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世帯数　456,281世帯　面積　271.76km2
(男　481,459人　女　495,466人）
人口　976,925人　前月（3月）比 436人増
千葉市データ （2022年4月1日現在）

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

C o n t e n t s

政令指定都市
まん延防止等重点措置が解除され、新型コロナウイルス感染による入院者数は

緩やかに減少傾向ですが、新規感染者数は下げ止まり、横ばいの状況（4月15日
現在）です。今後再拡大すれば、医療提供体制への影響も懸念されます、引き続
き基本的な感染予防対策をとっていただき、日々の健康管理を行う中で、少しでも異変を感じた
ら自宅での静養などをお願いします。3回目のワクチン接種について、若い世代の接種につなが
るよう、市の集団接種会場では、土･日曜日、夜間の開設に加え、予約なしの接種も実施していま
すので、接種について積極的にご検討をお願いします。

理不尽にも生活の場を奪われ、ウクライナから千葉市に避難されている方がいます。市では災
害被災者用の市営住宅や生活に必要な家財などの提供を行い、避難生活の立ち上げを支援してい
ます。また、市民の皆さんや市内企業から支援のお申し出のほか、ウクライナ語、ロシア語のボ
ランティア通訳の登録をいただいています。温かいお気持ちに心より感謝申し上げます。

明るいニュースがありました。4月10日、佐々木朗希投手と松川虎生捕手の若きバッテリーが
完全試合を達成されました。マリーンズが千葉に移転、そして時を同じくして千葉市が政令指定
都市に移行し30周年の節目の年の快挙です。マリーンズと千葉市の新しい時代を切り拓いた功績
を讃え、お二人に千葉市特別表彰「新時代･ホームタウン感動賞」の贈呈を決定しました。今シー
ズンの更なる活躍を祈念し、リーグ優勝、日本一に向けて応援していきましょう。
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5月31日～6月6日は禁煙週間です。
あなたや家族の健康を守るために、喫煙

や受動喫煙の影響について考え、行動して
みませんか。
問健康推進課 ☎245-5794 FAXFAX245-5659今こそ今こそ しませんか？禁禁煙煙

喫煙や受動喫煙にはこんなにリスクがあります！
新型コロナウイルス感染症との関係
喫煙室では、マスクを外した状態で3密となる場合

があるなど、新型コロナウイルスの感染リスクを高め
ます。また、喫煙は、あなたが新型コロナウイルス感
染症にかかった時の重症化リスクを高めます。

たばこの煙に含まれる有害物質
たばこの煙には、約5,300種類の化学物質が含まれ、そのうち200種類以上は、ニ

コチン、タール、一酸化炭素、アンモニアなどの有害物質です。ニコチンは、ゴキブ
リの殺虫成分としても使われているもので、化学物質としては、毒物に指定されてい
ます。喫煙による死亡者は、国内で年間約13万人と推計されています。

交通事故の約6倍の死亡者がいる受動喫煙
受動喫煙とは、他人のたばこの煙（蒸気を含む）を吸ってしまうこと

です。受動喫煙による死亡者は、国内で年間約1万5千人と推計されてい
ます。これは、交通事故の死亡者（約2,600人）の約6倍です。

たばこの煙の影響を受けている児童の9割に喫煙する同居家族が‼

加熱式たばこでも、受動喫煙は起こります
たばこを機械に挿して吸う加熱式たばこの喫煙によっ

ても、紙巻きたばこと同様に室内ではニコチンが検出さ
れ、喫煙者が吐き出す煙によって受動喫煙は起こります。

禁煙しましょう！

・家族が喜んでくれた（40代男性）　　・体力が向上した（20代男性）
・衣類の臭いがなくなり、家族からの指摘がなくなった（40代女性）
・軽い気持ちで禁煙外来チャレンジしてみてください（40代男性）
・禁煙外来のサポートでとても楽に禁煙できます。禁煙外来に行って良かった‼（20代女性）
・�健康保険･助成金を使うと「裏切れない」という気持ちになり、禁煙成功の確率が高くなる（40代男性）

禁煙週間パネル展
日　　時　�5月27日㈮～6月3日㈮9:00～

21:00（5月27日㈮は13:00から、
6月3日㈮は12:00まで）

会　　場　生涯学習センターアトリウム
5月27日㈮13:30～15:30、6月3日㈮10:00

～12:00は、禁煙相談も開催しています。

受動喫煙も危険‼受動喫煙も危険‼

受動喫煙による健康影響（罹患するリスクが高くなると科学的に明ら
かになっている疾患）
大人＝脳卒中1.3倍、虚血性心疾患1.2倍、肺がん1.3倍
子ども＝乳幼児突然死症候群（SIDS）4.7倍、喘息の既往

禁煙に興味はあるけど自信がない…
そんなあなたを応援します‼

私はこうして
禁煙しました‼

禁煙の
メリットは？

禁煙成功者の声禁煙成功者の声

禁煙治療に健康保険や
助成金が使えます‼

家族が喜んで
くれる‼

たばこに関するルール
飲食店やオフィス、その他の店舗などは原則屋内

禁煙（加熱式たばこも対象）です。喫煙場所を屋外
に作る場合にも、出入り口付近などを避ける配慮が
必要です。また、保護者には、条例で未成年者を受
動喫煙から保護する努力義務が課せられています。

受動喫煙に遭ったら
このような時は、LINEやWEBフォ

ームからSOS情報をお寄せください。
千葉市受動喫煙　SOS情報

・�店舗の入り口に、喫煙場所があるという標識が
ないのに、席でたばこを吸っている。

・喫煙室があるが、出入り口から煙が漏れている。
・�店舗の入り口の前や歩道の脇に喫煙所（灰皿）
を設置していて、前を通ると受動喫煙に遭う。

お薦めの禁煙方法お薦めの禁煙方法

禁煙サポーターを見つける
禁煙してみようかなと思ったら、周囲に宣言をし、配慮やサポートを積極的に受け

ることが効果的です。

禁煙サポート
保健福祉センター健康課では、効果的な禁煙方法を提案し、3カ月にわたって面

接、電話、メールなどで禁煙に取り組む方のサポートを行っています。

問保健福祉センター健康課（禁煙外来治療費助成事業、禁煙サポート）
　　中　央�☎221-2582　花見川�☎275-6296　稲　毛�☎284-6494
　　若　葉�☎233-8714　　緑　�☎292-2630　美　浜�☎270-2221

禁煙補助薬を使う
薬局で購入できるニコチンガムなどでニコチンを補充し、ニコチン切れのいらいら

を軽減しながら禁煙に取り組めます。使用に当たっては、薬剤師に相談しましょう。

問健康推進課受動喫煙対策室
　☎245-5201�FAXFAX245-5659

　市が2019年、2020年に調査を行った結果、
尿中コチニン値5ナノグラム／ミリリットル以
上となるたばこの煙の影響を受けている児童の
9割の同居家族に喫煙者がいました。

医療機関で禁煙治療を受ける
貼り薬または内服薬で治療を行います。保険適用の場合は、12週に

わたり5回受診します。保険適用には条件があるので、お近くの禁煙
治療を行っている医療機関にご相談ください。千葉県　保険適用　禁煙

禁煙外来治療費助成事業
禁煙外来治療費の一部を助成します。4月から対象を拡大しました。
対　　象　千葉市に住民登録があり、保険適用による禁煙外来治療を受ける方
助 成 額　�保険が適用される禁煙外来治療に要した自己負担合計額（上限1万円）
原則、治療開始前に登録申請が必要です。詳しくは、 千葉市　禁煙外来治療費助成

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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民生委員･児童委員は、同じ地域で生活する一員として、住民自身や地域の中の困り事を受け止め、その支援や解決に
取り組んでいます。相談先が分からない困り事に直面したとしても、住民に寄り添い、解決に向けて奔走しています。
少子高齢化の進行などにより、地域のつながりが薄れる中で、地域を見守り、困っている人に福祉サービスなどの情報
を伝え、市などの関係機関へつなぐ民生委員･児童委員は今、なくてはならない存在です。
市では、1,443人の民生委員･児童委員が活躍しています。民生委員･児童委員は、民生委員児童委員協議会に所属し、

福祉に関する諸制度について研修を行っています。今年は3年に1度の一斉改選があり、市内の民生委員･児童委員が改

高齢者実態調査
高齢者の福祉施策を実施するための基礎資料とするため、高齢

者実態調査を行います。お住まいの地区を担当する民生委員また
は民生委員をサポートする民生委員協力員が、身分証を携帯し、
皆さんの自宅を訪問します。調査にご協力ください。

期　　間　�5月1日㈰～6月30日㈭（地区により、訪問日が異な
ります）

対　　象　�1948年（昭和23年）1月1日以前生まれの方（2022
年末時点で75歳以上の方）

調査項目　・身体状況（日常生活での活動について）
　　　　　・世帯状況（1人暮らし、高齢者のみの世帯など）

問高齢福祉課�☎245-5171�FAXFAX245-5548

民生委員･児童委員は、身近な相談相手として、
さまざまな相談に応じるほか、課題解決に向け必
要な支援へのつなぎ役となります。

そんな地域にとってなくてはならない存在の、
民生委員･児童委員の活動を紹介します。
問地域福祉課 ☎245-5218 FAXFAX245-5620

民生委員･児童委員って何？

どんな活動をしているの？

高齢者や障害者への支援が必要なとき、子育てや
介護での心配事や困り事、不安などがあるときは、
お住まいの地域の民生委員･児童委員へ気軽にご相
談ください。
保健福祉センター高齢障害支援課が、お住まいの

おわりに

地域の民生委員･児童委員へとつなぎます。
問保健福祉センター高齢障害支援課
　　中　央�☎221-2150�FAXFAX221-2602　花見川�☎275-6425�FAXFAX275-6317
　　稲　毛�☎284-6141�FAXFAX284-6193　若　葉�☎233-8558�FAXFAX233-8251
　　　緑　�☎292-8138�FAXFAX292-8276　美　浜�☎270-3505�FAXFAX270-3281

地域の身近な相談相手地域の身近な相談相手
民生委員･児童委員

5月12日は民生委員･児童委員の日

市が行う調査や行事、制度の
周知などに協力します。毎年行
っている高齢者実態調査【下記】
では、民生委員が中心的な役割
を果たします。

行政機関への協力

皆さんが個々の状況に応じた福
祉サービスを受けることができる
よう、関係行政機関や施設、団体
などに連絡します。

連絡･調整

介護に悩んでいる方の相談を受けるな
ど、皆さんの抱える生活の問題について
親身になって相談に乗り、適切なサービ
スを受けられるように支援します。

相談･支援

地域における見守りや訪問活動を
通じて、1人暮らしの高齢者などの
安否や福祉サービスを必要とする方
を、日常的に把握します。

地域の把握

選されます。

子育て支援など、社会福祉
の制度やサービスの内容を皆
さんにお知らせします。

情報提供

どのような人がなるの？
地域の福祉のために熱心に活動していただ

ける方として、地域から推薦された方がなり
ます。推薦後、市の社会福祉審議会での審議
を経て、厚生労働大臣が委嘱します。

活動中はバッジと委員証を携帯しています
民生委員・児童委員証

千葉市長
千葉市
長之印

氏　　名 民生　花子
生年月日 昭和●●年5月12日
　上記の者は、民生委員・児童委員
であることを証明します。
有効期限 令和4年11月30日
101-001

民生委員･児童委員は活動の際、全国統一のバ
ッジと民生委員･児童委員証を携帯しています。
＊�活動で知り得た情報には守秘義務が課されてい
ます。調査で伺った内容や相談などの個人の秘密は守られ
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、(株)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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安全で快適な道路に

子猫のお見合い会 消防局市民見学会

そのほかの犬や猫については、随時、譲渡の相談を受け付けて
います。ホームページで譲渡可能な犬や猫を確認の上、お問い合
わせください。予約なしの見学はできません。

垣根や樹木の枝が道路に出ていませんか

市では、道路を安全で快適に利用できるよう、さまざまな助成を行っています。また、道路には利用のルールがあ
ります。垣根や植木の管理や看板設置の手続きなど、ルールを守り、安全で快適に道路を利用しましょう。

地域の安全を守る消防活動をより知ってもら
うため、消防ヘリコプターおおとりや消防隊･
レスキュー隊訓練などの見学会を行います。
ぜひ、お越しください。

動物保護指導センターで収容している子猫を新しい家族に譲りま
す。子猫の飼い主になりませんか。
詳しくは、 千葉市　育成中の子猫を譲渡　

日　　時　①5月18日㈬、②31日㈫
　　　　　＊お見合い時間は1組30分。時間は申し込み後、決定
会　　場　動物保護指導センター
対　　象　愛玩目的で終生適正に飼うことができる方
申込方法　�①5月9日㈪～13日㈮、②5月20日㈮～26日㈭に、ホー

ムページで希望の子猫を確認の上、電話で動物保護指導
センターへ。

＊いずれも800万円が上限
リ�ーフレット　土木事務所、土木管理課、区役所地域振興課で配
布。

要件に該当するかなど、詳しくは土木事務所にご相談ください。

私道の整備費用を助成
生活環境の向上のため、公共的に利用されている

私道の舗装と排水施設の整備を行う方に、必要な費
用の一部を助成しています。

垣根や樹木の枝が道路にはみ出し
ていると、交通標識が見えにくくな
るだけでなく、道路が狭くなり、通
行の支障となります。また、台風な
どにより枝が折れても、同様に通行
の支障となります。
敷地内にある垣根や枝は切り払う

問土木事務所管理課
　中央･美浜�☎232-1151�FAXFAX232-1155　花見川･稲毛�☎257-8841�FAXFAX257-8777

　　　�若葉　　☎306-0655�FAXFAX306-0968　　　�緑　　　☎291-7121�FAXFAX291-7742

はみ出た枝で、
標識が見えません

問動物保護指導センター�☎258-7817�FAXFAX258-7818

日　　時　6月11日㈯10：00～12：00　雨天中止
会　　場　消防総合センター（緑区平川町1513-1）
内　　容　・消防隊･レスキュー隊訓練見学
　　　　　・航空隊訓練見学
　　　　　・消防車･救急車などの見学　など
定　　員　300人
申込方法　�5月16日㈪～22日㈰にEメールで、家族ごとの必要事項

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

主な要件
・通勤、通学、買い物など、一般の交通に使用されている私道
・私道の敷地所有者やほかの権利を有する者の同意が得られる
・私道に接続する道路が整備されている
・排水先が確保されている
・工事に支障となる地下埋設物がない
・私道に接する斜面が工事に支障のない程度に保護されている
・�私道に出入り口を有する、所有者の異なる居住家屋が2軒以上
ある（所有者が3親等内の親族の家屋は、1軒として扱います）
助成率

私道の状況 私道の幅員および居住家屋の軒数 助成率＊

通り抜け道路
①最小幅員が2.7m以上 9割
②最小幅員が2.7m未満 8割

行き止まり
道路

③�最小幅員が2.7m以上、かつ私道に
出入り口を有する家屋が5軒以上 8割

④�最小幅員と家屋軒数のいずれかま
たは両方が③の条件を下回る場合 6割

後退用地･すみ切り用地の寄付に対して助成金などを交付
狭あい道路を拡幅するため、

後退用地やすみ切り用地の寄付
に対し、助成金などを交付して
います。
すでに後退が完了した用地に

ついても受け付けをしていま
す。詳しくは、お問い合わせい
ただくか、ホームページまたはリーフレットをご覧ください。
対　　象　�幅員4メートル未満の市道の中心線から2メートルの

