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政令指定都市
市の花「オオガハス」の季節を迎えます。大賀博士のもとで市立第七中学校（現

花園中）の生徒が発掘したハスの実が発芽し、大輪の花を咲かせてから今年は 
70周年にあたります。大賀ハスまつりを6月18〜26日に開催するほか、夜の千
葉公園を光と音楽で彩るYohaS2022も6月9〜11日の18：00〜21：00に開催され、また、開花
70周年を記念したフォーラムを6月25日に開催します【8面】。これまでオオガハスは、地域の
方々に守られながら、国内外約200カ所で栽培され、平和と友好の使者の役割も果たしてきまし
た。混沌とする国際情勢の中で迎える70周年の今年、平和を願う人々の心の中に、優美で気品の
あるオオガハスが花開くことを願ってやみません。

6月から出水期となり、今一度風水害等への備えの確認をお願いしたいと思います【12･13面】。
千葉市では令和元年房総半島台風での建物被害を踏まえて、強風による住宅屋根の被害を防止す
るため、全国の政令指定都市で初、そして県内の自治体でも初めてとなる「屋根耐風診断･耐風改
修費補助事業」を新規に開始します【5月号5面】。昨今、台風などの自然災害は激甚化する傾向
があり、いったん屋根が被害を受けると改修に時間と費用を要します。既存住宅の瓦屋根の耐風
診断と耐風改修に要する経費の一部を助成しますので、対象となる住宅、特に、築年数の経過し
た住宅にお住まいの方は是非ご検討いただくなど、市民の皆様には安全安心に向けた早めの対策
を進めていただき、災害に強いまちづくりをともに実現してまいりましょう。

市長メッセージ（第12号）

世帯数　457,738世帯　面積　271.76km2
（男　481,871人　女　495,952人）
人口　977,823人　前月（4月）比 898人増
千葉市データ （2022年5月1日現在）
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戦国時代末期に成立したとされる
『千学集抜粋』（原本は消失）には、中
世の千葉のまちの様子を伝える記述が
あります。これによると、大治元年
（1126年）6月1日に千葉常重が千葉
の地に本拠を定めてまちが成立し、
16,000軒の家並みがあったとされて
います。かなり誇張された記述と考え
られますが、多くの家が建ち並んでい

千葉のまちの成り立ち、
知っていますか？

6月1日は、千葉のまちが成立したといわ
れる千葉開府の日です。これを機に、あら
ためて千葉のまちの歴史を紹介します。
問都市アイデンティティ推進課

☎245-5660 FAXFAX245-5476

千葉のまちの始まり
1126年6月1日、
千葉常重が千葉の地に本拠を定める

たことがうかがえます。

『千学集抜粋』より
大治元年丙

ひのえうま

午六月朔
ついたち

、初めて千葉を立つ、凡
およ

そ一
万六千軒也

なり

。表八千軒、裏八千軒、小路表裏五百
八十余小路也。

北に寺社を置き、
そこから延びる大通りを中心とした都市計画

想定図【右図】を見ると、亥鼻台地
から北へ延びる微高地の上にまちがあ
ったことが分かります。北にある金剛
授寺尊光院（現千葉神社）と、港のあ
った南側の寒川を結ぶ、南北に走る広
小路（現本町通り）などの道沿いには
多くの家臣の屋敷が並んでいます。
都市の北に寺社を置き、そこから延
びる大通りを中心とした都市計画は、
鎌倉とも共通する面があります。中世
の千葉のまちは、房総各地からの街道
が集まり、鎌倉と結ぶ内海（現東京湾）
の港もあったことから、交通の要衝と
して、また神社や寺院の門前町として繁栄しました。千葉氏はこの地で流通を掌握
していたと考えられています。

千葉氏が作ったから「千葉」？
千葉という地名は古代から
ありました。常重はこの地に
本拠を置くようになってか
ら、地名を名字とし、千葉と
名乗ったのです。奈良時代に
できた日本最古の和歌集『万
葉集』で、千葉郡の防

さきもり

人が詠
んだ歌に、千葉という地名が
登場しており、中央公園には
この歌を記した碑が建っています。
千葉の由来は諸説ありますが、草木の生い茂る豊か
な土地であったことから、その意味を表す好字（良い
意味の字。たくさん＝千、草木＝葉）を当てて「千葉」
と表記したのだと考えられます。

