EXCUSE、パラ
神奈川SC、宮城MAX、ワール
ドBBC）

問 車いすバスケットボール全国選抜大会事務局（淑徳大学内） 
　☎265-7911 FAXFAX265-9910

備　　考　 一部の試合は、市公式YouTubeにてライブ配信を予定
しています。

　　　　　 千葉市　車いすバスケ　配信　

千葉ホークスの抱負･コメント
昨年は優勝することができました。千葉ホークスは連覇に向けて、

今年もチーム一丸となりチャンレンジします。この大会は、地元開
催のため多くの人が観戦してくれる大会でもあります。その舞台で
試合ができることに感謝します。1･2･3 ホークス‼頑張ります‼

ファッションショーやダンスパフォー
マンスなど、障害のある人もない人もみ
んなが一緒になって表現するチバリアフ
リーアートプロジェクト「チバフリ」を
開催します。ぜひ、お越しください。
日　　時　2月12日㈰10：00～16：00

都市文化賞の受賞作品が決定
千葉市らしい魅力ある景観を形成するため、都市を彩るまち並みや

広告物、建築物、まちづくり活動などを表彰しています。
今回、応募があった45件の作品を審査した結果、10件の受賞作品

が決定しました。
詳しくは、 千葉市都市文化賞　

グランプリ
　café madoi（カフェ 円居）
優秀賞
　景観まちづくり部門
　・オオソラモ土気
　・海へ延びるウッドデッキ
　景観広告部門
　・珈琲とワインのある暮らし25
　・裏ちばみんなの広場ミッケ
　建築文化部門
　・エルピザの里
　・金柑の実る住まい
　・児童養護施設 房総双葉学園 小規模グループホーム
　・東京歯科大学千葉歯科医療センター
C-HOPE賞
　みんなの想火 千葉･美浜
問都市政策課 ☎245-5307 FAXFAX245-5693

café madoi（カフェ 円居）

長谷川良信記念･千葉市長杯争奪

会　　場　 イオンモール幕張新都心グランドモール1階グランドコ
ート

ワークショップ
「どんぐりクッキー」の作り方の紹介、どんぐりの殻むき体験
時間10：00～12：30

ステージイベント
時間13：00～14：00
ダンスパフォーマンス

　 　市内を拠点に活動している「イズミ レアレア フラ」によるハワ
イアンダンスと「ユニサイクルちば」による一輪車ダンスパフォー
マンス
手話コーラス
　市聴覚障害者協会による手話コーラス
音楽ライブ

　 　東京2020パラリンピック閉会式に出演した義手ギタリストの
Lisa13（リササーティーン）さんによるギター･ソロステージ
ファッションショー

　 　ミス･ワールドジャパンファイナルリストで千葉市在住のマグラ
ー美亜さんや東京2020NIPPONフェスティバルに出演した車いす
モデルの葦原海さんなどが出演
車いすバスケットボール体験教室

千葉ホークスの選手による車いすバスケットボール体験教室
時間15：00～16：00
対象小学生

アート展示
市内の福祉施設「まあるい広場」が牛乳パックから作った和紙と草月

流の花のコラボレーションによる大きなアートオブジェの制作･展示
問文化振興課 ☎245-5961 FAXFAX245-5592

スポーツ施設（蘇我スポーツ公園などを除く）の抽選受け付けは利用希望日の前月7日まで。申し込み方法など詳しくは、 千葉市スポーツ施設　

2023年（令和5年）2月号魅力・観光10 ちば市政だより



市ホームページがリニューアル こども基本条例検討委員会委員を
募集

パブリックコメント手続

2月6日㈪から、市ホームページのデザ
インが新しくなります。
より見やすくなったホームページを、

ぜひご利用ください。 千葉市　

リニューアル内容
・�子育て世帯や高齢者向けなど、自分
が見たい、自分に合っている情報で
ホームページの表示内容を選べる。

・�ゲーム感覚で学べるコンテンツなど
を盛り込んだキッズページを導入。

・�誰でも見やすく読みやすいフォント
の採用や、電話をワンタッチでかけら
れる機能などの追加。

・�外国人向けの情報発信強化のため、
やさしい日本語のポータルページを

子どもに関する施策の基本となる事項などを定める、（仮称）こども
基本条例の制定に向けて審議します。
詳しくは、 千葉市こども基本条例検討委員会　

任　　　　期　3月1日㈬から3年間
開 催 予 定　年4回程度（原則平日の日中）
応 募 資 格　18歳以上の方
　＊�市の議員･職員またはほかの附属機関の公募委員は申し込めま

せん。
募 集 人 数　4人（うち2人はおおむね25歳以下の方）
報　　　　酬　規定により支給
小�論文テーマ　応募動機および条例をどのような内容にしたいかと
いう考えについて、経験などを踏まえて記述（600～800字）
応 募 方 法　2月6日㈪必着。用紙（様式自由）に必要事項16面の
　�ほか、性別、職業、市外在住の方は勤務･通学先を明記し、小論文
を添付して、〒260-8722千葉市役所こども企画課へ郵送または
直接持参。Eメールkikaku.CFC@city.chiba.lg.jp、FAXも可。
選 考 方 法　書類･面接により選考

問こども企画課�☎245-5673�FAXFAX245-5547

あなたに寄り添うホームページに

案の公表場所　�ホームページで。担当課、市政情報室、区役所地域振興課、市図書館、②は公民館でもご覧になれます。
意見の提出期間　�案の公表日から①3月1日㈬･②～④2日㈭･⑤6日㈪･⑥9日㈭･⑦13日㈪･⑧22日㈬･⑨27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　�①～⑧3月、⑨4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　

計画などの名称 概要 案の公表日 問い合わせ
①千葉市多文化共生のまちづくり
推進指針（改訂案）･千葉市多文化
共生推進アクションプラン（案）

国籍･言語･文化の多様性をまちの力にする多
文化共生社会を実現するための計画案を作成
しました。

2/1㈬ 国際交流課�☎245-5018�FAXFAX245-5247
Eメールkokusai.GEM@city.chiba.lg.jp

②Ⓐ第3次千葉市学校教育推進計
画（案）･Ⓑ第6次千葉市生涯学習
推進計画（案）

2023年度から10年間の教育の基本方針とな
る計画案を作成しました。 2/3㈮

Ⓐ教育改革推進課�☎245-5936�FAXFAX245-5989
Eメールkyoikukaikaku.EDS@city.chiba.lg.jp
Ⓑ生涯学習振興課�☎245-5953�FAXFAX245-5992�
Eメールshogaigakushu.EDL@city.chiba.lg.jp

③第2次千葉市特別支援教育推進
基本計画（案）

特別支援教育を総合的･計画的に推進するため
の方針をまとめた計画案を作成しました。 2/3㈮ 教育支援課�☎245-5938�FAXFAX246-6148

Eメールkyoikushien.EDS@city.chiba.lg.jp

④千葉市放課後子どもプラン（第
2期）（案）

小学生の放課後施策を総合的･計画的に推進す
るための、2023年度から5年間の計画案を作
成しました。

2/3㈮ 生涯学習振興課�☎245-5957�FAXFAX245-5992�
Eメールhoukago@city.chiba.lg.jp

⑤千葉市水環境･生物多様性保全
計画（案）

水環境･生物多様性の保全などに関する施策を
総合的･計画的に推進するため、施策の方向性
や目標などを定めた計画案を作成しました。

2/7㈫ 環境保全課�☎245-5195�FAXFAX245-5553
Eメールkankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

⑥千葉市農業基本計画（案）
農業を次の世代に継承し発展させるため、衰退
に歯止めをかけ、抜本的に改革し、成長産業と
するための計画案を作成しました。

2/10㈮ 農政課�☎245-5757�FAXFAX245-5884
Eメールnosei.EAA@city.chiba.lg.jp

⑦千葉市基本計画　第1次実施計
画（案）

千葉市基本計画に基づき、新たに開始する事業
や拡充する事業などを具体的に示した計画案
を作成しました。

2/14㈫ 政策企画課�☎245-5046�FAXFAX245-5534
Eメールnext-gplan@city.chiba.lg.jp

⑧千葉市地球温暖化対策実行計
画（案）

地球温暖化対策に関する施策を計画的·体系的
に推進するため、施策の方向性や目標などを定
めた計画案を作成しました。

2/22㈬
環境保全課�☎245-5504�FAXFAX245-5553
Eメールkankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

⑨（仮称）千葉市経済振興ビジョ
ン（案）

経済行政のあるべき姿や政策を整理し、事業を
効果的･効率的に推進するための、2023年度か
ら5年間の計画案を作成しました。

2/27㈪ 経済企画課�☎245-5318�FAXFAX245-5558
Eメールipu@city.chiba.lg.jp

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、皆さんの意見をお聞かせください。

導入。
・全体を、温かみのあるデザインに変更。

問広報広聴課�☎245-5015�FAXFAX245-5796

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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イベント

俺ガイル×千葉市
コラボイベント

日時1月27日㈮～3月31日㈮
場所市内各所
内容①デジタルスタンプラリー＝市内
5カ所のスポットを巡ってスタンプ
をコンプリートした方にはグッズを
進呈（先着5,000人）。②ARフォト撮
影＝キャラクターがアプリのフォト
フレーム上に現れ、実際の景色と合
わせて写真撮影。③AR観光ナビ＝対
象の観光スポットに行くと、アプリ
上でキャラクターが観光スポットの
魅力を紹介。④お買い物ラリー＝参
加店舗で対象メニューの注文や商品
を購入した方に、アニメの場面を切
り取ったカードを進呈
備考①～③アプリのダウンロードが必
要。詳しくは、HP「千葉市　俺ガイル
　デジタルスタンプラリー」で検索
問兵田印刷工芸㈱☎0798-47-3501 FAX
0798-41-3713