後退用地またはすみ切り用地
内　　容　・�後退用地やすみ切り用地にある門･塀などの撤去、

樹木の移植、公共汚水ます･量水器の移設などに対
して助成金を交付

　　　　　・すみ切り用地の寄付に対して奨励金を交付
　　　　　・�後退用地やすみ切り用地の整備･維持管理は市が行

います。
　リーフレット　建築指導課、区役所地域振興課、土木事務所で配布。
申込方法など詳しくは、 千葉市　狭あい道路拡幅　

問建築指導課�☎245-5856�FAXFAX245-5888
道路の上空に看板を出すときは占用許可が必要です
道路（上空や地下も含む）を継続

的に使用するには、市などの道路管
理者の許可が必要です。道路上空に
突き出る看板類については、道路法
と屋外広告物条例に基づく許可が必
要で、それぞれ土木事務所と都市計
画課への手続きが必要です。
また、道路の上空占用に伴い、道

路占用料と屋外広告物許可申請手数
料がかかります。
許可できる基準や手続きなど詳し

くは、 千葉市　道路上空　看板　

＊�置き看板やのぼり旗などは許可で
きません。

問都市計画課�☎245-5307�FAXFAX245-5627

●
●
●
●
支
店

出幅1m以内

道路の上空であっても、高さや出幅
などの基準を必ず守りましょう。

建物からの
出幅1m以内

道路からの高さ4.5m以上
（歩道上は2.5m以上）

面積
２㎡以下

敷地 道路 敷地

高さ
７m以内

許可できる看板

狭あい道路
（4m未満）

4m
2m 2m

後退用地

中心線道路境界線すみ切り用地

道
路
境
界
線

など、所有者が適切に管理してください。

垣根が道路に
はみ出ています

軽自動車税の納期限は5月31日㈫です。納付書払いの方は、スマートフォン決済を利用できます。詳しくは、 千葉市　税　スマホ決済　
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既存住宅の瓦屋根の耐風診断および耐風改修工事に係る費用の一部
を補助します。
耐風診断費補助
対　　象　�自ら所有し居住する、2021年12月31日以前に建てら

れた市内にある住宅で、屋根が瓦葺きのもの
補 助 額　診断費3分の２（上限2万1千円）
耐風改修工事費補助
対　　象　�耐風診断費補助の対象で、瓦屋根の固定方法が現行基準

に適合していないもの
補 助 額　�工事費または屋根面積に２万4千円を乗じた額のいずれ

か低い額の23パーセント（上限55万2千円）
件　　数　各30戸
申請方法　�6月15日㈬～7月15日㈮必着。申請書（建築指導課、区役

所地域振興課で配布。ホームページから印刷も可）を、建
築指導課へ持参。件数に満たない場合は、以降先着順で受
け付け。

耐風診断･耐風改修工事の契約を行う前に申請を行ってください。
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
千葉市　耐風診断　

問建築指導課�☎245-5836�FAXFAX245-5888

桜木霊園合葬墓の使用者募集

多重債務者特別相談

飼い犬のしつけ方教室

おくやみコーナーを開設瓦屋根の耐風診断･耐風改修工事
費を助成

多重債務について弁護士が相談に応じます。
日　　時　5月12日㈭･26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　5月2日㈪から電話で、消費生活センターへ。

問消費生活センター�☎207-3000�FAXFAX207-3111

受付期間5月9日㈪～31日㈫

死亡に伴う手続きがワンストップでできます

桜木霊園合葬墓の使用者を募集します。合葬墓は、普通墓地や芝生墓地と異なり、一つのお墓に多くの遺骨を一緒に
埋蔵する形態の墓地です。承継の心配もなく、墓石を設置しないことで費用を軽減できます。合葬墓に納骨された遺骨
は、建物内に設置された納骨棚に使用許可後30年間安置した後、ほかの遺骨と合祀します。
申 込 対 象　市内に1年以上（申込区分Ⓒ
は1年以内でも可）継続して居住してお
り、現在、桜木霊園･平和公園の普通墓地
または芝生墓地の使用許可を受けてい
ない方（申込区分Ⓒを除く）

使　用　料　1体7万円（施設の維持管理費
を含む）

申 込 方 法　5月9日㈪～31日㈫消印有
効。申し込みのしおり（5月9日㈪から、
桜木霊園管理事務所、生活衛生課、平和
公園管理事務所、区役所地域振興課で配
布）に添付の申込書を、〒264-0028若
葉区桜木1-38-1桜木霊園管理事務所へ
郵送または持参。電子申請も可（5月9日
㈪8：30～31日㈫17：00受信分まで有
効）。

使用者の決定　7月8日㈮9：30～11：30、
市役所8階正庁で公開抽選（結果は全員
に通知）。当選した方は、8月15日㈪まで
に資格審査を行います。

問桜木霊園管理事務所�☎231-0110�FAXFAX231-0124

申込区分･募集数･申込資格
申込区分 募集数 申込資格

焼
骨
を
お
持
ち
の
方
＊
１

Ⓐ1体分 150枠（150体）
申込者と焼骨との続柄が配偶者、2親等内の血族、
または千葉市パートナーシップ宣誓をしている方

Ⓑ2体分（焼骨2体分また
は焼骨1体分と申込者本
人）

265枠（530体）

Ⓒ市営墓地返還 160体
現在、市営霊園（桜木霊園･平和公園）の普通墓地
または芝生墓地の使用者で、使用中の墓地を返還
すること

生
前
に
申
し
込
む
方

Ⓓ1体分
75歳以上＊2 80枠（80体）

申込者本人が使用すること
75歳未満＊3 80枠（80体）

Ⓔ2体分 50枠（100体）
申込者本人が使用し、申込者と一緒に埋蔵される
方との続柄が配偶者、2親等内の血族、または千
葉市パートナーシップ宣誓をしている方（申込者
と一緒に埋蔵される方は、市外在住でも可）

＊1　�祭祀を主宰する方が申し込めます。なお、分骨での申し込みはできません。焼骨との続柄
が配偶者、2親等内の血族、および千葉市パートナーシップ宣誓をしている方に存命者がい
ない場合は、ご相談ください。

＊2　1948年（昭和23年）4月1日以前生まれ　
＊3　1948年（昭和23年）4月2日以降生まれ

死亡に伴う各種手続きを支援するおくや
みコーナーを各区役所に5月30日㈪から
開設します（緑区は開設済み）。
必要な手続きを案内するほか、申請書の

代行作成や書類などの受理をワンストップ
で行います。

犬に関する法令や習性、抱き方など犬を飼う
際に必要な知識を学びます。
上手にしつけて、愛犬と楽しい生活を送りま

しょう。
日　　時　5月12日㈭13：30～16：00
会　　場　動物保護指導センター
内　　容　�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（予定も含む）
　　　　　�犬を飼っている場合は、犬の登録が済んでいること
定　　員　先着25人
申込方法　5月2日㈪から電話で、動物保護指導センターへ。

問動物保護指導センター�☎258-7817�FAXFAX258-7818

場　　所　区役所市民総合窓口課
対　　象　�国民健康保険、国民年金、介護保険、障害・高齢福祉など

に関する手続き
予約方法　�利用の5開庁日前までに電話で、中央区☎221-2162、花

見川区☎275-6864、稲毛区☎284-6152、若葉区☎
233-8160、緑区☎292-8163、美浜区☎270-3160

亡くなった方の住民登録がある区役所での受付となります。
問区政推進課�☎245-5518�FAXFAX245-5550

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。

2022年（令和4年）5月号 くらし・地域 5ちば市政だより



新婚･子育て世帯の転居を応援

チャレンジシニア教室

家族介護者研修

介護支援ボランティアに
なりませんか

ちばしウオーキングポイント

結婚を機に市内の高経年住宅団地へ転居する新婚世帯や、市内に居
住する親世帯とこれから同居･近居する子育て世帯を応援するため、
必要な費用の一部を助成します。
結婚新生活支援
結婚を機に市内の高経年住宅団地へ転居する若い世帯に、住居費･

引越費用･リフォーム費用を最大30万円助成します。
主な要件
・2022年1月1日以降に婚姻届が受理されている
・婚姻届の受理日時点で、夫婦の双方が39歳以下
・2021年の夫婦の合計所得が400万円未満
・�夫婦の双方またはいずれかが、市内の高経年住宅団地以外から高
経年住宅団地へ転居し、申請から2年以上継続して居住する意思
を有する　など
募 集 数　先着30組
申請方法　�6月1日㈬から、申請書（住宅政策課で配布。ホームペー

ジから印刷も可）と必要書類を住宅政策課へ持参。
補助金の対象となる高経年住宅団地やそのほかの要件など、詳しく

はお問い合わせください。 千葉市　結婚新生活支援　

問住宅政策課�☎245-5849�FAXFAX245-5795
三世代同居･近居支援
市内に居住する親世帯とこれから同居･近居する子育て世帯の三世

代家族に、必要な費用の一部を最大50万円助成します。
主な要件
・�離れて暮らしている三世代の家族が、これから市内で同居または
近居（直線で1キロメートル以内）する

・親が65歳以上で、1年以上市内に居住している
・親が子と同居していない
・孫が18歳に達してから最初の3月31日を迎えていない　など
申出期限
・住宅の新築･増改築に要する費用＝建築工事の着手前まで
・住宅の購入･賃貸借契約に要する費用＝契約締結の前まで
・転居に要する引越費用＝転居の前まで
申出期限までに申出書の提出が必要です。そのほかの要件など詳し

くは、事前にお問い合わせください。
問高齢福祉課�☎245-5166�FAXFAX245-5548

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。 千葉市　チャレンジシニア教室　

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（黒砂公民館は12人。初めての方を優先）
申込方法　�5月2日㈪～13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

在宅で高齢者を介護している家族が日頃困難に感じている介護方法
を、経験豊富な講師から実技を含めて学べます。テーマに沿った講習
のほか、介護方法に関する疑問や質問にも答えます。
日　　時　①6月7日㈫、②8日㈬、③9日㈭、④10日㈮
　　　　　10：00~12：30
会　　場　�①花見川保健福祉センター、②稲毛保健福祉センター、

③若葉保健福祉センター、④県医師会地域医療総合支援
センター（中央区千葉港4-1）

内　　容　�①~③負担の少ない介護のコツ（排泄･移乗）、④負担の
少ない介護のコツ（ベッド上の介護･福祉用具を使った
介護）

対　　象　高齢者を介護している家族など
定　　員　各20人
申込方法　�5月27日㈮までに電話で、県ホームヘルパー協議会へ。

FAX･ Eメールchihokyo@kfz.biglobe.ne.jpも可（必要事項
12面のほか、希望会場を明記）。

問県ホームヘルパー協議会�☎242-5376�FAXFAX242-6376

介護支援ボランティアは、市内の高齢者施設
などで、食事の配膳や入所者の話し相手、レク
リエーションの指導や補助を行います。ボラン
ティアに登録するには、心構えや認知症･感染
症などについて学ぶ、介護支援ボランティア登

1カ月間で1日平均6,000歩以上のウオーキングを継続した方へ、ち
ばシティポイントを付与します。
人混みを避けたウオーキングで健康とポイントを獲得しませんか。
対　　象　市内在住･在勤･在学の方
付与条件　・�毎月1日平均6,000歩を達成＝50ポイント（年間最大

600ポイント）
　　　　　・�3カ月に1回ウオーキングによる健康状態の変化を振

り返り、健康づくりを宣言＝100ポイント（年間最大
400ポイント）

参加方法など詳しくは、パンフレット（保健福祉センター健康課、区
役所などで配布）をご覧いただくか、ホームページでご確認ください。
ちばしウオーキングポイント　

問ちばしウオーキングサポート事務局（参加方法やポイントについて）
☎0570-056-132（平日9：30~18：30）
健康推進課（制度について）☎245-5794�FAXFAX245-5659

区 会場 日程（全6回） 時間
中央 ハーモニープラザ 6/8～7/20（6/29を除く）の水曜日 午前
花見
川

幕張コミュニティ
センター

6/6~7/25（6/20、7/18を除く）の
月曜日 午前

稲毛 黒砂公民館 6/2～7/14（6/23を除く）の木曜日 午前

若葉 千城台コミュニテ
ィセンター 6/7～7/12の火曜日 午前

緑 鎌取コミュニティ
センター 6/8～7/20（6/22を除く）の水曜日 午後

美浜 真砂コミュニティ
センター 6/17～7/29（7/8を除く）の金曜日 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）

録研修会の受講が必要です。ぜひ、お申し込みください。
登録研修会
日　　時　①6月13日㈪、②7月13日㈬14：00～15：30
会　　場　①花見川保健福祉センター、②緑保健福祉センター
対　　象　市内在住の65歳以上の方（介護保険の第1号被保険者）
定　　員　各30人程度
申込方法　�①5月30日㈪、②6月29日㈬消印有効。はがきに必要事

項12面を明記して、〒260-8722千葉市役所介護保険管
理課へ。FAX、Eメールkaigohokenkanri.HWS@city.chiba.
lg.jpも可。

ボランティア登録し、ボランティア活動を行うと、介護保険料や市
社会福祉基金への寄付などに使えるポイントがもらえます。活動内容
など詳しくは、 千葉市　介護支援ボランティア　

問介護保険管理課�☎245-5206�FAXFAX245-5623

スポーツ施設（蘇我スポーツ公園などを除く）の抽選受付は利用希望日の前月7日まで。申込方法など詳しくは、 千葉市スポーツ施設
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2021年11月までに2回目の接種を受けた方には、接種券のお届けが始まっています。
12〜17歳の方への3回目接種に使用されるワクチンは、現時点ではファイザー社製のみとされているため、一部の医療機関や集団接種会場

では、12〜17歳の方の「専用枠」を設けて予約を受け付けています。
接種会場や空き状況、新型コロナワクチンの最新情報など詳しくは、 千葉市　コロナワクチン　お知らせ

2回目の接種から6カ月が経過していれば、接種券が届き
次第、予約可能な接種枠を予約して接種を受けられます。

＊�接種券のお届けは、発送日の翌々日から数日間かかりま
す（土･日曜日、祝日を除く）。発送日からしばらく経っ
ても接種券が届かない場合は、市コロナワクチン接種コ
ールセンターにお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少したが、
国の支援金の対象外となる事業者へ市独自の支援金を支給しま
す。
対　　象　�新型コロナウイルスの影響で、2021年11月〜

2022年3月の任意の1カ月の売上高が過去3年以内
の同じ月と比較して20%以上30%未満減少した月
があり30%以上減少した月がない中小企業者また
は個人事業主

＊�30%以上減少した月がある場合は、国の事業復活支援金の対
象となる場合があります。重複受給はできません。

　支 給 額　20万円
申請期限　7月15日㈮まで

　�申請方法など詳しくは、 千葉市　中小企業者事業継続支援金

2021年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少
し、世帯全員の個々の収入が住民税非課税相当となった世帯（家計急変
世帯）等に、10万円を給付します。給付金を受け取るためには、申請書
の提出が必要です。
申請期限　9月30日㈮消印有効

　�申請方法など詳しくは、 千葉市　住民税非課税　給付金　

問市非課税世帯等給付金コールセンター
　☎0120-201-745(平日8：30〜17：30)
　耳や言葉の不自由な方�FAXFAX245-5541�Eメールkyuhukin-suisin@city.chiba.lg.jp