千葉氏がこの地を本拠としたのはなぜ？
900年前の千葉は、大きな平野が少ない代

わりに、谷
や

津
つ

田
だ

（谷状の地形にある湿田）が
たくさんありました。用水技術が発達する前
は、平野よりも水を確保しやすい谷津田の方
が稲作に適していました。
また、古代の東海道は、三浦半島から東京
湾を渡り、内房地域から茨城方面に続いてい
ましたが、千葉付近で市川･東京方面に至る
ルートが分岐していました。さらに、当時か
ら東京湾は水上交通が盛んで、千葉はその港
として利用されていました。千葉は、陸上交
通と水上交通が結び付く場所だったのです。
このように、当時の千葉は農業を営むのに適していたことと、水陸交通の要衝
であったことが、千葉氏がこの地を選んだ大きな理由と考えられます。

中央公園歌碑

古代東海道の一部
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●家督を継ぐ

●常重の嫡男として誕生 ＊年齢は数え年

●源
みなもとのよしとも

義朝（頼朝の父）に従い、保
ほうげん

元の乱に参戦

●頼朝の跡取り･頼
より

家
いえ

の誕生を祝う七夜の儀を任される

●�頼朝上洛に際し、後陣を務める

1201年
（84歳）
死去

●石橋山の戦いに敗れ房総半島に逃れた頼朝に加勢
●頼朝に鎌倉を本拠にすることを進言
●頼朝から、「父と思う」と厚い信頼を寄せられる

●�参謀役として頼朝の弟･範
のり

頼
より

に従い、平氏追討のため九
州へ。九州で戦後処理を担う

千葉のまちの基礎を築いた千葉一族の中興の祖　千葉常胤

千葉氏は平安時代の終わりから戦国時代まで下
しもうさのくに

総国（現在の千葉県北部など）を支配した関東の豪族です。
千葉のまちの礎を築いた常重の子･常

つね

胤
たね

は、源
みなもとのよりとも

頼朝を助け、鎌倉幕府の創設に大きく貢献した人物で、頼朝の下、10
年足らずで全国各地に領地を獲得し、千葉一族の勢力を拡大しました。
常胤の活躍を紹介します。

全国に広がる千葉氏　千葉六党
常胤は、北は東北から南は九州まで全国各地に所領を獲得しました。その所領
は、千葉六党と呼ば
れる6人の子どもた
ちに受け継がれ、一
族はさらに勢力を増
していきました。
高齢ながら多くの
功績を残した常胤
は、千葉一族中興の
祖として敬われ、以
降、一族は代々、名
前に「胤」の字を用
いました。

ここに掲載したイラストは、常胤の活躍
を描いた漫画「千葉常胤公ものがたり」か
ら抜粋しました。漫画は、市政情報室と郷
土博物館で購入（180円）、または図書館や
ホームページなどで閲覧できます。
詳しくは、 千葉常胤　漫画　

千葉氏の興隆～下総一帯の支配を確立～

千葉氏の家紋と千葉市章

千葉氏は、北極星や北斗七星を神格化した妙
みょうけん

見を信
仰していました。妙見信仰を一族で共有することで、
千葉氏は結束をより強固なものにしていったのです。
千葉一族の家紋、月

つきぼし

星紋
もん

や九
く よ う

曜紋
もん

は、星の神妙見に
由来するものですが、1921年の市制施行を記念して
作られた千葉市の市章は、この月星紋と千葉市の千と
いう文字を組み合わせてデザインされています。
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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）

1月から放送中のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」には、
俳優の岡本信人さん演じる常胤が登場しています。
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●�東海道大将軍として奥州合戦に参戦。最前で功を受ける。
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千葉六党系図

源�義朝 常胤（当時39歳）

しも うさ

× ＝
月星紋 市章

6月1日
千葉開府の日

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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均等割と所得割
個人の市･県民税は、均等割と所得割で構成されており、1月1日

（賦課期日）現在市内に住所のある方は、所得や所得控除の状況に応
じて、均等割と所得割が課税されます。
また、賦課期日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷のある
方で、事務所などのある区内に住所のない方には、事務所などのあ
る区で均等割が課税されます。

均等割　�一定以上の所得の方が均等に（年間で市民税
3,500円、県民税1,500円）納めるものです。

所得割　�一定以上の所得の方が、所得額に応じて納める
ものです。

35万円×（同一生計配偶者＋控除対象扶養親族数
　　＋16歳未満の扶養親族数＋1）+10万円＋21万円＊

35万円×（同一生計配偶者＋控除対象扶養親族数
� ＋16歳未満の扶養親族数＋1）+10万円＋32万円＊

均等割･所得割とも課税されない方
賦課期日現在で、次のいずれかに該当する方には、市･県民税は課
税されません。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・�障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額
が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の方