花見川いきいきセンター
フェスティバル

日時2月4日㈯･5日㈰9：30～16：00（5日
は15：00まで）
内容絵手紙などの展示、学習発表など
持物上履き
問同センター☎286-8030 FAX286-8031

ちば市国際ふれあいフェステ
ィバル

日時2月5日㈰11：00～15：30
場所国際交流プラザ
内容国際交流･国際協力団体の活動紹
介、バザー、ステージ発表など。バ
ザーなどの売上金の一部は、ウクラ
イナ避難民支援に寄付します。
問国際交流協会☎245-5750 FAX245-5751

災害への備えを再確認‼
千葉市防災パネル展

日時2月6日㈪13：00～11日㈷14：00
場所生涯学習センター
内容令和元年の台風･大雨による災害
などのパネル展。11日10：00～14：00
＝市職員がハザードマップや気象情
報の見方などの基礎知識を解説しな
がら、マイ･タイムラインの作成をお
手伝いします。
備考詳しくは、HP「千葉市　防災パネ
ル展」
問防災対策課☎245-5113 FAX245-5552

北朝鮮による人権侵害問題啓
発パネル展

日時 場所2月9日㈭～15日㈬＝生涯学習セ
ンター、17日㈮～24日㈮＝県庁
問県政策企画課☎223-2203 FAX225-4467

花島公園自然観察会～冬の野
鳥を観察してみよう～

日時2月12日㈰10：00～12：00。雨天中止
対象小学生以上の方　定員先着20人
持物双眼鏡（お持ちの方）
備考駐車場＝4時間まで200円、最大400円
申2月1日㈬9：00から電話で、花見川
･稲毛公園緑地事務所☎286-8740。Eメール
hanamigawa-inage.URP@city. 
chiba.lg.jpも可（必を明記）
問同事務所☎前記 FAX286-8827

市少年自然の家の催し

①スポーツクライミング体験会
日時2月12日㈰、3月12日㈰16：00～
18：30
内容Ⓐ3メートルまでのボルダリン
グ、Ⓑハーネスを着けて9メートル
まで登れるトップロープ
対象Ⓐ3歳以上の方。Ⓑ小学生以上で、
身長115センチメートル以上、ウエ
スト52～107センチメートルの方
定員各先着35人
料金高校生以上1,220円、中学生以下
750円。同伴者＝高校生以上520円、
中学生以下100円
②�レクリエーションゲーム×創作ダ
ンスのコラボ体験会
日時2月25日㈯10：00～16：30
内容創作ダンスの手法を学ぶ講習会
対象高校生以上の方　定員先着30人
料金市民2,720円、市民以外3,000円

備考詳しくは、市少年自然の家HP
申電話で（②2月18日㈯まで）、市少年
自然の家☎0475-35-1131に申し込み後、
参加申込書（HPからダウンロード）を
Eメールshusai-entry@chiba-shizen.jpへ
問同施設☎前記 FAX0475-35-1134

昭和の森自然観察会「冬の植
物の過ごし方」

日時2月12日㈰10：00～12：00
定員先着20人
備考駐車場＝1時間100円、最大400円
申2月8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）

認知症介護交流会

日時2月15日㈬13：30～15：30
場所美浜保健福祉センター

内容介護経験者の体験談、交流会、個
別相談（希望者のみ）
対象認知症の方を介護している家族など
定員20人（介護中の家族優先）
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2月 
7日㈫までに申し込み
問同会☎前記 FAX204-8256、地域包括
ケア推進課☎245-5267

こころの健康センターの催し

依存症治療･回復プログラム
日時2月15日㈬、3月1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2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
精神障害者家族のつどい

日時2月20日㈪13：40～16：00
内容テーマ＝家族として本人との関
わりを学びましょう
うつ病当事者の会

日時2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

木ノ村茉衣ヴァイオリンリサ
イタル

日時2月16日㈭15：00～17：00
場所美浜文化ホール　定員先着150人
料金前売券（全席指定）＝2,000円、ペ
アチケット3,500円
備考就学前児の入場不可
申電話で、若葉文化ホール☎237-
1911、美浜文化ホール☎270-5619
問美浜文化ホール☎前記 FAX270-5609

稲毛海浜公園自然観察会「冬
こそ探そう‼公園の鳥たち」

日時2月18日㈯10：00～12：00。雨天･荒
天中止
定員先着20人程度
持物双眼鏡（お持ちの方）
申2月1日㈬9：30から電子申請で
問中央･美浜公園緑地事務所☎279-
8440 FAX278-6287

養育里親説明会

日時2月18日㈯14：00～15：30

場所花見川保健福祉センター
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

大草谷津田いきものの里
自然観察会

日時2月19日㈰10：30～12：00。雨天中止
内容アカガエルの卵はあるかな？
定員20人
備考小学生以下は保護者同伴。帽子、
長袖、長ズボン、長靴を着用
申2月8日㈬必着。電子申請で。環境保
全課へ FAX245-5553･Eメールkankyohozen.
ENP@city.chiba.lg.jp･は（1通5人ま
で）も可（必のほか、参加者全員の氏
名･フリガナを明記）。郵送先＝〒260-
8722千葉市役所環境保全課
問同課☎245-5195 FAX前記

伝統野菜「土気からし菜」の
販売会

日時2月24日㈮･28日㈫、3月7日㈫9：30
～11：00
場所しょいか～ご千葉店（若葉区小倉
町871）
内容採れたての土気からし菜と漬物を
販売（無くなり次第終了）
問農政課☎245-5758 FAX245-5884

遺跡発表会

日時2月25日㈯10：20～16：30
場所生涯学習センター
内容「縄文」を活かしたまちづくりに
ついての講演、加曽利貝塚などの発
掘調査や整理作業の成果発表など
定員270人
備考2月14日㈫～3月5日㈰にアトリウ
ムで出土遺物を展示
申2月14日㈫必着。往（1通2人まで）
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。 Eメール maizobunkazai. 
EDL@city.chiba.lg.jpも可
問埋蔵文化財調査センター☎266-
5433 FAX268-9004

介護･福祉の就職イベント
ちばふくフェア

日時3月5日㈰12：30～15：30
場所ペリエ千葉7階ペリエホール
内容就職説明会（介護施設など21社を
予定）、就労相談（ハローワークな
ど）
備考当日直接会場へ。詳しくは、HP「ち
ばふくフェア」で検索
問介護保険管理課☎245-5206 FAX245-
5623

消防音楽隊定期演奏会

日時3月19日㈰13：30～15：40
場所市民会館
内容曲目＝ドレミの歌、風笛～あすか
のテーマ～、プリンセスメドレー、
英雄の証など
定員先着970人
申2月22日 ㈬ ～28日 ㈫ にEメ ー ル 

（1通1家族）で、必のほか、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。☎245-4894、 FAX248-4894も可

ひとり親家庭の新小学1年生
を動物公園へ招待‼

日時3月26日㈰10：00～11：30
内容激励会終了後、園内自由行動。参
加者にはお土産を進呈
対象4月に小学校に入学するひとり親
家庭の子どもときょうだい、保護者

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。
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定員40人
申3月4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

BAY�SIDE�JAZZ�2023�CHIBA
エリア�de�ジャズ�Live

日時4月22日㈯13：30～14：30
場所蘇我コミュニティセンターハーモ
ニープラザ分館
内容出演＝大原保人さん（ピアノ）ほか
定員先着180人
料金前売券（全席自由）＝2,000円
備考就学前児の入場不可
申2月7日㈫9：00から電話で、市民会
館☎224-2431、文化センター☎224-
8211、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
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-8231

ワンコインコンサート

日時4月23日㈰14：00～15：00
場所市民会館
内容スパニッシュギターでジプシールン
バを奏でる5人グループのコンサート
定員先着300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）。全席自由
申2月2日㈭9：00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
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-8231

教室・講座

動物保護指導センターの教室
･セミナー

飼い犬のしつけ方教室
日時 ①2月9日㈭·②16日㈭13：30～
16：00
内容①講習としつけのデモンストレー
ション、②飼い犬同伴でしつけの実技
対象市内在住で、犬を飼っている方
または飼う予定の方（参加する犬
は健康で、登録･今年度の狂犬病予
防注射が済んでいること）。②は①
を受講予定の方
定員先着①10人･②5組

地域猫セミナー
日時2月22日㈬、3月1日㈬13：30～
16：00
内容地域の中で飼い主のいない猫を
適正に管理するために必要な知
識、取り組み方法についての解説
定員各先着20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

潜在保育士･看護師の保育施
設への再就職支援研修会

日時①園見学会＝2月13日㈪･15日㈬ 
9：30～11：30、②研修会＝25日㈯ 
14：30～17：00
場所①稲毛海岸保育所（美浜区稲毛海
岸5-6-1）ほか、②千葉明徳短期大学

（中央区南生実町1412）
対象保育士･看護師いずれかの有資格
者で、現在未就労の方
定員各先着①5人程度･②40人
備考研修会終了後、就職ガイダンスを

行います。詳しくは、HP「千葉市　
潜在保育士看護師研修」で検索
申電話で、市保育者研修センター
MANABI☎･ FAX263-9111。FAX前記･Eメール
senzai@chibameitoku.ac.jpも可