Ｑ.新型コロナウイルスに感染したことのある人も接種を受けられますか？
Ａ.�１･２回目、３回目接種にかかわらず、新型コロナウイルスに感染したこ

とのある方もワクチンの接種を受けられます。

Ｑ.接種券をなくしてしまいました。どうすればいいですか？
Ａ.�再発行しますので、市コロナワクチン接種コールセンターにご連絡いただ

くか、市ホームページから申請方法をご確認のうえ申請してください。

Ｑ.予約しないと接種を受けられないのですか？
Ａ.��一部の集団接種会場では予約不要で接種を受けられる日時もあります。詳

細は市ホームページをご確認いただくか、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。

■12～17歳の方もワクチンの3回目接種を受けられるようになりました

■3回目のワクチン接種券を発送します

■中小企業者事業継続支援金 ■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

■ワクチンのよくある質問と回答

新型コロナウイルス感染症関連情報

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

●�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の問い合わせ
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）

問中小企業者事業継続支援金事務局
☎202-1821�FAXFAX202-6008

本紙掲載の催しは、新型コロナウイルスの影響で中止や内容などを
変更することがあります。最新の情報を主催者にご確認ください。
参加する時はマスクを着用し、体調がすぐれない場合などは、参加

を控えるようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関する情報は、 千葉市　コロナ　

2回目接種月 発送予定日
2021年12月 5月24日㈫
2022年1月 6月21日㈫
2022年2月 7月19日㈫
2022年3月 8月23日㈫

＊ワクチン接種に関して掲載している情報は、4月12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。

3回目接種の予約方法
　個別接種で各医療機関が直接予約を管理する「かかりつけ
枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してく
ださい。
　個別接種でどなたでも接種を受けられる「一般枠」を予約
する方のほか、集団接種会場を予約する方は、お手元に接種
券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンター【下
記】にお問い合わせいただくか、市ワクチン接種予約サイト
から予約してください。
　なお、個別接種の「一般枠」は、医療機関に直接連絡をし
ても予約できませんので、ご注意ください。

集団接種

医療機関ごとの予約方法で予約

市コロナワクチン接種コールセンター
または市ワクチン接種予約
サイトから予約

かかりつけ枠

一般枠

個
別
接
種

市ワクチン接種
予約サイト

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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がん検診の計画を立てましょう
がんは知らないうちに発生し、一定の大きさにならないと自覚症状が現れません。症状がなく早期に発見できる期

間はわずか1･2年です。早期に発見し、治療できればがんによる死亡のリスクは低下し、治療にかかる時間や身体的
負担、経済的負担は少なくなります。ぜひ、定期的に受診してください。
市のがん検診では実際にかかる費用よりも安く受けることができます。検診を受診するには「がん検診等受診券シ

ール」が必要です。

検診書類を5月中旬に郵送します
市のがん検診を受診するには、がん検診等受診券

シールが必要です。今年度の検診書類（受診券シー
ル、がん検診等のご案内（冊子）、がん集団検診を受
診する方へ）を5月中旬に郵送します。
年齢や性別などにより、その人に合わせた受診券

シールを郵送するので、同じ世帯でも郵便の到達日
が異なる場合があります。
検診書類が届かず、職場検診など、ほかに検診の

検診期間　来年2月28日㈫まで
受診方法　�検診ごとに個別検診または集団検診の

いずれかを受診してください。集団検
診は、大腸がん検診以外の全ての検診
が完全予約制です。

個別検診　�協力医療機関での受診です。医療機
関に予約をして、受診してください。

集団検診　�検診車での受診です。予約開始日は、
検診書類をご確認ください。予約受
付電話番号は、ホームページまたは
市政だより6月号をご覧ください。
千葉市　集団検診予約　

受診機会がない方で、検診を希望される方は、健康支援課へお申し込みください。
検�診書類の申込方法　はがきに必要事項12面のほか、「がん検診書類申し込み」と明
記して、〒261-8755千葉市役所健康支援課へ。電話、FAX、電子申請も可。

　 千葉市　がん検診　

歯周病検診
歯周病は、口の中だけでなく、動

脈硬化や糖尿病などの全身の疾患と
密接な関係があります。
歯周病を予防するため、原因とな

る歯垢の付き方、歯周組織の状態を
診てもらいましょう。
対象の方に、受診券シールをがん

検診の検診書類と一緒に郵送します。
検診期間　来年2月28日㈫まで
対�　　象　・�来年3月31日時点で

40･45･50･55･60･65･70歳の方
　　　　　・�2020年度または2021年度歯周病

検診の対象で未受診の方
料　　金　�500円（70歳の方は無料。市民税非課

税世帯などの方は免除。受診の前に手
続きが必要です。）

受診方法　�受診券シールを持参の上、協力歯科医
療機関で受診（要予約）

がんは身近な病気です
自分はがんにかからないから大丈夫と思っていませんか。がんになる可能性は誰に

でもあります。日本人の2人に1人ががんにかかるといわれ、3人に1人ががんで亡く
なっています。市でも、がんは死因の第1位となっており、年間約2,800人が亡くな
っています。がん検診を受診して精密検査が必要と判定された方は、必ず医療機関を
受診しましょう。
また、明らかな自覚症状のある方も、それぞれの身体状態に応じた適切な検査や治

療が必要になりますので、必ず受診しましょう。

問健康支援課�☎238-1794�FAXFAX238-9946

市で行っているがん検診

早期発見･早期治療を心掛けよう

編集担当K

検診･検査名 対象
（2023年3月31日時点の年齢）

主な検診項目
（すべての検診に問診を含む）

料金＊1

個別検診 集団検診
肺がん検診 40歳以上 胸部エックス線検査 600円 300円
大腸がん検診 40歳以上 便潜血検査 600円 300円

胃がん検診 40歳以上（前年度、内視鏡検査未受診の方）
胃部エックス線検査 2,200円 1,100円
胃内視鏡検査＊3（50歳以上で偶数歳の方のみ選択可） 3,000円

乳がん検診＊2
30歳代の女性 超音波検査 1,200円 600円
40歳代の女性 マンモグラフィ2方向 1,500円 750円
50歳以上の女性 マンモグラフィ1方向 1,200円 600円

子宮がん検診＊2 20歳以上の女性 子宮頸部細胞診 1,200円 600円
前立腺がん検診＊3 50歳以上5歳ごとの男性 血液検査 1,200円
胃がんリスク検査 20～39歳（1人1回） 血液検査 500円
＊1　70歳（肺がん検診は65歳）以上は無料。市民税非課税世帯などの方は免除。受診の前に手続きが必要です。
＊2　2年に1度（前年度、市の検診を受診していない方）、受診できます。
＊3　前年度（前立腺がん検診は前々年度も含む）の受診券シールをお持ちで未受診の方も受診できます。
　　　詳しくは、 千葉市　がん検診　

緑またはピンクの封筒で郵送します

がんを早期に発見できる期間はわずかです!
1cmの大きさになるまで

およそ10年
大きさが1cm未満のがんは
検診での発見が難しい

早期発見
できる期間
わずか1・2年

定期的にがん検診を受けていない
と、自覚症状が出た時にはがんが
進行している可能性もあります。

がん細胞がん細胞

定期的にがん検診

異常なし
定期的に検診を受けていたから、
ここで発見できたんだね。

＊がんの種類などによって進行の度合いは異なります。

1cm1cm 進行した
がん

2cm2cm

早期発見

歯周病は、自覚
症状なく進行し
ます。市では、
40歳の約5割の
方が歯周病と言
われています。

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

2022年（令和4年）5月号健康・福祉8 ちば市政だより



毎年の健診で生活習慣病を予防しましょう

シニアリーダー養成講座 ヘルシーカムカム2022

外国語で楽しもう‼絵本の世界

区分 特定健康診査 健康診査

対象者 40～74歳の各医療保険被
保険者

後期高齢者医療制度の被保険
者

（75歳以上の方、一定の障害が
あると認定された65歳以上の
方）

内容

問診、身体測定（身長·体重･
腹囲･BMI）、理学的検査、血
圧測定、尿検査、血液検査

（脂質、血糖、肝機能、腎機
能、尿酸）

問診、身体測定（身長･体重･ 
BMI）、理学的検査、血圧測定、
尿検査、血液検査（脂質、血糖、
肝機能、腎機能、アルブミン）

＊医師が必要と認めた場合、貧血検査･心電図検査･眼底検査

健診（特定健康診査･健康診査）は、生活習慣病を予防するため、40
歳以上の方を対象に、加入している医療保険者（保険証の発行元）が行
います。主に、内臓脂肪の蓄積に着目し、結果をもとに保健指導を行う
ことで、要因となっている生活習慣の改善を目指しています。受診方法
や実施時期などは、保険証の発行元に確認しましょう。
市が行っている特定健康診査･健康診査

市では、市内在住の千葉市国民健康保険と千葉県後期高齢者医療制度
に加入している方を対象に、健診を実施しています。対象となる方には、
5月末までに届くように受診券を発送していますので、届いていない方
や紛失した方はお問い合わせください。
受診方法　協力医療機関に直接予約の上、受診。
持 ち 物　受診券、保険証
料　　金　500円（後期高齢者は無料）

問市役所コールセンター ☎245-4894 FAXFAX248-4894

健診結果の提供にご協力を
2022年度国民健康保険加入中に職場健診や人間ドック（市負担健

診を除く）を受けた方は、健診結果を提供してください。提供された
結果は、今後の事業計画に活用します。謝礼として、クオカード500
円分または、ちばシティポイント500ポイントを差し上げます。
対　　象　来年3月31日時点で40～74歳の方
申請期間　6月1日㈬～来年5月31日㈬
申請方法　 申請書（健康支援課で配付。ホームページから印刷も可）

と健診結果のコピーを、〒261-8755千葉市役所健康支
援課へ郵送。電子申請も可。

詳しくは、 千葉市　健診結果提供　

健診結果を活かしましょう
千葉市国民健康保険の医療費全体の3分の1を生活習慣病が占めて

います。健診結果から日々の生活習慣を見直すことで、発病や重症化
を予防することができます。
特定保健指導（健康サポート）を受けましょうと言われたら

生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による予防効果が
期待できます。専門スタッフによるサポートを受けましょう。
再検査、治療が必要と言われたら

自覚症状がなくても、必ず受診しましょう。生活習慣病は、自覚症
状なく進行します。自覚症状が出る頃には、重症になっている病気も
あります。

介護予防の重要性や知識、運動指導の技術を学び、地域の介護予防
活動のリーダーとなる人を養成します。

6月4日～10日は歯と口の健康週間です。
この機会に、むし歯や歯周病の予防方法を学び、歯や口の健康づく

りについて考えてみませんか。
詳しくは、 千葉市　ヘルシーカムカム

日　　時　5月29日㈰①~③10：00～16：00、④11：00~12：00
会　　場　そごう千葉店①~③6階、④1階
内　　容　 ①フッ化物歯面塗布体験、②口腔がん検診、③クイズで

学ぼう‼お口の健康、④表彰式（親と子のよい歯のコン
クール、8020長生きよい歯のコンクール）

対　　象　 ①3歳以上の方（中学生以下は保護者同伴）、②おおむね
40歳以上の方

定　　員　①100人、②120人
申込方法　 ①②5月9日㈪必着。はがきに必要事項12面のほか、前半

･後半の希望、家族で申し込みの場合は、参加者全員の名
前･年齢を明記して、〒260-8722千葉市役所健康推進
課へ。③④当日直接会場へ。

問健康推進課 ☎245-5794 FAXFAX245-5659

対　　象　5歳児～小学生の子どもと保護者
定　　員　先着10組20人程度　　申込方法　当日直接会場へ。

問中央図書館 ☎287-3980 FAXFAX287-4053
月曜日（祝･休日の場合は翌日）、第3木曜日休館

外国語絵本の読み聞かせ会を開催します。親
子で絵本の世界を楽しみませんか。
日　　時　6月5日㈰15：00～15：30
会　　場　生涯学習センター

対　　象　 市内在住の方（要介護･要支援認定を受けている方を除く）
定　　員　①～③⑤⑥20人、④18人
申込方法　 5月31日㈫必着。はがき（1人1会場）に必要事項12面の

ほか、希望する会場名、生年月日を明記して、〒260-
8722千葉市役所健康推進課へ。電子申請も可。結果は 
6月6日㈪ごろ全員に発送。

事前説明会
活動内容や講座についての説明会を開催します。説明会に参加しな

くても、講座には申し込めます。
日時5月24日㈫14：00～15：00
場所美浜保健福祉センター　定員先着30人
申5月2日㈪～5月20日㈮に電話で、健康推進課へ。

問健康推進課 ☎245-5146 FAXFAX245-5659

40歳以上の方対象

千葉市　シニアリーダー養成講座　

会場 日程（全12回）

① 中央コミュニティ
センター 6/21～9/6の火曜日10：00～12：00

② 幕張コミュニティ
センター 6/21～9/6の火曜日14：00～16：00

③ 稲毛保健福祉セン
ター

6/16～9/8（8/11を除く）の木曜日
10：00～12：00

④ 千城台コミュニテ
ィセンター 6/17～9/2の金曜日10：00～12：00

⑤ 鎌取コミュニティ
センター 6/17～9/2の金曜日14：00～16：00

⑥ 美浜保健福祉セン
ター

6/16～9/8（8/11を除く）の木曜日
14：00～16：00

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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千葉市をより良くするためにどうしたらよいか考え、活動する子ど
もたちを募集します。
今回は、千葉市におけるフードロスやフードバンクなどの食の問題

について学ぶとともに、改善に向けてどのような取り組みができるか
を話し合い、実践することを目指します。

気軽に野菜作りを体験してみませんか

西千葉子ども起業塾
～入門コース～

ホームタウン千葉市デーこども･若者の力ワークショップ

日　　時　�5～8月のうち月2回程度（原則土
･日曜日9：00～12：00）と、こど
も･若者フォーラムで活動内容を
発表（予定）。全8回程度

会　　場　子ども交流館ほか
対　　象　市内在住の小･中学生　　定　　員　15人程度
申込方法　�5月2日㈪から電話で、こども企画課へ。FAX･ Eメール�

sankaku@city.chiba.lg.jpも可（必要事項12面を明記）。
日程･内容など詳しくは､ 千葉市　こども･若者の力ワークショップ　

問こども企画課�☎245-5673�FAXFAX245-5547

会社や経済の仕組みを経理、営業、企画のテーマに分けて学びます。
経営者や社会人からアドバイスを受けながら、経営に大切な知識や

姿勢を、経験を通じて身に付けましょう。
詳しくは、 西千葉子ども起業塾　2022　

日　　時　6月11日㈯･18日㈯･25日㈯9：00～15：00　全3回
対　　象　�市内在住または在学で、インターネットを使用できる小

学4年～中学3年生。
　　　　　詳しい参加条件は、ホームページでご確認ください。
定　　員　30人
申込方法　5月22日㈰までに電子申請で。

問雇用推進課�☎245-5278�FAXFAX245-5669

千葉ロッテマリーンズのホームゲームに招待します。勝利に向けて
皆さんで応援しましょう。

日　　時　6月10日㈮18：00開始　対横浜DeNA
会　　場　ZOZOマリンスタジアム
内　　容　市民招待内野指定席B（フロア4）
対　　象　市内在住の方

市民農園の利用者を募集します。太陽の下、野菜を育てて、収穫の喜びを味わってみませんか。
各農園の所在地など詳しくは、 千葉市　市民農園　

＊�区画数は3月31日現在のもの。料金は、利用期間中の1区画（12㎡）当たりの
金額。
利用期間　5月1日㈰～来年1月31日㈫
対　　象　市内在住･在勤の方
付帯施設　トイレ（一部を除く）、水道
申込方法　�電話で、市園芸協会へ。FAXも可（必要事項12面のほか区画数を明