所得割が課税されない方
前年の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の方は、均
等割のみ課税されます。

＊�計算式中の21万円と32万円は、同一生計配偶者、控除対象扶養
親族または16歳未満の扶養親族がいる場合に加算します。

問市税事務所市民税課（市･県民税の課税内容＝個人市民税班　所得証明書＝管理班）
　東部（中央 ･ 若葉 ･ 緑区）　個人市民税班�☎233-8140　管理班�☎233-8137�FAXFAX233-8354
　西部（花見川･稲毛･美浜区）　個人市民税班�☎270-3140　管理班�☎270-3137�FAXFAX270-3227

市では、皆さんの生活に直接結び付いた幅広い仕事を行っています。市税は、これらの経費を
賄う上で最も大きな割合を占める大切な財源です。そこで、市税に対する理解を深めていただく
ため、個人の市･県民税（住民税）の仕組みなどについてお知らせします。

今年度の市民税･県民税納税通知書を、6月10日㈮に発送します。
　災害や生活困窮などの事情により、市･県民税の納税が困難な場
合は、納期限の延長や減免を受けられる場合があります。
詳しくは、市税事務所市民税課個人市民税班へお問い合わせくだ
さい。

給与や公的年金収入がある方
・�サラリーマンなどの給与所得者は、6月から翌年5月までの12
回に分けて給与からの天引き（特別徴収）で納めます（均等割
のみの方は1回払い）。

・�公的年金の受給者で、一定条件を満たす方は、6回に分けて公
的年金からの天引きで納めます。

自営業の方など
市税事務所から送付される市･県民税納付書や口座振替で、年4回
に分けて納めます（均等割のみの方は1回払い）。

今年度分の所得証明書は、6月10日㈮から市税事務所市民税課、
区役所市民総合窓口課、市税出張所、市民センターおよびコンビニ
エンスストアで発行します（給与からの天引きのみの方については、
コンビニエンスストアを除いて5月10日から発行しています）。詳
しくは、市税事務所市民税課管理班へお問い合わせください。

市･県民税の仕組み
～市政を支える大切な財源～

市･県民税の仕組み 納税通知書の発送

納税方法

所得証明書の交付開始日

給与所得者は原則、給与から天引きされま
す。県内の全市町村で、天引きを徹底して
います。

公的年金受給者のうち、納税義務のある方は、
原則として公的年金から天引きされます。

よくある質問に担当者がお答えします

退職時に一括して支払った市･県民税は、本来、
毎月の給与から天引きされるはずだった2021
年度分の残額です。
2021年1月から退職時までの給与所得などに
対する市･県民税は翌年に課税されますので、
2022年度分の納税通知書が送られます。

2022年1月1日現在の住所がA市であるため、
Ａ市に納めることになります。

2021年度中に退職し、退職時に一括して市･
県民税を納めました。ところが、2022年度
も納税通知書が送られてくるそうです。どう
してでしょうか。

2022年1月21日にA市から千葉市へ引
っ越しました。2022年度の市･県民税
はどちらの市へ納めるのでしょうか。

市では、税収に応じた予算で、社会保障
や教育、都市基盤整備などの行政サービス
を行い、皆さんに還元しています。
皆さんがどれだけの税金、公共料金など
を負担し、どれだけの公的サービスを受け
ているのか、一目で分かります。ぜひ、ご
覧ください。 千葉市　市税の使いみち　

今年度は、新型コロナウイルスの影響などにより申告期限ま
での申告が困難となった方については、4月15日までに新型コ
ロナウイルスの影響などによる期限延長申請の旨を申告書の余
白などに記載をすることで、期限内に申告したものとして取り
扱う措置を行いましたが、3月16日以降に提出された所得税の
申告内容は、当初送付する納税通知書に反映できていない場合
があります。該当する方には、税額変更を行った上で、変更通
知書をお送りします（税額変更に伴い、国民健康保険料などが
変更となる場合があります）。

３月16日以降に簡易な方法により
所得税または市･県民税の申告の延長申請をした場合

市税の使いみちポータルサイト

市･県民税第1期の納期限は6月30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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国民健康保険料
6月中旬に保険料通知書を郵送