（必を明記）

初心者向けスマートフォン講
座･相談会

スマートフォン講座
日時 場所2月14日㈫･17日㈮･20日㈪＝
中央コミュニティセンター、15日
㈬･21日㈫＝消費生活センター、
22日㈬＝若葉保健福祉センター、
24日㈮＝緑保健福祉センター、 
28日㈫＝美浜保健福祉センター。
いずれも、①10：30～12：00、②14：00
～15：30
内容①電話･カメラ･地図アプリの利
用方法、②アプリ（コミュニケー
ション、防災）の利用方法
定員各先着12人

スマートフォン相談会
日時 場所2月21日㈫･22日㈬＝稲毛区役
所、2月27日㈪･28日㈫＝中央区役
所、3月1日㈬･2日㈭＝花見川区役
所、3月3日㈮･6日㈪＝若葉区役
所、3月7日㈫～9日㈭＝生涯学習
センター、3月13日㈪･14日㈫＝鎌
取コミュニティセンター、3月 
15日㈬･16日㈭＝美浜区役所。いず
れも、9：00～12：00
内容操作方法についての個別相談
定員各先着6人
備考相談は1人30分以内。契約･料金
など操作方法以外の相談不可

申電話で、スマートシティ推進課☎
245-5362
問同課☎前記 FAX245-5551

花びと会ちば公開講座「日々
の生活にいかす薬膳」

日時2月18日㈯13：30～15：30
場所中央コミュニティセンター
内容普段の料理の薬膳的アレンジ術に
ついて学ぶ
定員60人
申2月8日㈬必着。はに 必を明記し 
て、 〒260 -8722千 葉 市 役 所 緑 政 
課へ。☎245-5775、 FAX 245-5885、 Eメール  
midoritohana@city.chiba.lg.jpも可

市マンションセミナー

日時2月18日㈯講演13：30～15：00、相談
会15：00～16：00
場所生涯学習センター
内容テーマ＝管理組合が知っておきた
い工事･資金計画のポイント
対象マンション管理組合役員など
定員講演＝先着40人、相談会＝先着2組
申電話で、すまいのコンシェルジュ☎
245-5690。FAX245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎245-5809 FAX245-5795

こころの健康教室

日時2月19日㈰13：00～16：00
場所ハーモニープラザ3階ハーモニー
ホール
内容講演＝気分障害とネガティブバイ
アス。講師＝田久保隆介さん（県精
神科医療センター医師）
定員先着200人
申当日直接会場へ
問けやきと仲間の家･坂本さん☎
090-7272-9201、こころの健康センタ
ー FAX204-1584

認知症サポーター養成講座

日時2月20日㈪14：00～15：30
場所中央コミュニティセンター

内容認知症の基礎知識と認知症の方と
の接し方について
定員30人
申2月8日㈬必着。はに必を明記して、
〒260-8722千葉市役所地域包括ケア
推進課へ。 FAX245-5293も可
問同課☎245-5267 FAX前記

緑と花の園芸講座「ずぼらに
楽しむナチュラルガーデン」

日時①入門編＝2月21日㈫、②実践編＝
3月16日㈭10：00～12：00または13：30
～15：30。各全2回
場所①都市緑化植物園、②千葉公園
定員各15人
申2月8日㈬必着。Eメールで必を明
記して、緑政課 Eメールmidoritohana@
city.chiba.lg.jpへ。☎245-5775、 FAX
245-5885、はも可。郵送先＝〒260-
8722千葉市役所緑政課

障害者福祉センター
住宅改修勉強会

日時2月21日㈫13：30～15：00
内容一級建築士による講演「住宅改修
の基本的な考え方～障がいがあって
も、高齢になっても、在宅で安心し
て安全に住み続けるために～」
対象障害者･高齢者本人および家族など
定員先着15人
申電話で、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）
問同センター☎前記 FAX209-8782。月
曜日（祝･休日の場合は翌日も）、祝
･休日休館

山苔と多肉植物の寄せ植え

日時2月22日㈬ 13：30～15：00
場所稲毛記念館
定員先着20人
料金2,500円
申2月6日㈪～12日㈰に電話で、花の
美術館☎277-8776
問花の美術館☎前記 FAX277-8674

みどりの楽講in千葉公園「ブレ
ンドハーブティーの楽しみ方」

日時2月25日㈯10：00～12：00
場所好日亭　対象15歳以上の方
定員先着20人　料金500円
申電話で、カフェ･ハーモニー☎070-
4325-3650（火～日曜日）
問同施設☎前記、中央･美浜公園緑地
事務所 FAX278-6287

林業体験教室

日時2月25日㈯10：00～15：00
場所農政センター
内容枝払いなどの林業体験とキノコの
駒打ち
対象市内在住･在勤の方
定員20人　持物昼食　料金1,500円
申2月13日㈪必着。は（1人1通）に必
を明記して、〒265-0053若葉区野呂
町714-3農業経営支援課へ。電子申
請、 Eメール keie ish ien.AAC@city . 
chiba.lg.jp、 FAX228-3317も可
問同課☎228-6275 FAX前記

南部青少年センターの講座
「ひな祭りのケーキづくり」

日時2月25日㈯13：30～16：00
対象小学3年～中学生
定員12人
料金700円
申2月2日㈭～8日㈬に電話で、南部青
少年センター☎264-8995
問同センター☎前記 FAX268-1032。月
曜日（祝･休日の場合は翌日も）、祝
･休日休館

空き家セミナー･相談会

日時2月25日 ㈯ ①13：30～15：45、 ② 
15：45～16：30
場所生涯学習センター
内容①セミナーテーマ＝空き家の賃貸
･売却について、賃貸･売却のための
リフォームと解体。②宅地建物取引
士、建築士による相談会
定員先着①40人･②各相談2組
申電話で、都市安全課☎245-5896。
FAX245-5709･Eメールanzen.URU@city.ch
iba.lg.jp（必を明記）、電子申請も可

アーチェリー体験教室

日時2月26日㈰9：45～12：00。雨天中止
場所青葉の森スポーツプラザ弓道場
対象高校生以上の方　定員8人　料金500円
申2月10日㈮必着。往（1人1通）に必
のほか、性別を明記して、〒260-0844
中央区千葉寺町886-1-913広瀬方千
葉市アーチェリー協会へ
問同協会･広瀬さん☎090-1555-6069

（19：00～22：00）、スポーツ振興課 FAX
245-5994

救命講習会

①上級救命再講習会
日時3月1日㈬･12日㈰9：00～12：00、
30日㈭13：30～16：30
対象上級救命講習を修了した方

②WEB講習会
日時3月1日㈬18：30～20：00、30日㈭
10：00～11：30
③けがの手当教室

日時3月5日㈰9：30～11：30
料金700円

④普通救命講習会
日時 場所3月6日㈪･16日㈭13：30～16：30 
＝ 救 助 救 急 セ ン タ ー、13日 ㈪ 
13：30～16：30＝稲毛消防署、14日
㈫9：00～12：00＝緑消防署、23日㈭
9：00～12：00＝セーフティーちば
⑤上級救命講習会

日時3月11日㈯･24日㈮9：00～17：00
料金1,000円

⑥パパ＆ママ救命教室
日時3月18日㈯10：30～11：15、14：30
～15：15

場所①～③⑤セーフティーちば、⑥子
育て支援館
定員各先着①～⑤5人･⑥5組
備考詳しくは、防災普及公社HP
申電話で、同公社☎248-5355。HPか
らも可
問同公社☎前記 FAX248-7748

生ごみ資源化アドバイザー
養成研修

日時3月1日㈬･6日㈪9：30～16：00（1日
は15：30）。全2回
場所生涯学習センター
内容生ごみの減量･再資源化推進のた
め、地域で助言や技術指導などを行
うアドバイザーを養成します。
定員10人
申 2月16日 ㈭ 必 着。 往 に 必 を 明 
記 し て、 〒260-8722千 葉 市 役 所 
廃棄物対策課へ。 FAX 245-5624、 Eメール 
haikibutsutaisaku.ENR@city. 
chiba.lg.jp、電子申請も可
問同課☎245-5067 FAX前記

ミニ蓮の栽培講習会

日時3月4日㈯10：00～12：00
場所中央コミュニティセンター
内容ミニ蓮の植え付け方･育て方
定員15人　料金1,200円
申2月8日㈬必着。はに必を明記し 

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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て、〒260-8722千葉市役所緑政課 
へ。☎245-5775、 FAX 245-5885、 Eメール 
midoritohana@city.chiba.lg.jp 
も可

市民法律講座「老後に備える
法律」

日時3月4日㈯13：00～16：00
場所文化センター
内容成年後見および相続に関わる法律
･制度全般について弁護士から学ぶ
定員60人
申2月17日㈮までに電子申請で。広報
広聴課へ Eメールkohokocho.CIC@city.
chiba.lg.jp、☎245-5609、FAX245-5796
も可(必を明記)

障害者福祉短期講座
「アートクラフト」

日時3月5日㈰･12日㈰10：00～11：30。全
2回
場所障害者福祉センター
内容クラフトバンドのリボンかご、シ
ー陶器のアクセサリー作り
対象市内在住･在勤で身体障害者手帳
をお持ちの18歳以上の方
定員6人　持物ウェットティッシュ
料金1,300円
申2月14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
kizuna@mbj.nifty.comも可
問同 セ ン タ ー ☎209-8779 FAX 209-
8782。月曜日（祝･休日の場合は翌日
も）、祝･休日休館