記）。先着順。
問市園芸協会�☎228-7111�FAXFAX228-5779　月曜日（祝･休日の場合は翌日）休業

あすみガーデン市民農園
利用期間　来年2月28日㈫まで
募集区画数　�20～40㎡＝20区画、41～60㎡＝10区画、

61～100㎡＝8区画、101～116㎡＝4区画
料　　金　1㎡当たり400円
申込方法　�電話で、大椎営農組合･林さんへ。FAXも可

（必要事項12面のほか希望区画面積･区画数
を明記）。先着順。区画面積などは希望に沿え
ない場合があります。

問大椎営農組合･林さん�☎･FAXFAX294-1335
　（19：00～21：00）
中田やつ耕園市民農園

区 農園名 町名 区画
数

料金
（円） 区 農園名 町名 区画

数
料金

（円）

花
見
川

花見川 天戸町 7 5,000

若
葉

高品第2 高品町 4 5,000
花見川新和 天戸町 8 6,000 高品第3 高品町 5 5,000
花見川そよかぜ 天戸町 3 5,000 多部田 多部田町 70 5,000
花見川ふれあい 天戸町 6 5,000 鎌池 若松町 4 5,000
柏井 三角町 9 4,000 わかまつ 若松町 3 4,000
三角町 三角町 2 5,000 若松第2 若松町 10 5,000
花見川区門原 長作町 4 6,000 若松みどりの栗園 若松町 41 5,000
花見川ながさく 長作町 12 6,000

緑
平山 平山町 33 4,000

若
葉

若葉ひなた 大草町 21 5,000 小食土 小食土町 5 4,000
下田にこにこ 下田町 41 5,000

利用期間　来年3月31日㈮まで
　　　　　　�＊4～9月＝7：00～

18：00、10月～来年�
3月＝8：00～17：00

募集区画数　20㎡＝30区画　　料　　金　10,470円
申込方法　�電話で、中田やつ耕園へ。FAX、 Eメール info@�

nakatapark.comも可（必要事項12面のほ
か、希望区画数を明記）。

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

千葉ロッテマリーンズ

定　　員　100組200人
申込方法　�5月2日㈪10：00～5月22日㈰22：00に、ホ

ームページ（https://m-ticket-rsv.marines.
co.jp/hometownchiba）から。

問マリーンズインフォメーションセンター�☎03-5682-6341
観光MICE企画課�FAXFAX245-5669

園芸協会市民農園

エリア de ジャズ Live
BAY SIDE JAZZ 2022 CHIBA

ジャズの本格的なプロ演奏を身近に体験できます。
普段ジャズを聴かない方も、ぜひこの機会に、ジャズを楽しみませ

んか。詳しくは、 ベイサイドジャズ　

日　　時　6月11日㈯13：30～14：30
会　　場　�蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館
出　　演　大原保人スーパージャズトリオ
定　　員　100人
入 場 料　�前売券＝2,000円。全席自由、就学前児入場不可。
前 売 券　�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、美浜文化ホール�
☎270-5619、若葉文化ホール�☎237-1911で販売（電
話での予約も可）。

問市文化振興財団�☎221-2411�FAXFAX224-8231

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ともにお届け♪

2022年（令和4年）5月号子育て・教育／ 魅力・観光10 ちば市政だより



第20回千葉市芸術文化新人賞奨励賞を受賞した
山本栞

か ん ち

路さんによるチェロのコンサートです。
この機会に、豊かな音色を奏でるチェロを堪能し

てみませんか。
日　　時　7月9日㈯14：00～15：00
会　　場　市民会館
定　　員　先着138人

浜辺のいきものを観察しよう‼

加曽利貝塚 春の自然観察ワーク
ショップ

ワンコインコンサート
附属機関の委員を募集

20歳のチェロコンサート 耕作放棄地の再生作業経費を補助新人賞サポートプログラム

申込方法　5月9日㈪から電話で、市文化振興財団へ。
問市文化振興財団 ☎221-2411 FAXFAX224-8231

鍵盤の代わりに、ボタンを使って演奏するアコー
ディオン（クロマチックアコーディオン）のコンサ
ートです。気軽に、鑑賞してみませんか。

日　　時　7月23日㈯14：00～15：00
会　　場　市民会館
内　　容　出演＝田村賢太郎さん（アコーディオン）

稲毛海浜公園自然観察会

自然観察指導員が生き物や植物の特徴な
どを解説します。生き物を観察するほか、
砂浜のゴミ拾いを行います。

日　　時　 5月29日㈰10：00～12：00　雨天･強風中止
集合場所　旧稲毛民間航空記念館
定　　員　先着20人程度（小学生以下は保護者同伴）
備　　考　ぬれてもよい服装で、長靴･帽子を着用。
申込方法　 5月9日㈪9：30から電話で、中央・美浜公園緑地事務所

へ。FAX･Eメールchuo-mihama.URP@city.chiba.lg.jpも可
（必要事項12面を明記)。

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

加曽利貝塚の史跡内や周辺を散策して、春の植物
や昆虫を観察します。

日　　程　5月21日㈯10：00～12：00
会　　場　加曽利貝塚縄文遺跡公園周辺
対　　象　 小学3年生以上の方（小学生は保護者同伴）
定　　員　30人
申込方法　 5月11日㈬までに電子申請で。FAX･Eメールkasori.jomon@

city.chiba.lg.jpも可（必要事項12面を明記)。
　　　　　 加曽利貝塚　春の自然観察ワーク　

問加曽利貝塚博物館 ☎231-0129 FAXFAX231-4986
月曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

耕作放棄地を再生し、生産規模拡大を目
指す農業者を対象に、再生作業経費の一部
を補助します。

詳しくは、 千葉市　耕作放棄地　

①新基本計画審議会委員
地方創生を推進する観点から千葉市基本計画（2023年度から10年

間）に基づき策定する実施計画などを審議します。
問政策企画課 ☎245-5046 FAXFAX245-5534

Eメールnext-gplan@city.chiba.lg.jp
②市図書館協議会委員

図書館の運営に関して審議を行います。
問中央図書館管理課 ☎287-4081 FAXFAX287-4074
　Eメールkanri.LIB@city.chiba.lg.jp
③資産経営推進委員会委員

資産経営の推進に関して調査･審議します。
問資産経営課 ☎245-5283 FAXFAX245-5654

Eメールshisankeiei.FIA@city.chiba.lg.jp
④福祉有償運送運営協議会委員

福祉有償運送の実施を希望する法人についての協議、登録法人に対
する必要な指導･助言などを行う協議会の委員を募集します。
問高齢福祉課 ☎245-5166 FAXFAX245-5548

Eメールkorei.HWS@city.chiba.lg.jp
任　　　　期　①7月1日㈮～来年3月31日㈮、②7月1日㈮から2年

間、③8月1日㈪から2年間、④8月1日㈪から3年間
開 催 予 定　①全2回程度、②③年3回程度、④年2回程度。いずれ

も平日。
応 募 資 格　市内在住･在勤･在学の方（①②④18歳以上）。②社会

教育活動または家庭教育の向上に資する活動を行う方。④福祉有償
運送事業者、タクシー事業者など交通関係者でない方。
＊ いずれも、市の議員･職員またはほかの附属機関の公募委員は不

可。複数に申し込むことはできません。
募 集 人 数　①2人程度、②2人、③④男女各1人
報　　　　酬　規定により支給
小論文テーマ　①基本計画で掲げる未来の実現に向け、市民をはじめ

とする多様な主体が連携してまちづくりを進めるために重要だと
考えること、および10年後の目指すべき姿の実現のために今後3年
間ですべきこと、②地域の知の拠点として、市図書館が収集･保存･
発信すべき地域の情報、それを効果的に進めるアイデア、③千葉市
の公共施設の見直しについて考えること、④福祉有償運送の役割に
ついて。①③④800字程度、②1,000字以内。

応 募 方 法　①④5月31日㈫、③6月1日㈬･②3日㈮必着。A4判用
紙に必要事項12面のほか、附属機関の名称、性別、応募理由、生年
月日、①職業（学生は専攻する学問）、②③④職歴（②社会教育また
は家庭教育に関する活動歴）を明記し、小論文を添付して、〒260-
8722千葉市役所（問い合わせ各課）へ郵送または持参。FAX、Eメ
ール、①電子申請も可。

選 考 方 法　書類･面接により選考。結果は全員に通知。
詳しくは、ホームページ（附属機関名で検索）をご覧ください。

定　　員　先着138人
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　 5月6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

山本栞路さん
©T.Taira©T.Taira

田村賢太郎さん

対　　象　 農地所有適格法人、認定農業者など
対象事業　 貸借などにより当該農地を耕作する者が行う農地の再生

作業
補 助 率　 再生作業経費100分の75以内（10アールあたり10万5

千円を上限）
＊ 農業法人などへの貸付を目指して耕作放棄地を再生する農地所有者

向けの補助制度もあります。
問農地活用推進課 ☎245-5759 FAXFAX245-5895

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。

2022年（令和4年）5月号 魅力・観光／ その他 11ちば市政だより



イベント

フェアトレードフェスタちば
2022

日時①オンライン＝5月1日㈰～29日
㈰、②きぼーる広場＝5月15日㈰ 
10：00～16：00
内容①フェアトレードについて学べる
クイズ、フェアトレード講座。②フ
ェアトレード団体の活動、フェアト
レード商品の紹介
備考①HP「フェアトレードフェスタち
ば2022」で検索。②当日直接会場へ
問フェアトレードちば☎070-2794-
7575、国際交流課 FAX245-5247

幕張メッセどきどきフリー
マーケット

日時5月3日㈷～5日㈷11：00～17：00
場所幕張メッセ国際展示場1～6ホール
料金前売券＝中学生以上700円
備考各日9：30から入場可能なチケット
の販売もあり。詳しくは、HP「どき
どきフリマ」で検索
問幕張メッセどきどきフリーマーケ
ット事務局☎296-9211 FAX296-9215

泉自然公園樹木ラリー

日時5月7日㈯10：00～15：00
内容WEBアプリ「はなもく散歩」を利
用したスタンプラリー
料金100円
備考詳しくは、HP「泉自然公園　樹木
ラリー」で検索
問㈱オリエンタルコンサルタンツ☎
070-7473-2500 FAX027-225-2000

昭和の森自然観察会「昭和
の森をぐるっと一回り」

日時5月8日㈰10：00～12：00
定員先着20人
備考50円。駐車場＝1時間100円、最大400円
申5月7日㈯17：00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)

看護の日･看護週間イベント

日時5月8日㈰13：00～17：00
場所ペリエホール
内容Webex meetingsでのオンライ
ンと会場で開催。看護の仕事に関す
る講演やトークイベントのパブリッ
クビューイング、進路相談コーナー
の設置など
定員会場＝100人
備考申込期限＝4月24日㈰。詳しくは、
HP「千葉県看護協会」で検索
問県看護協会☎245-0025 FAX248-7246

消費者教育特別展示

日時5月13日㈮～25日㈬（23日を除く）
9：00～21：00（25日は16：00まで）
場所生涯学習センター
内容市や市内団体の消費者教育への取
り組み、消費者被害防止についての
情報をパネル展示などで紹介
問消費生活センター☎207-3602 FAX
207-3111

都市緑化植物園
春のバラ展

日時5月13日㈮～15日㈰9：00～16：00
内容バラの切り花展示、苗などの販売
問都市緑化植物園☎264-9559 FAX265-
6088。月曜日（祝･休日の場合は翌
日）休園

千葉公園蓮華亭の催し

①みどりの楽講in 千葉公園「マジッ
クショー＆簡単マジック教室」

日時5月14日㈯10：00～12：00
対象小学生以上の方　料金500円

②千葉公園に紙芝居がやってくる‼
日時5月21日㈯11：30～12：00、13：00
～13：30

定員①先着20人、②各先着25人
申①5月3日㈷から電話で、カフェ･
ハーモニー☎070-4325-3650（火～日
曜日）。②当日直接会場へ
問①同カフェ☎前記、②中央･美浜
公園緑地事務所☎279-8440①② FAX
278-6287

大草谷津田いきものの里自
然観察会

日時5月15日㈰10：30～12：00。雨天中止
内容テーマ＝春にであえるトンボやチ
ョウチョ
定員15人（小学3年生以下は保護者同伴）
備考帽子、長袖、長ズボン、長靴を着
用
申5月6日㈮必着。は（1通5人まで）

に必のほか、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。 FAX245-5553、Eメール
kankyohozen.ENP@city.chiba.
lg.jpも可
問同課☎245-5195 FAX前記

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5月18日㈬、6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5月20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5月24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5月2日㈪から電話で、こころの健
康センター☎204-1582
問同センター☎前記 FAX204-1584

療育センターふれあいの家
の催し

①視覚障害者バス旅行
日時5月20日㈮13：00～16：30。雨天
決行
対象市内在住･在勤の18歳以上で視
覚障害のある方

②肢体･内部･聴覚障害者バス旅行
日時6月3日㈮13：00～16：30。雨天決
行
対象市内在住･在勤の18歳以上で肢
体･内部･聴覚障害のある方

内容行き先は、葛西臨海水族園
定員各5人（初めて参加する方優先）
持物身体障害者手帳
備考集合（12：45）･解散は、療育セン
ターふれあいの家
申5月①11日㈬･②20日㈮までに電話
で、療育センターふれあいの家☎
216-5130。 FAX277-0291も可（必を明
記）
問同施設☎･ FAX前記。月曜日、祝･休
日休館

春季千葉市ベテランテニス
大会

日時5月24日㈫9：00～15：00。予備日＝
31日㈫
場所フクダ電子ヒルスコート
内容種目＝男子の部60歳以上･65歳以
上･70歳以上･75歳以上。女子の部55
歳以上･60歳以上･65歳以上。いずれ

も、ダブルス
対象市内在住の方など　
料金1組3,000円
備考前回優勝者は、1年間同一ペアで
の参加ができません。
申5月12日㈭必着。往（1組1通）に必
のほか、種目、参加者全員の生年月
日･クラブ名（所属している方）を明
記して、〒263-0005稲毛区長沼町
183-11金森方･千葉市テニス協会へ
問同協会･金森さん☎･ FAX250-9241、
☎080-3476-7317

アートフレンズ展

日時5月24日㈫～29日㈰10：00～18：00
（24日 は13：00か ら、27日･28日 は 
20：00、29日は17：00まで）
場所市美術館9階市民ギャラリー
内容何らかの障害がありながら芸術活
動をしている人たちの美術展
問千葉幕張ロータリークラブ☎245-
3206（月～木曜日） FAX245-7525、障害
者自立支援課☎245-5175 FAX245-5549

シニア従業員のお仕事説明会

日時5月25日㈬10：00～11：30
場所都賀コミュニティセンター
内容レジ接客など多様な働き方を紹介
対象60歳以上の方　
定員各先着10人
申電話で、㈱セブン-イレブンスタッ
フ応募受付センター☎0570-031-711

（10：00～19：00）
問同センター☎前記、㈱セブン-イレ
ブン･ジャパン千葉地区事務所 FAX
274-6529

花季皐月展示会

日時5月26日㈭～30日㈪9：00～17：00
（26日は14：00から。30日は12：00まで）
場所きぼーるアトリウム
内容展示、栽培技術の指導など
問日本皐月協会千葉支部･本橋さん
☎090-8806-4004または緑政課☎245-
5775 FAX245-5885