納付義務者
国民健康保険料の納付義務者は世帯主で
す。
世帯主本人が国民健康保険の加入者ではな
い場合も、世帯内に加入者がいるときは、世

国民健康保険料の改定と計算方法
国民健康保険は保険料と公費で賄われています。被保険者数や給
付費の見込みなどから、保険料を【下表】のとおり決定しました。
保険料は医療分、後期高齢者支援金分、介護分の合計金額です（そ
れぞれ上限あり＝賦課限度額）。

所得に応じた保険料の減額
前年中の所得金額が基準額以下の世帯は、その所得に応じて被保
険者均等割額、世帯別平等割額を7割･5割･2割減額します。減額の
適用を受けるためには、19歳以上の世帯員全員が所得の申告（所得
がない方を含む）をしている必要があります。
保険料の計算方法や減額など詳しくは、 千葉市　国保のしおり　

区　分
国民健康保険料（年額）

医療分 後期高齢者
支援金分 介護分

対象となる被保険者 全ての方 40～64歳の方
所得割額

（被保険者ごと）
(所得-43万円)
×6.71%

(所得-43万円)
×2.66%

(所得-43万円)
×2.32%

被保険者均等割額
（1人当たり） 19,920円 7,680円 10,560円

世帯別平等割額
（1世帯当たり） 24,000円 9,240円 8,040円

賦課限度額 65万円 20万円 17万円

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方や感染した方へ
保険料が減免されることがあります。
詳しくは、 千葉市　国保　コロナ　

便利な口座振替をご利用ください
納期限の日（年10回）に指定の口座から引き落とされます。口座
振替の開始時期は、手続き完了後、通知書でお知らせします。一度
手続きすれば翌年度以降も自動的に振替となりますので、ぜひご利
用ください。
申込方法
　　・ホームページの申し込みフォームから
　　・通知書に同封の口座振替依頼書を郵送
　　・�区役所市民総合窓口課または市民センター

で直接（キャッシュカードを持参してくだ
さい）

支払い方法や保険料など詳しくは、 千葉市　国民健康保険　

問区役所市民総合窓口課
　　中　央�☎221-2131�FAXFAX221-2680　花見川�☎275-6255�FAXFAX275-6371　稲　毛�☎284-6119�FAXFAX284-6190
　　若　葉�☎233-8131�FAXFAX233-8164　　緑　�☎292-8119�FAXFAX292-8160　美　浜�☎270-3131�FAXFAX270-3193

迷惑電話から高齢者を守る

通話録音装置などの設置経費を補助
電話de詐欺やしつこい電話勧誘などによる被害やトラブルを防止
するため、迷惑電話防止機能付き電話機などを購入･設置する費用を
補助します。詳しくは、 千葉市迷惑電話補助金　

　対 象 者　�千葉市に住民登録があり、市税を滞納していない、次の
いずれかに該当する方

　　　　　　・65歳以上の方のみの世帯
　　　　　　・�65歳未満の家族と同居しているが、普段日中は65歳

以上の方のみとなる世帯
　対象機器　①�通話録音装置＝既存の固定電話に取り付けて、通話着

信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える
機能があるもの

　　　　　　②�着信拒否装置＝既存の固定電話に取り付けて、相手の
電話番号を自動で判別し、着信拒否するなどの機能が
あるもの

　　　　　　③①または②の機能がついている固定電話機
　補助台数　先着300台程度
　補 助 額　対象電話機の設置経費の4分の3（上限1万円）
　申請方法　�7月1日㈮～10月31日㈪に、電話で消費生活センターへ予

約し、対象機器を購入･設置後、申請書（区役所、公民館など
で配布。ホームページから印刷も可）を、〒260-0045
中央区弁天1-25-1千葉市消費生活センターへ郵送。

問消費生活センター�☎207-3603�FAXFAX207-3111

市営住宅の入居者募集
市営住宅の一般世帯向け住宅、子育て世帯を対象にした期限付き住
宅の入居者を募集します。期限付き住宅は、入居日から10年間住むこ
とができます。
また、先着順で入居申し込みができる常
時募集を実施しています。詳しくは、申込
書またはホームページをご覧ください。
千葉市　市営住宅　募集　