セミナー「プラチナ社会をア
クティブに生きる‼」

日時3月7日㈫14：00～16：00
場所生涯学習センター
内容講師＝松田智生さん（三菱総合研
究所主席研究員）
定員先着150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

みどりの教室～森の案内人を
目指して～

日時4月4日･11日･25日、5月23日、6月
13日、9月12日、10月3日、11月7日、
12月5日の火曜日10：00～16：00（集
合時間が早まる場合あり）。全9回
内容市内外の森や里山の散策と座学に
より植物について学ぶ
対象8キロメートル程歩くことができ
る方
定員15人　料金1,000円
申2月28日㈫必着。往に必を明記し
て、〒260-0808中央区星久喜町278千
葉市都市緑化植物園へ
問同園☎264-9559 FAX265-6088。月曜
日（祝･休日の場合は翌日）休園

いきいき大学教養文化講座

日時5月23日、6月13日、7月11日、8月
8日、9月12日、10月10日、12月12日、
来年1月9日、2月13日の火曜日、11月
22日㈮9：30～11：30（10月10日、2月
13日は13：00～15：00も）。全12回
場所市民会館
内容健康、仏教、医療、歴史、法律、
文学、音楽などをテーマにした講演
対象60歳以上の方　定員500人　料金7,000円
申2月28日㈫必着。140円切手を貼っ
た宛先明記の返信用封筒を同封し
て、〒260-0802中央区川戸町419いき
いき大学事務局へ願書を請求し、申
し込み。HP（「いきいき大学」で検
索）からも可
問同大学☎･ FAX266-0118（平日10：00
～15：00）

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2月1日㈬＝アリオ蘇我1階波の
ゲート前、6日㈪･10日㈮＝イオンス
タイル鎌取4階イベントスペース、 
7日㈫･17日㈮＝イオンモール幕張新
都心グランドモール2階PLAZA前、
9日㈭＝イオンタウンおゆみ野1階、
21日㈫＝イコアス千城台1階フード
コート前、16日㈭･27日㈪＝イオン
マリンピア店4階イベントスペース。
いずれも、10：00～12：00、13：00～
16：00
内容就労、ボランティアなど、何かを
始めたいシニアの相談窓口
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職
相談

オンライン相談
日時2月2日～16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2月21日㈫10：00～15：00
場所イオンマリンピア店4階イベン
トスペース
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

不妊専門相談

電話相談☎090-6307-1122
日時2月2日～23日の木曜日15：30～
20：00（最終受け付け19：30）
内容助産師による相談

面接相談
日時2月17日㈮17：45～20：00、22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
定員各先着3人
申電話で、健康支援課☎238-9925

問同課☎前記 FAX238-9946

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2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2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2月25日㈯13：00～16：00
内容弁護士による相続･遺言、離婚、
交通事故など法律問題全般の相談
定員16人
備考1人20分｡ 裁判所で訴訟･調停中
のもの､ 電話相談は不可
申2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

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＝2月
8日㈬、3月2日㈭14：00～16：00。②思
春期相談＝2月10日㈮･24日㈮、3月 
6日㈪14：00～16：00。③高齢者相談＝ 
2月14日㈫14：00～16：00。④一般相談＝
2月15日㈬10：00～12：00。⑤ギャンブル
等依存相談＝3月8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

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時2月9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2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☎245-5809 FAX245-5795

女性による女性のための相談
会

日時2月15日㈬18：00～21：00
場所ペリエ千葉7階ペリエホール
内容コロナ下の影響を受け、不安や悩み
を抱える女性を対象に、女性の弁護士･
助産師･心理士などが相談に応じます。
対象女性　備考当日直接会場へ
問男女共同参画課☎245-5060 FAX245-
5539

助産師による女性のための健
康相談

日時稲毛区＝2月21日㈫10：00～12：00、
若葉区＝21日㈫13：30～15：30、中央
区＝24日㈮10：00～12：00
場所保健福祉センター
内容思春期から更年期･妊娠（望まな
い妊娠も含む）･出産など、女性の
体や健康に関する相談
対象女性
申電話で、同センター健康課･中央☎
221-2581、稲毛☎284-6493、若葉☎
233-8191
問健康支援課☎238-9925 FAX238-9946

弁護士による養育費相談

日時2月21日㈫13：30～16：30
場所美浜保健福祉センター
内容離婚に伴う養育費など
対象市内在住のひとり親家庭の方、離婚を
考えている方（子どもがいる方に限る）
定員3人　備考1人50分程度
申2月10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、 FAX 245-
5631、 Eメール kateishien.CFC@city. 
chiba.lg.jpも可

LGBT専門相談

日時第1月曜日19：00～22：00（最終受
け付け21：30）、第3日曜日10：30～ 

13：30（最終受け付け13：00）
内容日常生活でLGBT当事者や周囲の
方が抱える性的指向や性自認が関係
する悩みなどの相談。相談専用電話
☎245-5440。LINE相談は、HP「千葉
市　LGBT専門相談」で検索
備考相談日ごと1人1回30分。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）☎245-3700 FAX245-3711、
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

WEBアンケートで
あなたの意見を市政に‼

2月1日㈬～10日㈮、HPでWEBアンケ
ートを行います。
テーマ＝「食品ロス削減」「生涯学
習」「気候危機と脱炭素」「自殺対策」
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☎245-5298 FAX245-5796

高齢者の健康づくりを推進す
る医療専門職

雇用期間＝4月1日㈯～来年3月31日㈰
勤務時間＝週5日。1日6時間、原則 
9：00～16：00、 業 務 に よ り8：30～ 
17：00の間で変動
勤務場所＝花見川･稲毛･若葉･美浜
保健福祉センター
給料＝月額157,141～187,590円。期末
手当あり
選考方法＝書類･面接
内容高齢者の健康に関する相談（家庭
訪問、電話）、高齢者が集まる会場で
の健康教育･相談
対象保健師または看護師、管理栄養士、
歯科衛生士の資格を持ち、簡単なパソ
コン操作（ワード･エクセル）ができ
る方。普通自動車の運転ができ、訪問
などの業務経験がある方が望ましい
備考募集職種など詳しくは、HP「千葉
市　高齢者の健康づくりを推進する
医療専門職」で検索
申2月10日㈮必着。市指定の履歴書

（HPから印刷）を、希望する区の保健
福祉センター健康課へ持参。電話連
絡をして郵送も可。郵送先＝〒262-
8510花見川区瑞穂1-1花見川保健福
祉センター健康課。〒263-8550稲毛
区穴川4-12-4稲毛保健福祉センター
健康課。〒264-8550若葉区貝塚2-19
-1若葉保健福祉センター健康課。〒
261-8581美浜区真砂5-15-2美浜保健
福祉センター健康課
問同課･花見川☎275-6296 FAX 275-
6298、稲毛☎284-6494 FAX284-6496、若
葉☎233-8714 FAX233-8198、美浜☎270-
2221 FAX270-2065

ティーミーティングの参加団
体

日時3月14日㈫14：00～14：50

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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申込時に記載する必要事項は12面参照。

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2月10日㈮必着｡ Eメールで必のほ
か､ 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､ Eメール kohokocho.
CIC@city.chiba.lg.jpへ｡電子申請、
FAX245-5796、はも可。郵送先＝〒260-
8722千葉市役所広報広聴課
問同課☎245-5298 FAX前記

理数･理科教育サポーター

雇用期間＝6月1日㈭～来年2月29日㈭
勤務時間＝週3日。1日4時間程度
勤務場所＝市内小学校
内容理科･算数学習の支援や教材開発
の補助、理科室などの環境整備など
対象理数教育サポーター＝教員免許取
得者。理科教育サポーター＝18歳以
上の方
備考応募書類＝2月10日㈮までに、HP

（「千葉市　理数教育サポーター」で
検索）からダウンロード。受付期間
＝2月13日㈪まで。説明会＝2月下旬
～3月上旬。詳しくは、HPをご覧くだ
さい。
問教育指導課☎245-5981 FAX245-5989

市民総合体育大会･市民大会
の参加登録

競技＝①バレーボール、②野球
登録期限＝①2月23日㈷、②3月5日㈰。
詳しくは、お問い合わせください。
問①市バレーボール協会･野本さん
☎090-8592-7162（9：00～17：00）。②
市野球協会･野村さん☎090-2164-
2626（9：00～17：00）。市スポーツ協
会☎238-2380 FAX203-8936

飼い主のいない猫の不妊手術
を実施

対象市内に生息する飼い主のいない
猫。申請対象者＝市内在住で、地域
の中で飼い主のいない猫の餌やトイ
レを適切に管理している方、これか
ら適切に管理する方
定員180頭（1人3頭まで）
備考手術済みと判断できるよう、耳先
カットを施します。
申3月7日㈫17：00までに申請書（動物
保護指導センター、生活衛生課で配
布。同センターHPから印刷も可）と
必要書類を、同センターへ直接持参。
電子申請も可（3月7日㈫17：00受信分
まで有効）。公開抽選＝3月22日㈬
10：00から、同センターで
問同センター☎258-7817 FAX258-7818

市精神障害者卓球大会の参加
者

日時5月14日㈰　
場所ハーモニープラザ
対象2010年（平成22年）4月1日以前生
まれで、精神障害者保健福祉手帳ま
たは精神障害者自立支援医療受給者
証をお持ちの方
備考全国障害者スポーツ大会の予選会
を兼ねた大会。申込書･要項･要領は、
こころの健康センター･保健福祉セン
ター健康課で配布。HP（「千葉市精神障
害者卓球大会」で検索）から印刷も可
申2月10日㈮～3月1日㈬必着。申込書
を、〒261-0003美浜区高浜2-1-16千葉
市こころの健康センターへ
問同センター☎204-1582 FAX204-1584