市民吹奏楽団チバウィンド
定期演奏会

日時5月29日㈰14：00～16：00
場所市民会館大ホール
備考当日直接会場へ。詳しくは、HP「チ
バウィンド」で検索
問市民吹奏楽団チバウィンド･澤田
さん☎090-7410-6783 FAX268-3501

ちばしファミリー･サポート
･センター　地区別交流会

日時中央区＝6月9日㈭、花見川区＝2日
㈭、稲毛区＝3日㈮、若葉区＝1日
㈬、緑区＝8日㈬、美浜区＝6日㈪。
いずれも、10：00～12：00
場所保健福祉センター。稲毛区は小中
台地域福祉交流館
申5月2日㈪から電話で、ちばしファ
ミリー･サポート･センター☎201-
6571
問同センター☎前記、子育て支援館
☎201-6000 FAX201-6572（いずれも、
火曜日休館）

市少年自然の家マンスリー
ウィークエンド

日時6月11日㈯13：00～12日㈰14：00。 
1泊2日
内容焚き火でパイナップルの丸焼き、
田んぼで生きもの観察、竹の万華鏡
作り、キャンプファイアーなどのプ
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

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。
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料金高校生以上5,540円、中学生5,010円、
小学生4,850円、3～6歳児4,470円、 
3歳未満児800円
備考詳しくは、HP「千葉市少年自然の
家」で検索
申5月14日㈯必着。HP前記から申し込
み。Eメールで必のほか、参加人数、
子どもの年齢･学年を明記して、 Eメール
shusai-oubo@chiba-shizen.jpも
可
問同施設☎0475-35-1131 FAX0475-35-
1134

千葉港発着高速ジェット船
で行く伊豆大島（日帰り）

日時6月12日㈰･13日㈪7：50～17：50
内容Aコース＝島内バス観光、Bコー
ス＝三原山ハイキング。いずれも、
昼食付き、添乗員同行
定員各先着60人
料金Aコース＝中学生以上12日18,900
円、13日16,900円。Bコース＝中学生
以上12日16,900円、13日14,900円。小
学生＝各4,000円引き
備考集合＝ケーズハーバー1階（中央
区中央港1）。参加には事前申込が必
要です。詳しくは、お問い合わせく
ださい（コース番号155-0806）。
問読売旅行東日本販売センター☎
050-3172-4343（9：30～17：30。祝日
を除く） FAX050-3174-4300

千葉いのちの電話ふれあい
チャリティコンサート

日時6月12日㈰13：30～15：30
場所市文化センター
内容外山喜雄とデキシーセインツによ
る演奏
定員先着500人
料金指定席＝3,500円、自由席＝2,500円
申5月2日㈪から電話で、県いのちの
電話協会事務局☎222-4322
問同協会☎前記（平日9：00～17：00）
FAX227-6911

講演会「ひきこもりの理解
と支援」

日時6月17日㈮14：00～16：00
場所ハーモニープラザ
内容テーマ＝ひきこもりで悩む方へ～
家族が前向きになるために～。講師
＝白石弘巳さん（なでしこメンタル
クリニック院長）
定員先着100人
申5月2日㈪から電話で、ひきこもり
地域支援センター☎204-1606。 FAX
204-1607も可（必を明記）

ミニバスケットボール3on3
大会

日時7月3日㈰8：30から
場所千葉ポートアリーナ
内容男女別で、小学3･4年生、5･6年生
の各部に分かれて試合をします。
対象市内在学の小学3～6年生
料金1チーム1,000円
備考傷害保険の加入が必要
申5月30日㈪～6月15日㈬必着。申込
書（市スポーツ協会HPから印刷）を、
〒260-0025中央区問屋町1-20千葉市
スポーツ協会へ
問同協会☎238-2380 FAX203-8936

徳田雄一郎with山田貴子サ
ックス×ピアノコンサート

日時7月18日㈷14：00～15：30
場所市民会館
料金前売券（全席自由）＝1,500円
備考就学前児の入場不可。5月10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。詳しくは、市文化振興財団HP

で検索
問同財団☎221-2411 FAX224-8231

春風亭一之輔のドッサリま
わるぜ2022

日時7月31日㈰14：00～16：00
場所文化センター
料金前売券（全席指定）＝3,700円
備考就学前児の入場不可。4月30日㈯
から販売。詳しくは、市文化振興財
団HPで検索
問文化センター☎224-8211 FAX 224-
8231

教室・講座

市シルバー人材センター
パソコン教室

日時①初めてのエクセル入門＝5月 
11日㈬。②ワードで案内地図の作成
＝5月18日㈬･25日㈬。③初めての日
本語入力＝5月23日㈪。④エクセル

「やさしい関数と表作成」＝6月8日㈬
･15日㈬。⑤ワードで手作り名刺＝ 
6月27日㈪。いずれも、13：00～16：00。
②④全2回
対象①②④⑤パソコンで文字入力がで
きる方
定員各先着6人
料金①③1,500円、②④5,300円、⑤2,900円
申5月2日㈪から電話で、市シルバー
人材センター☎265-0070
問同センター☎前記 FAX265-0048

谷津田の自然体験教室「田
植え体験（手植え）」

日時5月22日㈰10：00～12：00。雨天の
場合29日㈰に延期
場所大草谷津田いきものの里
対象小学3年生以上の方　定員20人
備考膝下までの長靴を着用。詳しく
は、HP「谷津田の自然体験教室」で
検索
申5月11日㈬必着。は（1通5人まで）
に必のほか、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。FAX245-5553、 Eメール 
kankyohozen.ENP@city.chiba.
lg.jpも可
問同課☎245-5195 FAX前記

ハス守りさん養成講座

日時5月21日㈯･29日㈰、6月26日㈰、 
7月17日㈰、8月21日㈰、11月6日㈰、
2月12日㈰、3月12日㈰。各2時間程
度。全8回
場所千葉公園など
内容ハスに関する知識、栽培方法など
を学び、オオガハスのイベントで活
動するボランティアを養成
定員10人
備考申込書配布場所＝区役所地域振興
課、市民センター、公民館、公園緑
地事務所、都市緑化植物園。HP（「ハ
ス守りさん」で検索）から印刷も可
申5月16日㈪必着。申込書を〒260-
8722千葉市役所緑政課へ。 FAX 245-
5885、 Eメール midoritohana@city. 
chiba.lg.jpも可
問同課☎245-5775 FAX前記

市社会福祉研修センター
社会福祉セミナー

日時①5月25日㈬9：55～12：30。②5月 
25日㈬13：25～16：00。③講義＝6月 
28日㈫13：25～15：00、調理実習＝6月
29日㈬･30日㈭、7月1日㈮のいずれ
か1日9：55～13：00。全2回。
内容①おうちで困らない介護講座（起

き上がり編）、②おうちで困らない
介護講座（移動･移乗編）、③講義＝
からだキープでいつでも健康に、調
理実習＝夏の栄養バランスごはん
定員①②先着8人、③先着18人
料金③600円
申5月2日㈪から電話で、市社会福祉
研修センター☎209-8841。 FAX 312-
2943も可（必のほか、③の調理実習
の日程は第2希望まで明記）

マンション管理士によるセ
ミナー･相談会

日時5月28日㈯13：00～16：00
場所中央コミュニティセンター
内容セミナーテーマ＝適正化法改正に
対応した管理組合の心構えと対応に
ついて。国交省のガイドラインに沿
った長期修繕積立金額の設定の在り
方について
定員セミナー＝先着20人、相談会＝4組
申5月27日㈮12：00までに電話で、県
マンション管理士会☎244-9091。 FAX
244-9094も可（必を明記）

菊づくり講習会

日時5月29日㈰9：30～10：30
場所亥鼻公園　内容大菊の作り方
備考当日直接会場へ。講習後、菊苗の
無料配布（定員先着100人）。菊苗販売
＝9：00～12：00
問千葉秋芳会･嶋田さん☎090-5533-
6207 FAX047-472-7952

アーチェリー体験教室

日時5月29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5月13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普通救命講習会
日時 場所6月1日㈬･18日㈯9：00～12：00、
13日㈪･22日㈬13：30～16：30＝セー
フティーちば。6月8日㈬･27日㈪
13：30～16：30＝救助救急センター。
6月15日㈬13：30～16：30＝花見川消
防署。6月16日㈭13：30～16：30＝若
葉消防署

②上級救命講習会
日時6月2日㈭･19日㈰9：00～17：00
料金1,000円

③上級救命再講習会
日時6月3日㈮･29日㈬9：00～12：00、
12日㈰13：30～16：30
対象上級救命講習を修了した方

④パパ＆ママ救命教室
日時6月11日㈯10：30～11：15、14：30
～15：15

⑤WEB講習会
日時6月29日㈬14：00～15：30

場所②③⑤セーフティーちば、④子育
て支援館
定員①～③⑤各先着5人、④各5組
備考詳しくは、HP「防災普及公社」で
検索
申5月2日㈪から電話で、防災普及公
社☎248-5355。HP前記からも可
問同公社☎前記 FAX248-7748

南部青少年センターの講座

①高校生と一緒に作る科学工作講座

日時6月11日㈯13：30～16：00
対象小学3年～中学生
定員先着12人　
料金1,000円

②英会話入門
日時6月18日㈯･25日㈯10：00～11：30。
全2回
内容具体的な場面を想定した初心者
向けの講座
対象16歳以上の方　定員先着12人

申①5月10日㈫･②11日㈬から電話
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･休日休館

稲毛ヨットハーバーの教室
ヨット入門コース

日時6月5日㈰9：30～15：30。荒天中止
対象16歳以上の方
定員10人　料金5,000円
申5月16日㈪～19日㈭10：00～16：00
に電話で、稲毛ヨットハーバー☎
279-1160
問同施設☎前記 FAX279-1575。火曜日

（祝･休日の場合は翌日）休館

ジュニアスポーツ指導者講
習会

日時6月11日㈯、7月9日㈯9：45～15：45。
全2回
場所中央コミュニティセンター
内容テーマ＝小･中学生、高校生に対す
る走り方･トレーニングの指導方法、
メンタルトレーニング、実技
対象18歳以上の方
定員30人　料金500円
申5月31日㈫必着。往に必のほか、小
･中学生、高校生を対象にスポーツ
指導をしている場合は競技名･対象
の子どもの学年を明記して、〒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

健康づくりスポーツ教室

日時①体幹トレーニング＝6月22日～ 
7月27日の水曜日。②格闘技エクササ
イズ＝6月30日～8月4日の木曜日。
③ビューティーピラティス＝7月5日
～8月9日の火曜日。いずれも、19：30
～20：30。各全6回
場所千葉ポートアリーナ
対象18歳以上の方
定員12人　料金1,500円
申5月15日㈰必着。往（1人1通1教室）
に必を明記して、〒260-0025中央区
問屋町1-20千葉市スポーツ協会へ。
Eメールsanka@chibacity.spo-sin.or.jp
も可
問同協会☎238-2380 FAX203-8936

生活援助型訪問サービス
スタッフ資格取得研修

日時6月23日㈭･24日㈮10：00～16：00。
全2回
場所市社会福祉研修センター
内容身体介護を伴わない調理･掃除な
どの生活援助を提供する訪問サービ
スの資格を取得できる研修です。
定員20人程度
申5月27日㈮必着。はまたは封書に、
必のほか生年月日を明記して、〒
260-0844中央区千葉寺町1208-2千葉
市社会福祉研修センターへ。 FAX312-
2943、Eメールkensyuu-c@chiba-shakyo.
jpも可
問同センター☎209-8841 FAX前記

創業プラン作成スクール

日時7月2日～23日の土曜日10：00～ 

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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16：00。全4回
場所習志野市役所
内容中小企業診断士による創業計画の
作成、創業社長の体験談など、後日
個別相談（希望者のみ）
定員30人
申5月23日㈪～6月10日㈮に県信用保
証協会HPから
問同協会☎311-5001 FAX221-8424

相　談

ちば司法書士総合相談セン
ター相談会

日時5月7日～28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、自作した書類の確認不可
申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

建築相談

日時5月8日㈰10：00～15：00
場所生涯学習センター1階アトリウム
内容建築士による住宅の設計･建築･耐
震診断など
備考当日直接会場へ。電話相談不可
問県建築士事務所協会千葉支部☎
･ FAX302-8280

生涯現役センター＆シルバー
人材センター出張相談会

日時 場所5月9日㈪＝アリオ蘇我、10日㈫
･26日㈭＝イオンスタイル鎌取、12日
㈭＝イオンタウンおゆみ野、16日㈪
･30日㈪＝イオンマリンピア店、18日
㈬＝イコアス千城台、24日㈫＝イオ
ンモール幕張新都心。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
問生涯現役センター☎256-4510 FAX
256-4507

こころの健康センターの相談

日時①思春期相談＝5月9日㈪･13日㈮
･27日㈮14：00～16：00。②アルコー
ル･薬物依存相談＝5月11日㈬、6月 
2日㈭14：00～16：00。③一般相談＝ 
5月18日㈬10：00～12：00。④高齢者
相談＝5月19日㈭14：00～16：00。⑤
ギャンブル等依存相談＝6月8日㈬
13：30～16：30
内容①～④専門医、⑤司法書士による
相談
対象本人または家族　定員各3人
申5月2日㈪から電話で、こころの健
康センター☎204-1582
問同センター☎前記 FAX204-1584

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5月11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5月2日㈪9：00から電話で、広報
広聴課☎245-5609

特設法律相談
日時5月28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5月2日㈪～19日㈭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

ふるさとハローワークの就
労相談

オンライン相談
日時5月12日～26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5月17日㈫10：00～15：00
場所イオンマリンピア店4階
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

分譲マンション相談･アドバ
イザー派遣

日時5月12日㈭＝大規模修繕･維持管理
･建替えに関する相談、19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5月2日㈪～前週金曜日に電話で、
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☎245-5849 FAX245-5795

住宅増改築相談

日時5月13日㈮10：00～15：00
場所区役所。中央区はきぼーる1階
内容増改築や高齢者向けの改造など
備考当日直接会場へ
問増改築相談員協議会☎285-3003 FAX
290-0050

外国人のための法律相談

日時①5月14日㈯13：00～16：00･②23日
㈪17：00～20：00
場所国際交流プラザ
内容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5月2日㈪～①13日㈮･②20日㈮ 
12：00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

空き家空き地相談会

日時5月15日㈰10：00～12：00
場所文化センター
内容弁護士、司法書士、建築士などに
よる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5月2日㈪から電話で、日本空き家
空地対策協会☎307-7688。 FAX 307-
7689･ Eメール info@akikyou.or.jpも可

（必を明記）

心配ごと相談所の法律相談

日時5月19日㈭13：00～15：00
内容弁護士による電話または面談によ
る相談

定員先着5人
備考裁判所で訴訟･調停中、同一案件の
再相談は不可
申5月10日㈫～18日㈬に電話で、心配
ごと相談所☎209-8860（火～木曜日
10：00～15：00）
問同相談所☎前記 FAX312-2442

助産師による女性のための健
康相談

日時花見川区＝5月23日㈪、緑区＝26日
㈭、美浜区＝27日㈮。いずれも、
10：00～12：00
場所保健福祉センター
対象妊娠（望まない妊娠も含む）･出産
に関することや、思春期から更年期
までの女性の健康に関することで悩
んでいる方
申5月2日㈪から電話で、同センター
健康課･花見川☎275-6295、緑☎292-
2620、美浜☎270-2213
問健康支援課☎238-9925 FAX238-9946