申 込 資 格　・一般世帯向け住宅
　　　　　　　�入居収入基準内の世帯で、緊急連絡先の届出が可能

などの要件を満たす方
　　　　　　・期限付き住宅
　　　　　　　�一般世帯向け住宅の要件【上記】に加えて、小学生

以下の子どもと45歳以下の親で構成する世帯であ
ること

入居予定日　10月1日㈯以降
抽 選 日　7月29日㈮
申 込 書　�6月24日㈮から、市住宅供給公社（中央コミュニティ

センター1階）、区役所地域振興課、県住まい情報プラ
ザ（中央区栄町1-16）で配布。

申 込 方 法　�7月1日㈮～10日㈰消印有効。申込書に必要書類を添
えて、〒260-0026中央区千葉港2-1千葉市住宅供給
公社へ郵送。重複申し込み無効。

問市住宅供給公社�☎245-7515�FAXFAX245-7517

帯主宛てに通知書を送付します。
納付書による支払い方法と回数
支払方法　�通知書と併せて納付書を郵送しますので、金融機関また

はコンビニエンスストアなどでお支払いください。コン
ビニエンスストアを利用する場合は、領収証書とレシー
トを必ず受け取り、大切に保管してください。

　　　　　　�スマートフォン決済での支払いも可能です。詳しくは、
６面 をご覧ください。

回　　数　�6月～来年3月の年10回（毎月末日が納期限）
年金からの天引きによる支払い
年6回、年金受給日に天引きされます。

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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保険料などのスマートフォン決済
が可能になりました

65歳以上の方の介護保険料

ひきこもりに関する相談

編集担当Y

65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の状況、前年中の所得などにより決定します。6月中旬に決
定通知書を郵送しますので、ご確認ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などは減免制度があります。要件、申
請方法など詳しくは、決定通知書に同封のしおりをご覧いただくか、ホームページをご確認ください。
千葉市　介護保険料　コロナ　

6月中旬に決定通知書を郵送

口座振替または納付書による支払い方法
年金が年額18万円（月額1万5千円）未満の方が
対象です。原則、6月～来年3月の末日が納期限（年
10回）です。
口座振替　�納期限の日に口座から引き落とされま

す。金融機関窓口またはインターネッ
トでお申し込みください。決定通知書
に同封の専用はがきからの申し込みも
可能です。

納 付 書　�決定通知書と併せて納付書を郵送し
ますので、金融機関またはコンビニエ
ンスストアなどでお支払いください。
スマートフォン決済での支払いも可
能です。詳しくは、【下部の記事】をご
覧ください。

年金からの天引きによる支払い
年金が年額18万円（月額1万5千円）以上の方が
対象です。年6回、年金受給日に天引きされます。

介護保険料の決定方法と保険料額
本人や世帯の状況、前年中の所得などにより13段階に区分し、決定します。

支払い方法など詳しくは、 千葉市　介護保険料　

問保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室
　　中　央�☎221-2198　花見川�☎275-6401
　　稲　毛�☎284-6242　若　葉�☎233-8264
　　　緑　�☎292-9491　美　浜�☎270-4073
　介護保険管理課�☎245-5061�FAXFAX245-5623

スマートフォンアプリを使って、いつでも自宅などで保険料などを
納付できるようになりました。
対　　象　①国民健康保険料（後期高齢者医療保険料は不可）
　　　　　②介護保険料（普通徴収のみ）
　　　　　③�保育料、公立延長保育料、公立副食費（市が徴収する

ものに限る）
　　　　　④�自転車整理手数料（前年度事前申し込みの定期利用のみ）
決済方法　PayPay、LINEPay、PayB
利用方法　�希望する決済方法のアプリで、納付書のバーコードを読

み取り、支払い手続きをする。
注意事項　・3月までに発行された納付書では利用できません。
　　　　　・�領収書などは発行されませんので、必要な方は金融機関や

コンビニエンスストアなどの窓口で納付してください。
問①健康保険課�☎245-5144�FAXFAX245-5544
②介護保険管理課�☎245-5061�FAXFAX245-5623
③幼保運営課�☎245-5726�FAXFAX245-5894
④自転車政策課�☎245-5149�FAXFAX245-5591

ひきこもりの悩みを抱えている方、本人とどう接したらよいかわか
らないと悩むご家族などを対象に、出張相談や語り合いの場を開催し
ます。ぜひ、ご参加ください。
出張相談
日　　時　火･金曜日10：00～16：00
会　　場　若葉区役所
対　　象　本人または家族
定　　員　各先着3人
家族のつどい
日　　時　�6月24日、8月26日、10月28日、12月23日、来年2月

24日の金曜日13：30～15：30
会　　場　市ひきこもり地域支援センター
内　　容　家族同士やカウンセラーと悩みごとの語り合い
対　　象　ひきこもりで悩んでいる家族
定　　員　各先着20人
申込方法　�開催日1週間前までに電話で、市ひきこもり地域支援セン