青葉病院･海浜病院看護職員
（看護師･助産師）

対象一般区分＝1964年（昭和39年）4月
2日以降生まれで、看護師･助産師の

資格免許取得者（見込み含む）。経験
者区分＝応募資格など詳しくは、受
験案内をご覧ください。
定員130人程度
備考採用日は来年4月1日。免許取得者
は、随時採用可（応相談）。受験案内
･申込書は、HP（「千葉市立病院　看
護師」で検索）に掲載するほか、市
役所1階案内、市政情報室、病院局管
理課、区役所地域振興課、保健福祉
センター、青葉病院、海浜病院、保
健所などで配布
論文･面接試験

日時4月15日㈯または22日㈯9：00か
ら（申込多数の場合は、各翌日も）
場所市役所または中央コミュニティ
センター
申 2月24日 ㈮0：00～3月10日 ㈮ 
23：59受信分有効。電子申請で。申
込書を、〒260-8722千葉市役所病
院局管理課へ郵送も可（2月24日㈮
～3月8日㈬消印有効）

問同課☎245-5224 FAX 245-5257

統計調査員

内容調査対象の世帯や事業所を訪問
し、調査書類の記入の依頼や回収･点
検。2～3カ月の期間で活動。1調査
当たり3～4万円の報酬
対象20歳以上で、税務などの業務に従事
していない健康で秘密保持のできる方
備考申込方法など詳しくは、区役所地
域振興課にお問い合わせいただくか、
HP「千葉市　統計調査員」で検索
問同課･中央☎221-2104、花見川☎
275-6191、稲毛☎284-6104、若葉☎
233-8121、緑☎292-8104、美浜☎270-
3121、政策企画課統計室 FAX245-5534

お知らせ

ジェフユナイテッド千葉
ホームゲームに招待

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自由席
日時2･3月開催のホームゲーム
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。
試合日程など詳しくは、HP「ジェフ
ユナイテッド千葉」で検索
申2月10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、試合日を明記
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
☎0570-064-325、観光MICE企画課 FAX
245-5669

アルティーリ千葉ホーム試合
日程

日時2月11日㈷･12日㈰15：00開始･対ア
ースフレンズ東京Z
場所千葉ポートアリーナ
問㈱アルティーリ☎307-7741（平日
11：00～18：00） FAX307-7761

マイナポイント対象のマイナ
ンバーカード申請期限は2月末

最大2万円分のマイナポイントの対
象となるマイナンバーカードの申請
期限は2月末です。期限間近の申請

は大変混雑しますので、早めにお申
し込みください。
問マイナンバーカード出張窓口コー
ルセンター☎375-5271、区政推進課
FAX245-5550

2月7日は北方領土の日

四島（しま）還せ‼　声出し合って
動く今

（令和4年度北方領土に関する標語･
キャッチコピー最優秀賞作品）
問総務課☎245-5024 FAX245-5555

学校外教育バウチャー事業

経済的な理由で学習塾や習い事など
に通うことができない児童を対象
に、費用の一部を助成するためクー
ポンを提供します。
助成額＝月1万円相当
対象生活保護受給世帯または児童扶養
手当全部支給世帯の来年度小学5･6
年生になる子ども
定員各学年115人
備考詳しくは、HP「千葉市　学校外教
育バウチャー」で検索
申3月1日㈬必着。電子申請で。申込
書（こども家庭支援課で配布）を、
〒260-8722千葉市役所こども家庭支
援課へ郵送も可
問同課☎245-5179 FAX245-5631

Jアラートによる情報伝達試
験

日時2月15日㈬11：00
内容屋外スピーカー、防災ラジオ、 
SKYWAVE FM（89.2MHz）、ちばし
安全･安心メール、電話･FAX配信サ
ービス、SNSなどを使い、Jアラー
トによる情報伝達試験を行います。
屋外スピーカーは聞こえにくい地域
がありますので、他の手段でも情報
を受け取れるよう準備をお願いしま
す。詳しくは、HP「千葉市　情報伝
達試験」で検索
問防災対策課☎245-5113 FAX245-5552

北清掃工場定期修繕に伴う自
己搬入先の変更など

北清掃工場が定期修繕のため、2月 
1日㈬～14日㈫は、家庭ごみ･事業所
ごみの自己搬入はできません。新港
清掃工場へ自己搬入してください。
また、発電設備修繕のため、1月28日
㈯～3月27日㈪は、EV用急速充電設
備の利用も休止します。詳しくは、
お問い合わせください。
問北清掃工場☎258-5300、新港清掃
工場☎242-3366、または廃棄物施設
維持課☎245-5653 FAX245-5473

千葉都市計画地区計画の変更
に関する案の縦覧

千葉大学西千葉キャンパス地区＝稲
毛区弥生町の一部
縦覧期間＝2月13日㈪～27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☎245-5304 FAX245-5627

こてはし温水プールが臨時休
館

こてはし温水プールは、2月6日㈪～22
日㈬、点検･施設修繕のため休館しま
す。スポーツ室とトレーニング室は、
2月12日㈰～15日㈬のみ休館します。
問同施設☎216-0090 FAX216-0093

花見川いきいきプラザが臨時
休館

花見川いきいきプラザは、2月12日㈰

～15日㈬、法定点検のため休館します。
問同施設☎216-0080 FAX216-0083

バレンタインジャンボ宝くじ
販売中‼

日時3月3日㈮まで
料金1枚300円
内容当選金＝1等2億円、1等前後賞各
5,000万円ほか
備考抽せん日＝3月10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、
お近くの宝くじ売り場またはインタ
ーネットでご購入ください。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

市職員採用説明会･技術系業
務説明会

①職員採用説明会（対面）
日時3月4日㈯13：00～16：30
場所生涯学習センター
内容市長講演、各局の事業説明、職
員との交流ブースなど
定員先着230人
申2月19日㈰までに、電子申請で

②職員採用説明会（オンライン）
日時3月7日㈫～9日㈭13：20～18：00
内容Zoomでのオンライン開催。市
の重要施策、職種別の業務内容な
どを配信
定員各プログラム500人

③技術系業務説明会（オンライン）
日時3月10日㈮9：00～17：10 
内容Zoomでのオンライン開催。各
技術職の業務説明、職員との懇談
会などを配信
定員各プログラム300人

対象千葉市への就職を考えている方など
備考②③申し込み不要。開催1週間前
に、HP（「千葉市職員募集」で検索）
でURLなどを掲載
問人事委員会☎245-5870 FAX245-5889 

高津戸乗合タクシーの導入検
討に向けた社会実験の開始

緑区高津戸町とあすみが丘周辺を結
ぶ、高津戸乗合タクシーの社会実験
を開始します。利用には事前登録が
必要です。詳しくは、お問い合わせ
ください。
運行開始日＝3月中旬
運行日＝月･金曜日（年末年始を除く）
運行便＝午前･午後各2便 (1往復)
停留所＝高津戸町内7カ所、土気駅お
よびあすみが丘周辺の商業施設6カ所
運賃＝1便あたり大人500円、小学生
250円
問交通政策課（社会実験全般に関す
ること）☎245-5351 FAX245-5568。㈱
鹿野西岬タクシー（運行に関するこ
と）☎261-4255

大気汚染状況12月分

内容市内の測定局で測定した12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･7492
問環境規制課☎245-5190 FAX245-5581

お詫びと訂正
　本紙1月号7面「千葉ZELVAホーム
公式戦へ招待」で、問い合わせ先に誤
りがありました。正しくは「☎･ FAX309-
5204」です。お詫びして訂正します。
問スポーツ振興課☎245-5966 FAX245-
5994
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日時＝日程･時間　場所＝場所　内容＝内容　対象＝対象　定員＝定員　持物＝持ち物　料金＝料金　備考＝備考
申＝申込方法　問＝問い合わせ　は＝はがき　往＝往復はがき　HP＝ホームページ　必＝必要事項12面

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

施　設

講座・イベント名 日時･対象･定員

オープンキッチン「春巻きの皮で
くるくるクッキーをつくろう」

2/25㈯14：00～16：00のうち30分ごと
対象4歳児～高校生（就学前児は保護者同伴）
定員各先着6人

なかよし工房Aクラス「オイルモ
ーションボトルをつくろう‼」

2/26㈰14：00～16：00
対象小学～高校生　定員先着10人

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

申当日直接会場へ
子ども交流館

催し名など 日時･対象･定員など
①MILLEA プラネタリウ
ムライブ

2/25㈯19：00～20：00　定員先着200人
料金大人1,500円、高校生900円、小･中学生300円

②大人が楽しむ科学教室

Ⓐ鎖の噴水（ニュートンビーズ）を演示実験しその原
理を考える＝3/4㈯、Ⓑがんの核医学診断治療研究＝ 
12㈰、Ⓒ最先端計測技術で迫るタンパク質検査の可能
性＝25㈯、Ⓓちょっと先の未来が楽しくなるハプティ
ックデザイン＝26㈰
Ⓐ13：30～15：00、Ⓑ10：30～12：00、ⒸⒹ14：30～16：00
定員各30人

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①同館ミュージアムショップでチケット購入。②2/6㈪必着。同館HPから申し込
み。往に必を明記して、〒260-0013中央区中央4-5-1千葉市科学館へ郵送も可