弁護士による養育費相談

日時稲毛区＝5月26日㈭、若葉区＝30日
㈪。いずれも、13：30～16：30
場所保健福祉センター
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）
定員各3人
備考1人50分程度
申5月2日㈪～16日㈪必着。はに必の
ほか、希望日を明記して、〒260-8722
千葉市役所こども家庭支援課へ。☎
245-5179、FAX245-5631、Eメールkateishien.
CFC@city.chiba.lg.jpも可

不妊専門相談

面接相談
日時5月27日㈮17：45～20：00
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5月2日㈪から電話で、健康支援
課☎238-9925

電話相談
日時5月5日～26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

難病医師相談（消化器系難病）

日時6月2日㈭13：00～16：00
場所総合保健医療センター
内容専門医による個別相談
対象潰瘍性大腸炎、クローン病、ベー
チェット病（腸管型）などでお悩み
の方と家族
定員先着6人
申5月9日㈪から電話で、健康支援課
☎238-9968
問同課☎前記 FAX238-9946

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

市職員上級･資格免許職
（行政）

対象上級＝1994年（平成6年）4月2日～
2001年（平成13年）4月1日生まれの方
（一部試験区分は異なりますので、
詳しくは受験案内をご覧ください）。
資格免許職＝1987年（昭和62年）4月
2日以降生まれで、獣医師･薬剤師･保
健師は免許取得者（見込みも含む）、
心理判定員は指定する資格要件を満
たす方
備考試験区分、採用予定人数、受験資
格など詳しくは、受験案内をご覧く
ださい。受験案内は、5月11日㈬から
HP（「千葉市　職員募集」で検索）に
掲載するほか、市人事委員会、市役
所1階案内、市政情報室、区役所地
域振興課、市民センター･連絡所な
どで配布。
採用は、来年4月1日を予定。一次試
験は、6月19日㈰に市立千葉高校、花
園中学校または市役所で実施予定
申電子申請で（5月11日㈬9：00～24日
㈫17：00受信分有効）
問同委員会☎245-5870 FAX245-5889

歯･口の健康啓発標語

募集作品＝8020運動（80歳になって
も20本以上自分の歯を持とう）を目
標にした、虫歯や歯周病など歯科疾
患の予防に関する標語
審査など詳しくは、HP「歯･口の健
康啓発標語コンクール」で検索
申5月11日㈬消印有効。はに必のほ
か、標語（1人1作品）、市内在勤の
方は勤務先名･所在地、在学の方は
在学先名･所在地を明記して、〒260-
8722千葉市役所健康推進課へ。 Eメール 
suishin.HWH@city.chiba.lg.jpも
可
問同課☎245-5794 FAX245-5659

市長と語ろう会（地域団体
向け）

日時7月2日㈯13：30～14：30、16：00～
17：00、13日㈬15：30～16：30、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5月20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。 FAX245-5796、
Eメール kohokocho.CIC@city.chiba.
lg.jpも可
問同課☎245-5298 FAX前記

千葉市二十歳のつどい運営
協議会委員

内容来年1月に開催する「千葉市二十歳
のつどい」の企画･運営
対象市内在住で、次のいずれかに該当
する方
•2002年（平成14年）4月2日～2004年

（平成16年）4月1生まれの方
•昨年度の成人を祝う会に参加した
方

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。

定員5人程度
申5月31日㈫必着。はに必のほか、生
年月日、応募動機を明記して、〒260-
8722千葉市役所健全育成課へ。 FAX
245-5995、 Eメールkenzenikusei.CFC@
city.chiba.lg.jp)も可
問同課☎245-5973 FAX前記

防災普及車（起震車）の利
用者

日時8～11月で希望する日の午前また
は午後
対象市内の町内自治会･防災会や事業
所など
備考利用場所は市内のみ、営利目的
の利用は不可。希望者が多数の場合、
6月15日㈬に公開抽選。詳しくは、HP

「千葉市　防災普及車」で検索
申5月31日㈫必着。往（1団体1通）に
必のほか、団体名、担当者名を明記
して、〒261-0004美浜区高洲4-1-16
千葉市防災普及公社へ。HP前記から
も可
問同公社☎248-5378 FAX248-7748

グリーンスローモビリティ
実証調査の参加者

グリーンスローモビリティ（時速20
キロメートル未満で公道を走ること
ができる電動車）を活用した身近な
移動手段確保に向けた実証調査を行
う団体などを募集します。
対象町内自治会、NPO法人など
備考詳しくは、HP「千葉市　グリスロ
　募集」で検索
申5月16日㈪～6月17日㈮必着。Eメ
ールで、公募申込書と実施計画書

（HPからダウンロード）を、交通政策
課 Eメールkotsu.URU@city.chiba.lg.jp
へ。〒260-8722千葉市役所交通政策
課へ郵送も可
問同課☎245-5352 FAX245-5568

お知らせ

千葉ロッテマリーンズ試合
日程

5月にZOZOマリンスタジアムで行
われる千葉ロッテマリーンズの試合
日程をお知らせします。

日程 開始時間 対戦チーム
5/1㈰ 14：00 北海道日本ハム

6㈮ 18：00 福岡ソフトバンク
7㈯ 14：00 福岡ソフトバンク
8㈰ 13：00 福岡ソフトバンク

17㈫ 18：00 楽天
18㈬ 18：00 楽天
19㈭ 18：00 楽天
27㈮ 18：00 阪神
28㈯ 14：00 阪神
29㈰ 14：00 阪神

問マリーンズ･インフォメーション
センター☎03-5682-6341、観光MICE
企画課 FAX245-5669

ジェフユナイテッド千葉
試合日程･ホームゲームに招待

5月にフクダ電子アリーナで行われ
るジェフユナイテッド千葉･ジェフ
ユナイテッド千葉レディースの試合

日程をお知らせします。
ジェフユナイテッド千葉

日程 開始時間 対戦チーム
5/8㈰ 15：00 ファジアーノ岡山
15㈰ 15：00 ブラウブリッツ秋田
29㈰ 15：00 水戸ホーリーホック

ジェフユナイテッド千葉レディース
日程 開始時間 対戦チーム

5/22㈰ 13：00 アルビレックス
新潟レディース

フクダシートプレゼント
フクダ電子㈱がフクダ電子アリー
ナで行われるホームゲームに招待
します。席はメイン北コーナー自
由席
日時6月5日㈰14：00開始･対ベガルタ
仙台、18日㈯14：00開始･対大宮ア
ルディージャ、26日㈰14：00開始･
対東京ヴェルディ
対象市内在住･在学の小･中学生と保
護者
定員40組80人
備考当選者には試合日のおおむね 
1週間前までに入場引換券を発送。
試合が中止された場合などは、当
選無効。詳しくは、HP「ジェフユ
ナイテッド千葉」で検索
申5月13日㈮必着。はに保護者の
氏名･フリガナ･住所･電話番号、
子どもの氏名･フリガナ･学年、試
合名を明記して、〒260-8722千葉
市役所観光MICE企画課「フクダ
シ ー ト プ レ ゼ ン ト 」 係 へ。 Eメール 
hometown@city.chiba.lg.jpも可

問ジェフユナイテッドファンクラブ
事務局☎0570-064-325、観光MICE企
画課 FAX245-5669

全国健康保険協会千葉支部
の保険料率の変更

中小企業に勤務している方と家族な
どを対象とした、全国健康保険協会

（協会けんぽ）千葉支部の健康保険料
率は9.76％に引き下げ、介護保険料
率も1.64％に引き下げとなります。
詳しくは、お問い合わせください。
問同支部☎382-8315 FAX382-8321

赤十字活動資金の寄付に
ご協力を

5･6月は赤十字運動月間です。寄附さ
れた赤十字活動資金は、日本赤十字
社が行っている国内の災害救護、国
際救援活動などに役立てられます。
ぜひ、ご協力ください。
問日本赤十字社千葉県支部☎241-
7531、市地区本部（市社会福祉協議
会内）☎209-8868 FAX312-2442

1等･前後賞合わせて5億円
ドリームジャンボ宝くじを販売

日時5月6日㈮～6月3日㈮
内容当せん金＝1等3億円、1等前後賞
各1億円ほか
料金1枚300円
備考抽せん日＝6月13日㈪
宝くじの収益は、私たちの身近な暮
らしに役立てられています。 ぜひ、
市内の宝くじ売り場でご購入くださ
い。売り場の所在地など詳しくは、
HP「宝くじ　公式」で検索
問資金課☎245-5074 FAX245-5535

2022年度版ふれあいパスポ
ートを配布

対象の17施設が無料または割引で利
用できます。
対象施設＝市内映画館、ZOZOマ
リンスタジアム、フクダ電子アリー
ナなど
利用日＝土曜日、指定された日
配布場所＝区役所地域振興課
対象小･中学生

備考市内の学校は配布済み
問企画課☎245-5908 FAX245-5988

マイナンバーカード出張窓口

日時 場所5月11日㈬･25日㈬＝イオンマリ
ンピア店、14日㈯･15日㈰＝そごう
千葉店、17日㈫･31日㈫＝アリオ蘇
我、20日㈮･27日㈮＝イオン稲毛店、 
21日㈯＝イオンモール幕張新都心。
いずれも、10：00～16：00
定員各80人程度
備考出張窓口で申請した方には、クオ
カード1,000円分を進呈
申電話で、マイナンバーカード出張
窓口予約受付コールセンター☎400-
2851。直接来場も可
問同センター☎前記、区政推進課 FAX
245-5550

5月2日㈪誉田･子育てリ
ラックス館がオープン

日時月～土曜日10：00～16：00
場所緑区誉田町2-24（認定こども園白
梅幼稚園内）
対象就学前児と保護者
備考詳しくは、HP「千葉市　子育てリ
ラックス館」で検索
問幼保支援課☎245-5105 FAX245-5629

介護福祉士実務者･介護職員
初任者研修費用の一部助成

助成額　受講費用の半額（10円未満
切り捨て。実務者研修＝上限10万
円、初任者研修＝上限5万円）。申請
者本人が支払ったものに限る。
対象介護福祉士実務者研修または介護
職員初任者研修を修了し、介護職と
して就労している方
定員各先着50人程度
備考6月1日㈬から受け付け。申請方法
など詳しくは、お問い合わせいただ
くか、HP「千葉市　介護職員研修受
講者支援事業」で検索
問介護保険管理課☎245-5206 FAX245-
5623

土砂災害警戒区域等の開発
許可が厳格化

市街化調整区域内では、千葉市都市
計画法に基づく開発行為等の許可の
基準に関する条例など、一定の基準
に合う場合に開発行為を許可してき
ましたが、近年の頻発･激甚化する
自然災害に対応するため、都市計画
法および同法施行令が一部改正され
たことに伴い、同条例を改正するな
ど基準の見直しを行いました。
内容条例指定区域から土砂災害警戒区
域など災害リスクの高い区域を除外
対象駅1キロメートル範囲内の新規の
戸建住宅、共同住宅の建築を目的と
した開発行為
備考既存建築物の建替えなどについて
は、引き続き行うことができます。
詳しくは、HP「千葉市　調整区域　
開発許可基準の改正」で検索
問宅地課☎245-5320 FAX245-5583

都市計画道路事業関係図書
の縦覧

路線名＝①3･4･29号千葉寺町赤井町
線（松ケ丘町地区）、②3･2･7号浜野
町村田町線、3･3･8号村田町線、市
原都市計画道路3･3･6号八幡椎津線、
③3･4･37号幕張本郷松波線（弥生町
地区）、④3･3･24号塩田町誉田町線、
3･3･13号誉田駅前線、⑤3･4･80号本
町星久喜町線（亥鼻地区病院坂区
間）、7･5･3号市場町亥鼻町線、⑥
3･4･130号加曽利町大森町線（大森町
地区）、3・4・129号大森台駅前線
縦覧期限＝①2025年3月31日㈪、②

2026年3月31日㈫、③来年3月31日㈮、
④⑤2027年3月31日㈬、⑥2029年3月
31日㈯
縦覧場所＝道路計画課
問同課☎245-5369 FAX245-5571

国際交流･国際協力団体に活
動経費を一部助成

対象団体＝国際交流･国際協力に関
する団体
対象事業＝国際交流･協力に係る自
主活動事業で来年3月31日㈮までに
行うもの（1団体につき年間1件）
助成額＝上限10万円（事業内容によ
り算出方法が異なる）
備考申請書配布場所＝国際交流協会。
HP（「千葉市国際交流協会　団体助
成」で検索）からも可
申5月10日㈫～26日㈭に申請書を、〒
260-0026中央区千葉港2-1千葉市国
際交流協会へ
問同協会☎245-5750 FAX245-5751。日
曜日、祝･休日休業

Jアラートによる情報伝達試
験

日時5月18日㈬11：00
内容屋外スピーカー、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

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に
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☎245-5841 FAX245-
5831

分譲マンションの再生活動
の費用の一部を補助

対象＝延べ床面積の2分の1以上が住
宅用途で、区分所有者が5人以上いる
老朽化したマンションの管理組合
要件＝再生活動およびその経費につ
いて総会で議決されていることなど
補助額＝活動費用の2分の1（上限25
万円）
件数＝5件
備考申請書配布場所＝住宅政策課。HP

（「千葉市　分譲マンション再生活
動」で検索）から印刷も可
申6月1日㈬～15日㈬必着。申請書を、
〒260-8722千葉市役所住宅政策課
へ。件数に満たない場合は、12月 
16日㈮まで先着順で受け付け
問同課☎245-5849 FAX245-5795

大気汚染状況3月分

内容市内の測定局で測定した3月の微
小粒子状物質（PM2.5）の暫定指針
値超過日（70.1μg/㎥以上）、二酸化
窒素（NO₂）の環境目標値超過日
(41ppb以上)はともに0日でした。最
新情報など詳しくは、HP「千葉　大
気　時報」で検索
テレホンサービス☎238-7491･2
問環境規制課☎245-5190 FAX245-5581
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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
おやこ工作「おさかなつりゲー
ムをつくろう‼」

5/1㈰14：00～16：00
対象小学生以下の子どもと保護者　定員先着8組16人

オープン工房「みらいの石？ピョ
コピョコうごく石をつくろう‼」

5/3㈷14：00～16：00
対象4歳児～高校生　定員先着8人

オープンキッチン「ちょっぴり大
人のティラミス」

5/4㈷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

こどもの日スペシャル「ねこのお
はなし会‼」

5/5㈷14：30～15：30
対象小学生以下の子どもと保護者　定員先着２0人

なかよし工房Aクラス「ふしぎな
カードをつくろう‼」

5/２２㈰14：00～16：00
対象小学～高校生　定員先着8人

備考就学前児は保護者（1人）同伴
申当日直接会場へ

☎２0２-1504 FAX２0２-1503
5/6㈮、5/10～31の火曜日休館子ども交流館

催し名 日時･対象･定員など

大人が楽しむ科学教室

Ⓐ顔の進化（ウマは馬面、ネコは丸顔、なぜ？）＝6/4㈯、
Ⓑどんぐりが作る森＝２5㈯、Ⓒ有機化合物の右と左を作り
分けるキラルな光と結晶の化学（生命物質起源の解明の手
がかり）＝２6㈰。ⒶⒷ13：30～15：00、Ⓒ10：30～1２：00
対象高校生以上の方　定員各２5人
備考申込方法など詳しくは、同館HP