☎308-0511 FAX308-0520
2/13㈪～16㈭休館
入館料＝大人510円、高校生300円、小･中学生100円

科学館

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

催し名など 日時･内容･定員など

冬の講座

①縄文時代研究講座＝2/18㈯、3/12㈰･18日㈯10：00～11：30。②
冬の自然観察ワークショップ＝2/19㈰10：00～12：00　雨天中止
場所①生涯学習センター、②加曽利貝塚博物館
対象②小学3年生以上の方（小学生は保護者同伴）　定員各30人
申2/10㈮までに電子申請で

加曽利貝塚「春
よ来い‼」

2/26㈰10：00～15：00　荒天中止
内容火おこしなどの体験や工作講座のほか、かそりーぬグッズの
販売など
申詳しくは、HP（「加曽利貝塚　春よ来い」で検索）

☎207-5820 FAX207-5822
第4月曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

申2/14㈫必着。①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。②Eメールで必を
明記して、同センターEメール前記へ

講座・催し名 日時･対象･定員など

①パワーポイント入
門

3/3～24の金曜日10：00～12：00　全4回
対象ワードで文字入力ができる方　定員16人　持物USBメモリ
料金1,320円

②伝わるSNS活用術
（オンライン講座）

3/5㈰14：00～16：00
内容Zoomでのオンライン開催　定員30人

生涯学習センター

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･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

中
央

生浜公民館
☎263-0268
FAX263-0907

公式ワナゲ教室～ル
ール、スコアのつけ
方と実技～

2/23㈷10：00～12：00　内容小学生と中学生
以上の2コース　定員各10人
申2/2㈭～6㈪に電話で

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-1453

気候の変化に伴って
起こる身体の痛みに
ついて考える

2/27㈪10：30～12：00
対象成人　定員16人
申2/20㈪までに電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

一味ちがうキムチを
作ろう

2/13㈪･14㈫10：00～12：00　全2回
対象成人　定員8人　料金1,400円
申2/6㈪までに電話で

末広公民館
☎264-1842
FAX264-3746

親子スキンシップ体
操教室

3/5㈰･12㈰10：00～12：00　全2回
対象就学前児と保護者　定員10組
申2/9㈭～15㈬に電話で

椿森公民館
☎254-0085
FAX254-1285

【座学】房総ふらふら
ふらわー散歩①房総
編②千葉市編

①3/4㈯13：30～15：30、 ②5㈰10：00～ 
12：00　対象成人　定員各20人
申 2/15㈬ ま で に 電 話 で。 Eメール oubo . 
tsubakimori@ccllf.jpも可（必を明記）

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-4981

潮見佳世乃コンサー
ト「山岡鉄舟貧乏噺」

3/5㈰13：30～15：00
対象成人　定員30人
申2/2㈭～15㈬に電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

シニア健康講座
「知っておきたい認
知症予防」

3/1㈬10：00～12：00
対象65歳以上の方　定員20人
申2/8㈬～14㈫に電話で。同館HPからも可

区 館名 講座･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

花
見
川

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

おなか元気教室
2/18㈯10：30～11：30
対象小学生　定員20人 
申2/2㈭～9㈭に電話で。同館HPからも可

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

今から取り組もう‼
「防災とマイライフ
ノートについて」

2/16㈭10：00～12：00
対象成人　定員15人
申2/8㈬までに電話で。同館HPからも可

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

こて台サークル体験
～篆刻（てんこく）
体験‼一文字印～

2/16㈭･3/16㈭13：00~15：00　全2回
対象成人　定員5人
申2/2㈭～9㈭に電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

県文書館出前講座「藩
社会における執務規
則～関宿藩の生活と
仕事を事例に～」

2/9㈭10：00～12：00
対象成人　定員20人
申2/4㈯までに電話で。同館HPからも可

長作公民館
☎258-1919
FAX286-6449

そば打ち体験講座
～名人が教える、初
心者でもできる美味
しいおそば作り～

2/15㈬13：30～16：30
対象成人　定員8人　料金1,500円　持物エプロン、
三角巾、容器（そば1～3人分）
申2/2㈭～8㈬に電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

女性の健康講座
「みらいの健康のた
め今知っておきたい
♯みんなの更年期」

2/24㈮10：00～12：00
対象概ね30～50代の女性　定員20人　備考託児
あり（対象1歳6カ月以上の就学前児）
申2/2㈭～12㈰に電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

お肌いきいき美容教
室

2/15㈬10：00～11：30　対象成人女性
定員10人　料金300円　持物ハンドタオル
申2/2㈭～8㈬に電話で

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6185

なつかしの名作映画
上映会 「ローマの休
日（字幕版）」

2/28㈫9：30～11：30
対象60歳以上の方　定員40人
申2/2㈭～15㈬に電話で。同館HPからも可

幕張本郷公民館
☎271-6301
FAX271-0881

歴 史 講 座「 千 葉 市 
100年の歴史」

2/25㈯10：00～12：00
対象成人　定員20人
申2/2㈭～13㈪に電話で

稲
毛

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

悪質商法から高齢者
･障害者を守ろう

2/22㈬10：00～12：00
対象60歳以上の方　定員20人
申2/2㈭～8㈬に電話で

小中台公民館
☎251-6616
FAX256-6179

初心者のための墨彩
画体験教室

2月 ま た は3月 の 第2･4土 曜 日13：00～ 
15：00　各全2回
対象墨彩画の経験がない成人　定員各17人
料金1,000円　持物ぼろ布またはキッチンペー
パー、汚れてもいい服装またはエプロン
申2/2㈭～6㈪に電話で

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

初心者向けZoom
教室～これからの生
活に役立つZoom
～

3/4㈯10：00～12：00
対象成人　定員10人
申2/2㈭～8㈬に電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

バレンタインシアタ
ー

2/11㈷①9：30～11：30、②13：30～16：00
内容①ムーミン谷の彗星、②シェーンを上
映予定　対象①小学生、②成人　定員各15人
申2/2㈭～8㈬に電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

3歳から参加できま
す‼「親子で無添加
みそ作り」

3/5㈰9：00～12：00
対象3歳児～小学生と保護者
定員8組（1組3人まで）　料金1組2,550円
申2/2㈭～15㈬にEメールで必を明記し
て、同館Eメールoubo.tsuga@ccllf.jpへ。HPか
らも可

轟公民館
☎251-7998
FAX285-6301

チョコっとlate（レ
イト）なバレンタイ
ンコンサート

2/19㈰13：30～15：00
対象小学生以上の方　定員30人
申2/2㈭～8㈬に電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

旅･町文化とマンホ
ール～北海道･北東
北～

2/18㈯10：00～12：00　対象成人　定員30人
申 2/2㈭ ～10㈮ に 電 話 で。 Eメール oubo. 
midorigaoka@ccllf.jpも可（必を明記）

弁護士による講演～元
気なうちにやっておき
たい相続手続き～

2/28㈫13：30～15：30　対象成人　定員25人
申2/9㈭～19㈰に電話で。Eメール前記も可（必
を明記）

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

千葉県から世界遺産
が生まれるか？

2/25㈯10：00～12：00
対象成人　定員15人
申2/2㈭～6㈪に電話で

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

相続の基本と遺言書
の書き方講座

2/18㈯10：00～12：00　対象成人　定員12人
申 2 / 2㈭ ～8㈬ に 電 話 で。 Eメール oubo . 
kasori@ccllf.jpも可（必を明記）

桜木公民館
☎234-1171
FAX234-1172

初心者向けパソコン
個別相談会

2/12㈰13：30～16：30
対象成人　定員12人
申2/2㈭～5㈰に電話で

白井公民館
☎228-0503
FAX228-6168

健康太極拳教室
2/24㈮10：00～11：30
対象成人　定員15人　持物上履き
申2/10㈮～17㈮に電話で

千城台公民館
☎237-1400
FAX237-1401

ボッチャ体験会～実
戦形式で楽しく体験
しましょう～

2/25㈯13：30～15：00
対象小学生以上の方　定員20人
申2/2㈭～8㈬に電話で。同館HPからも可

みつわ台公民館
☎254-8458
FAX254-3135

姿勢を整えるピラテ
ィス

2/17㈮･24㈮13：30～14：40　全2回
対象成人　定員15人
申2/7㈫必着。往に必を明記して、〒264-
0032若葉区みつわ台3-12-17みつわ台公民
館へ。同館HPからも可
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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。

往復はがき記入例

返信（裏）
（何も記入しない
でください）

申
込
先
い
き
い
き

プ
ラ
ザ･

セ
ン
タ
ー
の

住
所･

施
設
名
を
記
入

［往信］

63
［返信］

63
往信（裏）

1  希 望 す る 事 業
（①か②）

2  ①の場合は曜日
・時間

　 ②の場合は開始
月･時間

3 氏名（フリガナ）
4 郵便番号･住所
5 電話番号
6 年齢･性別

申
込
者
の
郵
便
番
号･

住
所･

氏
名
を
記
入

区 館名 講座･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

若
葉

若松公民館
☎231-7991
FAX231-0798

史料で振り返る千葉
開 府 物 語 ～ 開 府 
900年を前にして～

3/5㈰10：00～12：00　対象成人　定員18人 
申2/7㈫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。同
館HPからも可

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

高齢者スマホ体験講
座「カメラとアプリ」

2/16㈭13：30～15：30
対象60歳以上の方　定員10人
申2/2㈭～6㈪に電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
FAX293-1521