☎308-0511 FAX308-05２0　5/9㈪･10㈫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

千葉市少年少女科学クラブ　クラブ生募集
日時5月２9日㈰～来年3月5日㈰のうち、全２9回
内容楽しいアイデア工作を通して、科学的に考える力や独創性を身に付けます。
対象市内在住の小学4年～中学２年生　定員２0人　料金5,000円
申5/13㈮必着。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
展示解説や工作を行うボランティア募集
研修＝6月11日㈯･1２日㈰･18日㈯10：00～16：00
対象高校生以上の方　備考事前説明会があります。必要書類など詳しくは、同館HP

☎２07-58２0 FAX２07-58２２　第4月曜日休館
申①③⑤5/16㈪、⑥～⑨⑪31㈫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。②当
日直接会場へ。④5/16㈪、⑩31㈫までにEメールで、必を明記して、同センターEメール前記

講座名など 日時･対象･定員など
①ゼロから学ぶ‼プログ
ラミング～IchigoJam～

5/２２㈰10：00～1２：00、13：30～15：30
対象中学～高校生　定員各10人

②5月親子アニメ上映会 5/２8㈯10：00～11：00、13：00～14：00　定員各先着２0人

③Win10でデジカメ画像
を楽しもう

6/3～２4の金曜日10：00～1２：00　全4回
対象パソコンで文字入力ができる方　定員8人
持物デジタルカメラ、USBメモリ

④Zoom入門講座～実践
で学べる3日間～

6/4～18の土曜日10：00～1２：00　全3回
対象パソコンでインターネットを利用しているZoom未経験者
定員8人　持物Windows10がインストールされたノートパソコン

⑤30･40代の女性のため
の健康講座～月経から考
えるヘルスケア～

6/7㈫10：00～11：30
対象女性　定員30人

⑥エクセル速習～関数と
データベース～

6/1２～２6の日曜日9：30～1２：00　全3回
対象表作成や関数の初心者
定員10人　持物USBメモリ　料金5,２50円

⑦シニアのためのわかが
えり塾･夏「五感で感じる
植物の力」

6/14㈫･２1㈫13：30～15：30　全２回
対象60歳以上の方　定員男女各15人
料金400円

⑧自分史づくりで認知症
を予防しよう‼「思い出
ノート」ワークショップ

6/16㈭･30㈭10：00～11：30　全２回
定員1２人 
料金500円

⑨基礎から学ぶパワーポ
イント

6/19㈰･２6㈰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子育て講演会「子ども
の心身症」

6/２3㈭10：00～11：30
対象Zoomで受講ができる小学生以上の子どもを持つ保護者
定員1２人

⑪名画座「晩春」 6/２3㈭10：00～11：50 、14：00～15：50　定員各100人

生涯学習センター

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

絵本の読み方･選
び方講座

6/4㈯10：00～11：30　
対象乳幼児を持つ保護者　定員２0人
申5/２㈪～15㈰に電話で

催し

◯
◯

講座
申受付時間は特に記載のない限り9：00～17：00。直接来館も可。

公民館

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

中
央

葛城公民館
☎２２２-8554
FAX２２２-1453

楽しく学ぶ‼認知
症予防講座

5/11㈬・18㈬10：30～1２：00　全２回
対象成人　定員16人　
申5/２㈪～9㈪に電話で

新宿公民館
☎２43-4343
FAX２43-397２

ハーブ活用術「ハ
ーブの利用方法を
学ぼう」

5/18～6/15の隔週水曜日10：00～1２：00
全3回　対象成人　定員1２人　料金3,000円
申5/6㈮～11㈬に電話で　

末広公民館
☎２64-184２
FAX２64-3746

いちばんやさしい‼
初めてのスマホ体
験（iPhone編）

6/２0㈪・２1㈫13：30～15：30　全２回
対象成人　定員8人　
申5/２6㈭～6/1㈬に電話で　

椿森公民館
☎２54-0085
FAX２54-1２85

元気がでる親子3B
体操

5/30㈪、6/6㈪10：30～1２：00　全２回
対象1歳半～２歳児と保護者  定員6組
申5/２㈪～10㈫にEメールで必のほか、子ど
もの月齢を明記して、椿森公民館 Eメールoubo. 
tsubakimori@ccllf.jpへ

星久喜公民館
☎２66-439２
FAX２66-4981

幕張新都心のスカイ
ウォーク～春の幕張
を散歩しよう～

5/２5㈬10：00～1２：00　対象成人　定員２0人
申5/10㈫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

相続セミナー
6/1２㈰13：00～15：00
対象成人　定員15人
申5/２9㈰～6/4㈯に電話で

宮崎公民館
☎２63-5934
FAX２63-4904

体幹を整える「ピ
ラティス体験教
室」

5/２6㈭、6/9㈭10：00～11：00　全２回
対象成人　定員10人　持物ヨガマットまたはバスタオル
申5/２㈪～２0㈮に電話で。Eメールoubo.miyazaki@
ccllf.jpも可（必を明記）

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎２7２-4961
FAX２71-6994

体操講座「初めて
のヨガ体験」

5/30㈪13：30～15：30
対象成人　定員２0人
申5/２㈪～8㈰に電話で

検見川公民館
☎２71-8２２0
FAX２71-9319

初心者のためのア
ルゼンチンタンゴ
教室

5/19㈭・２6㈭13：30～15：30　全２回
対象成人　定員10組２0人　持物靴下またはダンスシューズ
申5/２㈪～13㈮に電話で

犢橋公民館
☎２59-２958
FAX２59-6431

布ぞうり作り体験
講座

5/30㈪10：00～15：00　
対象成人　定員16人　料金500円
申5/10㈫～16㈪に電話で

こてはし台公民館
☎２50-7977
FAX２50-199２

終活ビギナー講座
5/２２㈰10：00～1２：00　対象成人　定員15人
備考難聴の方向けにヒアリングループの用意あり
申5/２㈪～7㈯に電話で

さつきが丘公民館
☎２50-7967
FAX２86-6469

「睡眠」と「健康」
の知恵袋

5/14㈯13：00～15：00
対象成人　定員15人
申5/7㈯までに電話で

花園公民館
☎２73-884２
FAX２71-0370

大賀ハス開花70周
年記念講演

6/4㈯10：00～1２：00
対象小学生以上の方　定員30人 
申5/9㈪～15㈰に電話で　

花見川公民館
☎２57-２756
FAX２86-0185

体験講座
「はじめての川柳」

5/２3㈪･30㈪10：00～1２：00　全２回
対象成人　定員10人
申5/２㈪～8㈰に電話で

幕張公民館
☎２73-75２２
FAX２73-6185

ゼロからはじめよ
う　iPhoneで体
験‼スマホ操作

6/13㈪10：00～1２：00
対象65歳以上の方　定員２0人
申5/18㈬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

幕張本郷公民館
☎２71-6301
FAX２71-0881

親子で遊ぼう
5/２7～6/２4の隔週金曜日10：00～1２：00　全3回
対象1·２歳児と保護者  定員1２組２4人　料金300円
申5/２㈪～16㈪に電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎２43-74２5
FAX２43-396２

Let's Hula‼
フラダンス初級

5/11～6/1の水曜日10：00～1２：00　全4回
対象成人女性　定員15人
申5/２㈪～4㈷に電話で

草野公民館
☎２87-3791
FAX２87-367２

心と体を癒すリラ
ックス講座

5/11～２5の水曜日10：00～1２：00　全3回
内容リンパマッサージ、ヨガ、コーヒー
対象成人女性　定員10人
申5/２㈪～5㈷に電話で

黒砂公民館
☎２41-２811
FAX２47-1931

初心者向け体験講
座「楊名時太極拳
で健康づくり」

5/13㈮13：00～14：00　
対象成人　定員10人 
申5/２㈪～8㈰に電話で

小中台公民館
☎２51-6616
FAX２56-6179

お家でできるプチ
体操

5/２5㈬10：00～1２：00　
対象60歳以上の方　定員２0人
申5/２㈪～5㈷に電話で

山王公民館
☎4２1-11２1
FAX4２3-0359

ぬりえセラピー
～色を楽しんで心
に癒しを～

5/２8㈯10：00～1２：00
対象成人　定員10人　料金300円
申5/9㈪～15㈰に電話で

千草台公民館
☎２55-303２
FAX２55-368２

そば作り教室「美味
しい手打ちそばを打
ってみませんか？」

5/２２㈰･２9㈰9：00～1２：00　全２回
対象成人　定員8人　料金3,000円
申5/3㈷～9㈪に電話で

都賀公民館
☎２51-7670
FAX２84-06２7

ベビーリトミック
教室～親子でスキ
ンシップ～

6/２3㈭･30㈭10：00～1２：00　全２回
対象1～1歳8カ月児と保護者　定員8組
備考託児あり(対象２歳以上の就学前児　定員3人）
申5/3㈷～15㈰に電話で。 Eメールoubo.tsuga@ 
ccllf.jpも可（必のほか、託児希望の場合は
その旨を明記）

轟公民館
☎２51-7998
FAX２85-6301

青春Dance‼We 
are Drop ２0２２春
公演

5/２２㈰10：30～1２：00、14：00～15：30
対象小学生以上の方　定員各30人　
申5/10㈫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
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公営事業事務所 ☎２51-7111
㈱JPF FAX050-351２-3840

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。

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

稲
毛

緑が丘公民館
☎２59-２870 
FAX２86-644２

親子スキンシップ
教室～ベビーマッ
サージ～

6/1～２２の水曜日13：30～15：30　全4回
対象4～1２カ月児と保護者　定員10組　料金500円 
申 5 / ２㈪ ～1 1㈬ に 電 話 で。Eメール oubo . 
midorigaoka@ccllf.jpも可（必を明記）

若
葉

大宮公民館
☎２65-２２84
FAX２65-6948

ボランティア手編
み講座

6/8㈬･15㈬10：00～1２：00　全２回
対象成人　定員10人
申5/6㈮～10㈫に電話で　

加曽利公民館
☎２3２-518２
FAX２3２-6408

リサイクル講座
「チューリップハ
ット作り教室」

5/18㈬･２5㈬10：00～1２：00　全２回
対象成人　定員1２人　
申5/２㈪～7㈯に電話で

桜木公民館
☎２34-1171
FAX２34-117２

リズムにのって親
子遊び

5/２0㈮･２7㈮10：30～1２：00　全２回
対象1歳6カ月～3歳児と保護者　定員10組２0人
申5/２㈪～5㈷に電話で　

更科公民館
☎２39-0507
FAX２39-0569

法律講座「相続に
ついて」

5/２8㈯10：00～1２：00
対象成人　定員30人
申5/２㈪～２２㈰に電話で　

白井公民館
☎２２8-0503
FAX２２8-6168

スマホ講座～スマ
ホの基本とライン
体験～

5/２8㈯10：00～1２：00　
対象60歳以上の方　定員15人　
申5/7㈯～15㈰に電話で　

千城台公民館
☎２37-1400
FAX２37-1401

ベビーマッサージ
教室～親子でスキ
ンシップ～

6/２㈭･9㈭10：00～1２：00　全２回
対象3～7カ月児と保護者　定員6組
申5/２㈪～8㈰に電話で　

みつわ台公民館
☎２54-8458
FAX２54-3135

てぶらではじめて
の棒編み～日焼け
防止手袋を作ろう
～

6/6～２0の月曜日10：00～1２：00　全3回
対象成人　定員10人　料金２,000円
申5/1２㈭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

若松公民館
☎２31-7991
FAX２31-0798

絵本の会による
「大人のためのお
話し会」

5/19㈭10：30～1２：00
対象成人　定員1２人　
申5/9㈪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

アートフラワー教
室「テッセン（クレ
マチス）を作ろう」

5/２0㈮13：30～15：30
対象成人　定員10人　料金600円
申5/２㈪～6㈮に電話で　

おゆみ野公民館
☎２93-15２0
FAX２93-15２1

健康講座「効率よく
カルシウムをとる
ポイントを学ぼう」

5/18㈬10：00～1２：00
対象65歳以上の方　定員10人
申5/２㈪～6㈮に電話で

土気公民館
☎２94-0049
FAX２94-4２33

パソコン教室
「初心者のための
ワード」

5/２5㈬～２7㈮13：30～16：30　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5/9㈪～13㈮に電話で　

誉田公民館
☎２91-151２
FAX２9２-7487

パソコン教室
「初心者のための
エクセル」

5/２5㈬～２7㈮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5/9㈪～13㈮に電話で　

美
浜

磯辺公民館
☎２78-0033
FAX２78-9959

パソコン講座
「初心者のための
エクセル」

5/18㈬～２0㈮9：00～1２：00　全3回
対象文字入力ができる成人　定員10人　
料金1,3２0円　持物USBメモリ
申5/２㈪～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

コケ玉作りを楽し
もう!!

6/8㈬10：00～1２：00　対象成人　定員8人　料金800円
申5/２7㈮必着。往に必を明記して、〒２61-
0005美浜区稲毛海岸3-4-1稲浜公民館へ。Eメール
oubo.inahama@ccllf.jpも可

打瀬公民館
☎２96-5100
FAX２96-5566

パソコン講座「ワ
ードでチラシを作
成しよう」

5/18㈬～２0㈮13：30～16：30　全3回
対象ワードを使ったことがある成人　定員10人
料金1,２00円
申5/２㈪～9㈪に電話で。 Eメールoubo.utase@ 
ccllf.jpも可（必を明記）

幸町公民館
☎２47-0666
FAX２38-4153

赤ちゃんふれあい
体操教室

5/16～30の月曜日10：30～11：30　全3回
対象5カ月～1歳5カ月児と保護者　定員10組
申5/9㈪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

幕張西公民館
☎２7２-２733
FAX２71-8944

陶芸入門教室

月曜日コース＝5/16･２3、6/6･13の月曜日。木曜
日コース＝5/19･２6、6/9･16の木曜日。いずれ
も、10：00～1２：00または13：30～15：30　各全4回
対象成人　定員各8人　料金1,000円
申5/5㈷～7㈯に電話で

花の美術館
フラワーカレッジ参加者募集
場所稲毛記念館
申5/10㈫消印有効。往（1通1人1講座）に必を明記して、〒２61-0003美浜区高浜
7-２-4千葉市花の美術館へ。Eメールfc-inage-hanabi@worldparkjp.comも可
問稲毛記念館 ☎２77-4534 FAX２77-4688　月曜日（祝･休日の場合翌日）休館

教室名 日時・定員・料金
草木染の布で作るラッピングネック
レス

6/7㈫･14㈫13：30～15：30　全２回
定員15人　料金２,500円

ハイビスカスとローズヒップのコー
ディアルシロップづくり

6/２２㈬10：30～1２：30　
定員15人　料金２,500円

紙バンドで作るゴッドアイ丸かごづ
くり

6/２9㈬13：30～15：30
定員10人　料金２,000円

教室名 日時・定員・料金

料理教室「太巻き祭りずし」桃の花 5/２0㈮9：30～13：00
定員２4人　料金1,000円

料理教室「旬の夏野菜を楽しむ料理」 6/10㈮9：30～14：00
定員２4人　料金1,500円

親子教室「まるごとメロンのスイーツ作り」6/1２㈰9：30～14：00　対象小学生と保護者
定員1２組２4人　料金1組1,500円

農業講座「夏野菜の管理方法」 5/18㈬･２２㈰9：30～11：30
定員各２0人　料金２00円

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

申5/7㈯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

男女共同参画センター ☎２09-8771 FAX２09-8776　
月曜日、祝･休日休館

催しなど
申②③Eメールで必を明記して、同センターEメールsankaku@f-cp.jpへ。電話も可

催し･講座名 日時・対象・定員など
①男女共同参画週間特集展示 6/3㈮～7/6㈬

②女性のための就職応援講座
「再就職に向けてリスタート」

6/10㈮･17㈮10：00～1２：00、２4㈮10：45～ 
1２：00または14：00～15：15　全3回
場所6/２4はマザーズハローワークちば　
対象仕事と家庭の両立をめざす未成年の子ど
ものいる女性　定員先着15人