春を呼ぶ「さくらあ
んぱん」「桜餅」を作
ろう

3/8㈬10：00～12：30
対象成人　定員15人　料金1,000円
申2/2㈭～9㈭に電話で

椎名公民館
☎292-0210
FAX292-4631

あんしんケアセンタ
ー鎌取出張講座①終
活②フレイル予防

①2/15㈬･②22㈬13：00～14：30
対象成人　定員各先着20人
申2/2㈭から電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

春よ来い来い　落語
会

2/28㈫13：30～15：00
定員30人
申2/2㈭～8㈬に電話で。土気いきいきセ
ンター☎205-1000も可

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

転ばない体をつくろ
う‼「歩く」ための
健康体操

2/15㈬･22㈬10：00～12：00　全2回
対象成人　定員12人
申 2 / 2㈭ ～4㈯ に 電 話 で。 Eメール oubo . 
isobe@ccllf.jpも可。（必を明記）

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

稲浜中学校区小中学
校　書初展覧会

2/5㈰～12㈰9：00～17：00
内容稲毛第二･稲浜小学校、稲浜中学校の代
表作品

打瀬公民館
☎296-5100
FAX296-5566

文芸講座「近代文学
を彩った女流作家た
ち⑤」

2/10㈮･17㈮13：30～15：30　全2回
対象成人　定員先着30人
申2/2㈭から電話で

幸町公民館
☎247-0666
FAX238-4153

くらし講座「ウイル
スによって起こる病
気と検査の話」

2/13㈪10：00～11：30
対象成人　定員20人
申2/6㈪必着。往に必を明記して、〒261-
0001美浜区幸町2-12-14幸町公民館へ。 Eメール
oubo.saiwaicho@ccllf.jpも可

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-6851

家族で知る介護保険
・サービスの基礎知
識

2/28㈫10：00～12：00
対象成人　定員20人
申2/8㈬必着。往に必を明記して〒261-
0003美浜区高浜1-8-3高浜公民館へ。 Eメール
oubo.takahama@ccllf.jpも可

幕張西公民館
☎272-2733
FAX271-8944

素敵な人生の終わり
方～エンディングノ
ート～

2/15㈬･22㈬10：00～12：00　全2回
対象成人　定員20人
申 2 / 8 ㈬ ま で に 電 話 で。 Eメール o u b o . 
makuharinishi@ccllf.jpも可（必を明記）

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

2/ 7㈫
13㈪
20㈪

松ケ丘公民館
新宿公民館
末広公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

花
見
川

2/ 8㈬
22㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

2/13㈪
20㈪
24㈮

小中台公民館
都賀公民館

千草台公民館
小中台公民館
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

2/ 9㈭
16㈭

千城台公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑 2/ 2㈭
13㈪

土気公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 2/16㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

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）
申当日直接会場へ（時間中出入り自由）

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

申2/6㈪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

農産加工教室「みそ作り」 2/19㈰･23㈷9：15～12：30、13：15～16：30
定員各10人　料金2,500円

祭事教室「お雛様を祝う料理」 3/1㈬9：30～14：00　定員24人　料金1,500円

男女共同参画センター
備考託児あり（対象1歳6カ月以上の就学前児）
申Eメールで必のほか、託児希望の場合はその旨を明記して、同センター Eメール 
sankaku@f-cp.jpへ。電話も可

☎209-8771 FAX209-8776
月曜日、祝･休日休館

催し名など 日時･定員など

映像セミナー「82年生まれ、
キム･ジヨン」

3/4㈯10：00~12：00
場所蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分
館　定員先着100人

男女共同参画講座「女性議員
はなぜ少ない？ハラスメン
ト問題から考える」

3/11㈯13：30~15：30
場所蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分
館　定員先着30人

公営事業事務所 ☎251-7111　㈱JPF FAX050-3512-3840
PIST6Championship（千葉市営競輪）レース日程

レース名 日程
千葉市営競輪第10回第4節 2/ 3㈮･ 4㈯
千葉市営競輪第11回第1節 13㈪･14㈫

TIPSTAR DOME CHIBA（千葉競輪場）

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

いきいきプラザ･センター 生きがい活動支援通所･ボディケアスクール（機能回復訓練）
①生きがい活動支援通所（４～９月）
　日常動作訓練、教養講座などを行うとともに、参加者の皆さんが交
流することで、自立した生活の維持を目指します（教材費実費）。

日時火～土曜日のうち、特定の曜日で週1回（祝･休日を除く）。1日利
用＝10：00～15：00、半日利用（1日利用で実施するプログラムの午前
または午後のみ参加）＝10：00～12：00、13：00～15：00。おゆみ野ふ
れあい館は土曜日10：00～12：00のみ。
場所･定員【右表】参照。
対象市内に住所を有する在宅の65歳以上の方（4月1日現在）。ただし、
介護保険の認定を受けている方は不可。

②ボディケアスクール（機能回復訓練）（４～６月または７～９月）
　ストレッチ体操などを2時間程度行い、日常生活能力の回復、身体機
能の向上を図ります。

日時4･7月開始の2コース。いずれも3カ月間、各全12回。曜日（第5週
を除く）、開始時間は【右表】参照。
場所･定員【右表】参照。
対象市内に住所を有する60歳以上（各コース開始月の1日現在）で、職
員の補助なく参加可能な方。

申2月10日㈮消印有効。往（1人1通1会場）に記入例【下記】のとおり
明記して、希望するプラザ･センターへ郵送。市社会福祉協議会HPから
申し込みも可。
備考過去1年間に受けていない方優先。応募多数の場合、2月20日㈪① 
9：30･②10：00から各プラザ･センターで公開抽選。
結果は2月27日㈪に発送。重複申込無効。他区への申し込み不可。開催
中止の場合、繰り越し当選は適用しません。

区 会場･申込先 問い合わせ ① ②
曜日 定員 曜日 開始時間 定員

中
央

中央いきいきプラザ　＊
〒260-0807　松ケ丘町257-1

☎209-9000
FAX209-9006

火～土

各16人 木 9：30 各26人13：30
蘇我いきいきセンター　＊
〒260-0834　今井1-14-38

☎264-6966
FAX264-6967 各15人 水 12：00 15人

花
見
川

花見川いきいきプラザ
〒262-0011　三角町750

☎216-0080
FAX216-0083 各15人 火 9：30 各26人13：30

花見川いきいきセンター　＊
〒262-0046　花見川9-1

☎286-8030
FAX286-8031 各17人 金 9：30 16人

さつきが丘いきいきセンター
〒262-0014　さつきが丘1-32-3

☎250-4651
FAX250-4652 各15人 月 13：30 22人

稲
毛

稲毛いきいきプラザ
〒263-0031　稲毛東6-19-1

☎242-8005
FAX242-8175 各15人 月 9：30 各26人13：30

あやめ台いきいきセンター　＊
〒263-0051　園生町446-1

☎207-1388
FAX207-1368 各15人 金 13：30 18人

若
葉

若葉いきいきプラザ
〒265-0067　北谷津町333-2

☎228-5010
FAX228-8956 各15人 水 9：30 各25人13：30

大宮いきいきセンター　＊
〒264-0015　大宮台7-8-1

☎265-1751
FAX265-1741 各12人 水 9：30 15人

都賀いきいきセンター　＊
〒264-0025　都賀4-20-1

☎232-4771
FAX232-4773 各18人 水 13：30 15人

緑

緑いきいきプラザ
〒266-0005　誉田町2-15-65

☎300-1313
FAX300-1511 各15人 金 9：30 各26人13：30

越智いきいきセンター
〒267-0055　越智町822-7

☎205-1290
FAX205-1291 火～金 各15人 木 9：30 18人

おゆみ野ふれあい館（申し込み･問い合わせ
先は越智いきいきセンター） 土 8人

土気いきいきセンター
〒267-0061　土気町1634

☎205-1000
FAX205-1001

火～土

各15人 木 13：30 20人

美
浜

美浜いきいきプラザ　＊
〒261-0004　高洲3-5-6

☎270-1800
FAX270-1811 各18人 火 9：30 各26人13：30

真砂いきいきセンター　＊
〒261-0011　真砂4-4-10

☎278-9641
FAX278-9642 各15人 月 9：30 18人

・来館の際は公共交通機関をご利用ください。＊印の会場は、駐車場がありません。
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認定品
を紹介

千葉市食のブランド「千」は、市･事業者･生産者･市民が一体とな
り、持続可能性を追求しながら千年後の豊かな千葉市を目指す食のブ
ランドです。市内農産物･加工食品･食関連サービスと千葉市の食全般
を対象にし、優れた地域産品であると同時に、社会課題の解決に取り
組む生産者などがつくる商品･サービスを「千」として認定します。

この度、第3回認定品･サービスを決定しましたので、紹介します。
問農政課 ☎245-5758 FAXFAX245-5884

千葉市食のブランド

内　　容 日　　時

料理デモンストレーション 2/18㈯12：00～12：15、15：00
～15：15

認定品販売会 2/18㈯･19㈰10：00～18：00
認定品発表会･認定証授与式 2/19㈰14：00～15：00

ここで紹介した認定品の発表会･認定証授与式および認定品販
売会を、イオンモール幕張新都心グランドモール1階グランドコ
ートで開催します。また、ABCクッキングスタジオによる、認定
品を使用した料理デモンストレーションも行います。
詳しくは、 千葉市食のブランド千　