③男女共同参画講座「男性の生きづ
らさから考える、男らしさのはなし」

Ⓐ6/19㈰14：00～16：00、Ⓑ7/9㈯14：00～ 
16：00　全２回
場所Ⓐ蘇我コミュニティセンターハーモニー
プラザ分館、ⒷZoomによるオンライン開催
内容Ⓐ悩み相談から見えてきた男性の抱える
生きづらさ、Ⓑ男性の働き方･暮らし方を考
えるー過去･現在･未来ー　定員30人

＊②③Ⓐ託児あり(対象1歳6カ月以上の就学前児　申講座開始２週間前まで)
男女共同参画市民企画講座の企画案を募集
開催時期＝1２/6㈫～11㈰
募集テーマ＝男性の家事力向上、子育てとジェンダー、そのほか男女共同参画社
会の実現に向けた課題解決を目的にした講座（オンラインも可）
募集件数＝4講座程度（1団体1講座）　
対象市内に活動拠点を置き、継続して活動を行っている団体
備考募集要項・申請書類は同センターで配布。同センターHPから印刷も可
申6/30㈭までに、申請書類を同センターに直接持参

いきいきプラザ･センター
対象市内在住の60歳以上の方
申5/1㈰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

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

5/10㈫
16㈪
２3㈪

松ケ丘公民館
新宿公民館
生浜公民館

松ケ丘公民館
☎２61-5990

花
見
川

5/11㈬
２5㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎２73-75２２

稲
毛

5/ 9㈪
２3㈪
２7㈮

小中台公民館
黒砂公民館
山王公民館

小中台公民館
☎２51-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

5/1２㈭
２6㈭

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎２37-1400

緑 5/ 9㈪
11㈬

誉田公民館
おゆみ野公民館

誉田公民館
☎２91-151２

美
浜 5/19㈭ 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）
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）　

講座名 日時･内容・定員
中央いきいきプラザ ☎︎209-9000 FAX209-9006

健康フェスティバル 5/２２㈰9：30~11：30、13：00~15：00
内容骨密度･体組成測定·健康相談など　定員各30人

蘇我いきいきセンター ☎︎264-6966 FAX264-6967

健康フェスティバル 5/15㈰9：30~11：30、13：00~15：00　
内容骨密度･体組成測定･健康相談など　定員各30人

緑いきいきプラザ ☎︎300-1313 FAX300-1511

健康フェスティバル 5/２２㈰9：30~11：30、13：30~15：30　
内容骨密度･血管年齢　定員各30人

美浜いきいきプラザ ☎︎270-1800 FAX270-1811

健康フェスティバル 5/２9㈰9：30～11：30、13：15～15：15
内容骨密度･体組成（筋肉量など）など　定員各50人

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２回第1節 4/30㈯･5/1㈰
千葉市営競輪第２回第２節 5/5㈷･6㈮

レース名 日程
千葉市営競輪第２回第3節 5/1２㈭･13㈮
千葉市営競輪第２回第4節 ２1㈯･２２㈰

TIPSTAR DOME CHIBA（千葉競輪場）
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市役所の手続きがオンライン化

WEBアンケート再生可能エネルギー設備や次世代
自動車などの費用の一部を補助

皆さんの意見を募集します

申請内容 申請方法 申請内容 申請方法
①住民票の写しの交付 ちば電子申請サービス

＊�①～③⑦はコンビニ交付サー
ビスもあり。

＊�①～⑤⑦⑧はマイナンバーカ
ードに搭載された電子証明書
が必要。

＊�⑥は申請後、来庁して届出が
必要。

＊�⑨はマイナポータルのぴった
りサービスからも可。

⑩エンゼルヘルパーの利用

ちば電子申請サービス
＊�⑯はマイナンバーカードに搭載
された電子証明書が必要。

②印鑑登録証明書の交付 ⑪子どもルームの利用
③戸籍全部（個人）事項証明書の交付 ⑫国民健康保険の脱退
④戸籍の附票の写しの交付 ⑬国民健康保険証の再発行
⑤転出届 ⑭国民健康保険料用の簡易申告
⑥住民異動届（転入届、転居届、転出届
など）の事前申請

⑮国民健康保険料の非自発的失業者
に対する減免

⑦所得証明書の交付 ⑯図書館の利用登録
⑧納税証明書（個人市県民税）の交付 ⑰図書館資料の予約 市図書館蔵書検索･予約システム
⑨保育園･認定こども園などの利用 ⑱電子書籍の貸し出し 市電子書籍サービス

補助対象 補助額

太陽光発電システム＊1＊2 出力１キロワットあたり２万円
（上限=4.5キロワット）

太陽熱利用システム（強制循環式）5万円

家庭用燃料電池システム（エネフ
ァーム）

自立運転機能あり＝10万円
自立運転機能なし＝5万円

定置用リチウムイオン蓄電システ
ム＊2＊3 7万円

窓の断熱改修＊4 経費の4分の1（上限=8万円）

ZEH（ネット ･ ゼロ ･ エネルギー ･ ハ
ウス） 10万円

V2H充放電設備＊5 経費の10分の1（上限=25万円）

電気自動車（EV）（太陽光発電シス
テム併設の場合に限る。）

太陽光発電システム併設=10万
円
太陽光発電システム及びV2H併
設=15万円

電気自動車（EV）･ プラグインハ
イブリッド自動車（PHV） 5万円

燃料電池自動車（FCV） 30万円

市役所で行う各種手続きのオンライン化を推進しています。来庁不要で待ち時間のないオンライン申請を、ぜひご活用ください。
オンライン申請が可能な主な手続き

詳しくは、各サービス･システムのホームページをご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。
問業務改革推進課（オンライン化の推進）�☎245-5797�FAXFAX245-5692　区政推進課（①～⑥）�☎245-5135�FAXFAX245-5550
課税管理課（⑦･⑧）�☎245-5119�FAXFAX245-5540　幼保運営課（⑨）�☎245-5726�FAXFAX245-5894
幼保支援課（⑩）�☎245-5180�FAXFAX245-5629　健全育成課（⑪）�☎245-5177�FAXFAX245-5995
健康保険課�☎245-5145（⑫･⑬）�☎245-5144（⑭･⑮）�FAXFAX245-5544
中央図書館情報資料課�☎287-3980（⑯･⑰）�☎287-4051（⑱）�FAXFAX287-4053
情報システム課（ちば電子申請サービス）�☎245-5702�FAXFAX245-5880

自宅でも手続きができます‼

詳しい要件は、 千葉市　地球温暖化対策　補助金　

申込方法など詳しくは、パンフレット（環境保全課、区役所地域振
興課などで配布）をご覧いただくか、ホームページをご確認ください。
問環境保全課�☎245-5185�FAXFAX245-5553

＊1　�既築住宅で、定置用リチウムイオン蓄電システムまたはV2H
の併設が必要。

＊2　�千葉県が実施する太陽光発電設備･蓄電池の共同購入支援事
業により、設備を購入した場合は対象外。

＊3　太陽光発電システムの併設が必要。
＊4　既築住宅に限る。
＊5　太陽光発電システムの併設およびEVの導入が必要。

地球温暖化対策を推進するため、再生可能エネルギー･省エネルギ
ー設備、次世代自動車などの導入費用の一部を補助します。

5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、「千葉市農業基本計画の策定」「町内自治会」
「環境配慮行動」「ウオーキング」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

あなたの意見を市政に‼

パブリックコメント手続
千葉市基本計画（案）

　�　これまでの市民参加の取り組みや、千葉市新基本計画審議会から
の答申を踏まえ、2023年度から開始する10年間のまちづくりの方
向性を示す計画案を作成しました。 千葉市　パブリックコメント　

　問政策企画課�☎245-5046�FAXFAX245-5534
　Eメールnext-gplan@city.chiba.lg.jp
市民意見募集
千葉市緑と水辺のまちづくりプラン2023（骨子案）

　�　緑と水辺のまちづくりに係る2023年度からの基本的な方針につ
いて、要点をまとめた骨子案を作成しました。
千葉市緑と水辺のまちづくりプラン　

　問緑政課�☎245-5774�FAXFAX245-5885
　Eメールryokusei.URP@city.chiba.lg.jp
案 の 公 表　5月16日㈪
案の公表場所　�担当課、市政情報室、各区役所地域振興課、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　5月16日㈪～6月15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　�7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。

フクダ電子スクエアなど蘇我スポーツ公園内スポーツ施設の抽選受付は、利用希望日の前々月15日～末日です。詳しくは、 蘇我スポーツ公園
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翼
つ ば さ

千葉常胤を知ろう
①NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」展
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に千葉常

つ ね

胤
た ね

が登場しています。ド
ラマの世界観を楽しみながら、常胤の活躍を見てみませんか。

日　　時　4月23日㈯～5月15日㈰9：00～17：00
会　　場　郷土博物館
内　　容　�常胤を演じる岡本信人さんのビデオメッセージ、番組紹介

パネル、フォトスポット、撮影小道具などの展示

②パネル展「千葉常胤と13人の御家人たち（北関東編）」
千葉常胤と関東の有力御家人の中から7人の御家人を紹介しま

す。
日　　時　5月19日㈭～7月12日㈫9：00～17：00
会　　場　郷土博物館
内　　容　�畠山重忠、比企能員、新田義重、足利義兼、小山政光、

宇都宮朝綱、八田知家を紹介

千葉のまちの礎を築いた千葉一族の中興の祖

やぁ、みんな。ぼくはダチョウ
の翼。よく知っているかもしれな
いけど、ダチョウは鳥のなかまの
中で一番体が大きいんだ。飛ぶこ
とはできないんだけど、走るスピ
ードには自しんがあるよ。そうだ
なぁ、だいたい時速50キロメート
ルくらいだから、車と同じくらい
かな。すごいでしょ?

アルミニウムの鈍い光沢や質感が、
印象的な彫刻作品です。横にした三角
柱の上を、まるで生き物がはっている
ようにも見える「MASK�Ⅱ」の作者
は、戦後の抽象彫刻をけん引した清水
九兵衞（1922-2006）です。
彼によるパブリック･アート（公共

五、常胤が献上したごちそう
毎週日曜日、NHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が放送中です。
俳優の岡本信人さんが演じる千葉常胤は、千葉のまちの礎を築いた
千葉一族の中興の祖といわれており、源頼朝を助け鎌倉幕府の成立
に大きく貢献し、多くの功績を残した人物です。
鎌倉時代、幕府ではさまざまな儀式が行われていましたが、常胤
に関わるものでは、「垸

お う

飯
ば ん

」がよく知られています。垸飯とは、慶事
の際、御家人が将軍に祝膳を献上した後、そこに集う御家人達にも
ふるまうことで、将軍と御家人との主従関係と御家人間の同輩関係
を再確認する、とても重要な儀式でした。なお、垸飯は現在の「大
盤振る舞い」の語源にもなっています。
鎌倉時代の歴史書「吾

あずまかがみ

妻鏡」には、常胤が、元日の垸飯を幾度も
担当していたことが記されています。元日の垸飯を任されることは、
特に名誉なこととされ、幕府内で筆頭の御家人が行うものであった
とも考えられています。
では常胤は、どのようなごちそうを振る舞っていたのでしょうか。

頼朝の鎌倉入府後初めて迎えた、1185年（治承5年）の元日垸飯を
任された常胤は、1メートルの大鯉をはじめ、数えきれないほどの美
酒や肴

さかな

など贅
ぜ い

を尽くした料理をふるまったとされています。
残念ながら祝膳の詳しいメニューは記されていませんが、当時の記
録から、房総ではアワビ、ハマグリ、カツオ、サケや、シカ、キジ、
果物などの山海の幸に恵まれていた様子がうかがえます。
豊かな食材に彩られた「常胤のおもてなし料理」が、鎌倉殿源頼朝
の御膳を賑わした様子を想像してみるのも、楽しいかもしれません。
千葉氏ポータルサイト　

「鎌倉殿」と千葉常胤

問都市アイデンティティ推進課（①、「鎌倉殿」と千葉常胤）�☎245-5660�FAXFAX245-5476
郷土博物館（②）�☎222-8231�FAXFAX225-7106　月曜日（祝･休日の場合翌日）休館

中世の食事の様子（「酒飯論絵巻」国立国会図書館デジタルコレクションより）

（ダチョウ）

ぼくは、去年の11月に千葉市動物公園にやってきて、3月にてんじ
場デビューしたんだ。みんなと会えるのがうれしくて、つい近づいて
行っちゃうかもしれないけど、こわがらないでね。
さいきんは、しいくいんさんのうでやぼうしを、くちばしでつっつ

いて遊ぶことにハマっているよ。ぼくはとっても楽しいんだけど、し
いくいんさんはあまり楽しそうじゃないんだ。もしかすると、つっつ
く力が強くていたいのかなぁ。今度からは、もう少しやさしくするよ
うにするね（できるかなぁ…）。

ぼくのパートナーは、瞳
ひとみ

。同じ日に
同じぼく場からやってきたよ。瞳は、
ぼくみたいに子どもっぽくなくて、お
となしいせいかくなんだ。見分け方は
羽の色で、ぼくが黒、瞳が茶色っぽい
色をしているよ。いまはまだ、なかよ
くなっているとちゅうだけど、いつか

は二人の子どもができるといいなぁ。
問動物公園�☎252-1111�FAXFAX255-7116

清水九兵衞《MASK Ⅱ》 1977年　（一財）草月会蔵

の場所に設置された芸術作品）は、東京都庁やJR京都駅など全国各地
にあり、作品と置かれる場所の関係は、作者にとって常に重要な問題
であり続けました。
また、清水九兵衞は「京焼」の名家として250年余りの歴史を持つ

清水家を継いだ、陶芸家･七代清水六兵衞その人でもあります（襲名は
1980～2000年）。清水九兵衞／六兵衞が生み出す造形は、抽象彫刻
と器物のどちらにおいても創意工夫に富み、オリジナリティが厳しく
追求されたことが、作品から伝わってきます。

本作は能面への関心から、作品名
が「MASK（マスク）」とされていま
す。能面やかつら、黒瓦屋根の家屋
や茶室、石庭など、日本の風習や風
土の中で永く育まれた「質感の美学」
が、京都を拠点に活躍した彼の作品
の醍

だ い ご み

醐味といえるでしょう。
問市美術館�☎221-2311�FAXFAX221-2316

学芸員が選ぶ

今月の  イッピン

生誕100年清水
九兵衞／六兵衞
（〜7月3日㈰）
にて展示中。ご
覧ください‼

森学芸員

毎週日曜日　20：00から（NHK総合テレビ）
　　　　　　18：00から（NHK BSプレミアム･BS4K）

瞳瞳

翼翼

日直　

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、1日㈰9：00～9：15「魅力いっぱい‼蘇我をぶらり散歩♪」

2022年（令和4年）5月号 特集 19ちば市政だより


	校了_1面_パターン2
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