第3回認定品発表会を開催します！

10品種、2,000本の樹をリレーするこ
とで、長期間、さまざまな味のブルーベリ
ーを楽しめます。木で完熟させた特別な甘
さが特徴です。

最も甘味が乗る「適熟」と判断したトウモロ
コシのみを収穫日当日に販売。「いち早く最も
美味しい状態で届けたい」という想いが詰まっ
ています。

千葉市での栽培例がない中で試行錯誤を
重ね、高い栽培技術を実現。園主こだわりの
さまざまな品種があり、品種ごとの完熟の味
を楽しめます。

粒の張りや高い糖度を実現するため、徹
底した肥培管理を行いながら、1株から厳
選した1果のみを収穫するこだわりのトウ
モロコシです。

江戸時代に青
あお

木
き

昆
こん

陽
よう

がサツマイモ栽培を成
功させた幕張。その幕張で誕生した、サツマ
イモの風味と滑らかなくちどけが特徴の半生
菓子です。

地域の竹林整備を活用した竹炭などを畑に
まき、土づくりにこだわることで、安心で高
品質なおおまさりの栽培を実現しています。

パンの配送ルートを活用した地元野菜の集
荷･販売で市民に地産地消の機会を提供。売れ
残った野菜をパンにすることでフードロスも
削減しています。

甘みと旨味の強い、大粒落花生「おおまさり」

三ツ星コーン
早朝収穫のもぎたてトウモロコシ 千葉市で最初に始めたブルーベリー農園

地元野菜の美味しさを市民に伝える
老舗パン屋の取組King Sweet Corn

食味のキングにこだわったスイートコーン

幕張スイーツ昆陽3種
歴史と未来の融合を表現した半生菓子

千葉県産豚肉･牛肉の旨味を活かした食肉加工品

千葉県産「一」シリーズ加工品

ドラゴンファームの
完熟ブルーベリー

ファームサポート千葉の
生落花生おおまさり（竹炭栽培）

ほろにがい千葉ん（青混ぜ焼海苔）
極上･特選

川島屋の地元食材活用の取組

猪野ナーセリーの
こだわりブルーベリー

農産品

サービス

加工品

県内でも限られた地域でしか生産する
ことができない希少な青混ぜ海苔を、じ
っくり丁寧に焼き上げた、磯の風味が格
別な逸品です。

香りの高さにこだわった、希少な青混ぜ海苔

地産地消にとことんこだわり、原材料の豚
肉、ニンニク、小麦は千葉県産限定。熟成さ
せながら冷凍することで、美味しさアップを
実現しています。 株式会社商和

たかはしのいも豚餃子
美味しさと千葉県産原料にこだわった逸品

パティスリータルブf romf rom 有限会社鮎澤f romf rom f romf rom

株式会社川島屋f romf romファームサポート千葉合同会社f romf rom長崎農園f romf rom

ドラゴンファームf romf rom 合同会社めぇもんけぇf romf rom 猪野ナーセリーf romf rom

第2回認定品　追加認定

第2回認定品のあらびきソーセージに加えて、千葉県産「一」ブ
ランドのロースハム、ベーコン、ボンレスハム、ポークジャーキー、

株式会社シェフミートチグサf romf rom

ビーフジャーキー、ボロニアソーセージを
「千」に認定しました。氷温®熟成製法で作
られ、ドイツ食肉コンテストIFFAにおいて
一部商品が金賞を受賞しています。

園主のこだわりが詰まった「完熟ブルーベリー」

第3回

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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千葉市つくたべ
千葉市つくたべ推進店千葉市つくたべ推進店

千葉市つくたべBOXを販売します千葉市つくたべBOXを販売します

わたしの名前はテラスぅ（ぶらーんぶら
ーん）わたしたちナマケモノは、長いつめ
を使って、こんな風にさかさにぶら下がっ
ているのよぉ。ねてるときだって、赤ちゃ
んをうむときだって、ほとんど木の上です
ごしているの。週1回くらいかなぁ、うん
ちをするために、地上におりるよ～。なん
でそんなにうんちするのをがまんできるかって？そりゃあ、わたした
ちは食べ物の消化がおそくてあまり食べられないからねぇ。それに、
エネルギーをなるべく使わないようにあまり動かないの。だから、ナ
マケモノって言われるんだ～。

野生のナマケモノは、南アメリカ、中央アメリ
カのねったい雨林にくらしているのぉ。わたした
ちの身体は、外の温度に合わせて体温がへん化す
るから、1年を通して温かいねったい雨林は、と
ても住みやすいのよぉ。雨も多いから、こう見え
て泳げるのぉ。

生きるために「なまけもの」でいるの。わたしたちナマケモノのイ
メージ、少しかわったかなぁ？？え、かわってないのぉ？？‼

じる親しみやすい魅力があります。開
催中の「没後200年　亜欧堂田善」展
では、こうした油彩画のほか、銅版画
による解剖図や世界地図など、田善が
手掛けた多彩な作品約250点が一堂
に会します。首都圏では実に17年ぶり
となる大

だ い か い

回顧
こ

展
て ん

をぜひご覧ください。

雪がやわらかに降り積も
った土手の上を、2人の男
性が視線を交わしながら歩
いて行きます。隅田川沿い
の三

み め ぐ り

囲神
じ ん じ ゃ

社付近の景色を描
いていますが、人の姿は少
なく、雪の日独特のしんと

問市美術館 ☎221-2311 FAXFAX221-2316

静かな雰囲気がよく伝わってくる作品です。作者は江戸時代後期に活
躍した亜欧堂田善（1748-1822）。白河藩主･松平定信のもとで銅版
画や油彩画といった西洋画法に取り組んだ洋風画家です。西洋画に倣
って空を広々と描き、遠近法を用いて奥行きのある画面に仕上げてい
ます。江戸時代の作品ですが、油彩画らしいぽってりとした筆遣いと
優しい色合いや、物語性あふれる場面設定は、現代の絵本の挿絵に通

亜
あ

欧
お う ど う で ん ぜ ん

堂田善《三
み め ぐ り せ っ け い

囲雪景図
ず

》

学芸員が選ぶ

今月の  イッピン
絹本油彩　文化年間（1804-1818）頃
歸空庵（きくうあん）蔵

「没後200年　亜
欧堂田善」展（～
2/26㈰）にて展示
中。ぜひ、ご覧く
ださい。

松岡学芸員

千葉市産の新鮮な農畜産物を購入
できるお店や、美味しい地産地消メ
ニューを食べることができる飲食店
などを「つくたべ推進店」として登
録しています。

詳しくは、 つくたべ推進店　

ホウレンソウは、東京近郊の群馬県、埼玉県、
千葉県（全国第3位）および茨城県の4県で全国
の生産量の約40％を生産しています。市内でも
年間を通じて栽培されており、直売所や千葉市
地方卸売市場を通して出荷されています。

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…11～2月

ホウレンソウとチーズの豚バラかつ

ホウレンソウ

〈材　料〉2人前
ホウレンソウ…40ｇ　　プロセスチーズ…30ｇ
焼きのり（15cm×10cm）…1枚　　豚バラ肉…50ｇ
塩･こしょう…少々　　パン粉…適量
卵…1個　　サラダ油…適量

ホウレンソウは大別して、株本が紅色で葉の切れ込みが多く、柔らか
くて美味しい「東洋種」、葉が厚い「西洋種」、東洋種と西洋種を交配した
「交配種」の3種類があります。近年はおひたしや胡麻和えのほか、生食
用に改良された品種もあり、サラダにも使用されています。

①ゆでたホウレンソウを冷水にとり、よく絞る。
②チーズと①を15cmに切る。
③焼きのりの上に、ホウレンソウとチーズをのせて巻く。
④塩･こしょうした豚バラ肉で、チーズがはみ出ないように③を巻く
⑤④を、薄力粉、卵、パン粉の順につける。
⑥160℃に熱した油で、約10分揚げる。
⑦粗熱が取れたら切り分け、盛り付けて完成。

販売方法など詳しくは、 千葉市つくたべBOX　

レシピ監修（千葉市つくたべ推進店）＝オークラ千葉ホテル（中央区中
央港1-13-3）三

み よ し

好シェフ（日本料理長）

千葉市つくたべBOX
イメージ

ABCクッキングスタジオ　オンラインレッスン
日　　時　2月22日㈬20：00から
視聴方法　ABCクッキングスタジオ公式 Instagram
　　　　　（@abccookingofficial）から

問農政課 ☎245-5758 FAXFAX245-5884

日直　テラス
（フタユビナマケモノ）

市内で採れた新鮮な野菜や加工品など、千葉市の「おいしい」
が詰まった千葉市つくたべBOXを販売します。

今回は千葉市食のブランド「千」とのコ
ラボBOXで、1月に発表された第3回認定
品18面の一部も詰め合わせています。

また、BOX内の食材を使い、ABCクッキ
ングスタジオが開発したレシピでオンライ
ン料理教室をLIVE配信します（購入者以外
の方も視聴可）。
＊一部の食材は、購入者が準備する必要があります。
申込期間　2月1日㈬～12日㈰
発 送 日　 2月17日㈮から順次発送（収穫状況により変更と

なる可能性あり）
数　　量　先着100セット　　
料　　金　3,500円

　千葉市つくたべは、「千葉市でつくって千葉市でたべる」を合言葉に、市内のつくる人（生産者･
飲食店）とたべる人（消費者）をつなぐ地産地消の取り組みです。詳しくは、 千葉市つくたべ　

「お父さん」の愛称で親しまれたフタユビナマケモノが、2022年
12月31日に腎不全のため、亡くなりました。
問動物公園 ☎252-1111 FAXFAX255-7116

編集担当D

生産地と消費地
が近いからこそ
の、鮮度と旬を
味わってほしい
です‼

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「楽しい体験、おいしいグルメ‼　千葉あそび早春号」
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