ターへ（平日9：00～17：00）。
問市ひきこもり地域支援センター�☎204-1606�FAXFAX204-1607

保険料段階 対象 年額保険料

第1段階

老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税の方、生
活保護被保護者、中国残留邦人等支援給付を受給している
方など

19,440円

本
人
が
市
民
税
非
課
税

世帯員全員が
市民税非課
税の方　

本人の課税年金収入額とその他の合計
所得金額の合計額が80万円以下の方な
ど

第2段階
本人の課税年金収入額とその他の合計
所得金額の合計額が80万円を超えて
120万円以下の方など

25,920円

第3段階 上記以外の方、転入などにより世帯状況
などが把握できない方など 45,360円

第4段階 同じ世帯に市
民税課税者
がいる方

本人の「課税年金収入額」とその他の「合
計所得金額」の合計額が80万円以下の
方など

58,320円

第5段階 上記以外の方 64,800円
第6段階

本
人
が
市
民
税
課
税

本人の合計所得金額が80万円未満の方など 68,040円

第7段階 本人の合計所得金額が80万円以上125万円未満の方
など 71,280円

第8段階 本人の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方
など 81,000円

第9段階 本人の合計所得金額が190万円以上300万円未満の方
など 97,200円

第10段階 本人の合計所得金額が300万円以上500万円未満の
方など 113,400円

第11段階 本人の合計所得金額が500万円以上700万円未満の
方など 129,600円

第12段階 本人の合計所得金額が700万円以上900万円未満の
方など 145,800円

第13段階 本人の合計所得金額が900万円以上の方 155,520円

保険料の減免制度
保険料段階が第2･第3段階で低所得の方や、災
害その他特別な事情により収入などが著しく減少
した方などは、申請により介護保険料が減免され
ます。
詳しくは、お住まいの区の高齢障害支援課介護
保険室へご相談ください。

口座振替またはスマ
ートフォン決済での
お支払いが便利です

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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6月以降、新たに世帯全員の2022年度分の住民税均等割が非課税となった世帯または、
新型コロナウイルス感染症の影響により2022年1月以降の家計が急変して非課税相当と
なった世帯（家計急変世帯）が給付金（1世帯あたり10万円）の支給対象となります。
＊�給付金は、1世帯につき1回のみ、重複受給はできません。既に2021年度分の住民税非
課税世帯に対する給付金を受けた世帯等は対象外です。
詳しくは、市非課税世帯等給付金コールセンターにお問い合わせいただくか、ホームペ
ージをご覧ください。 千葉市　住民税非課税　給付金　

新型コロナウイルス感染症関連情報

■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

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

■ワクチンの4回目接種が始まります（60歳以上・18歳以上の基礎疾患がある方など）
重症化予防を目的として、新型コロナワクチンの3回目接種を受けて
から5カ月を経過した60歳以上の方や18歳以上の基礎疾患がある方な
どを対象に、4回目接種が始まります。

4回目接種の対象となる基礎疾患
・慢性の呼吸器の病気　・慢性の心臓病（高血圧を含む）
・慢性の腎臓病　・慢性の肝臓病（肝硬変等）　
・�インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発して
いる糖尿病　・血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
・�免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫
瘍を含む）　・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受
けている　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・�神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障
害等）　・染色体異常
・�重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した
状態）　・睡眠時無呼吸症候群
・�重い精神疾患（精神疾患の治療のために医療機関に入院している、
精神障害者保健福祉手帳を所持している、自立支援医療（精神通
院医療）で「重度かつ継続」のいずれかに該当する）
・知的障害（療育手帳を所持している）

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　

市では、【右表】のスケジュールで、3回目接種を受けた18歳以上のす
べての方に接種券を送付します。対象者【上記】に該当しない場合は、
接種を受けられません。ご自身が対象となるか不明な方は、事前に医療
機関にご相談いただくか、接種会場で予診の際にご相談ください。
なお、他市などで3回目の接種を受けてから千葉市に転入した方など
は、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。

3回目接種の時期 接種券の発送日
2月1～14日 6月21日㈫
2月15～28日 7月5日㈫
3月1～31日 7月19日㈫

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たっても接種券が届かない場
合、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。

４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
予約する方と、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

＊�利用可能な市内の医療機関や集団接種会場は、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。

＊掲載している情報は、5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。

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）

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

詳しくは、 千葉市　コロナワクチン　4回目　

接種時期　3回目の接種を受けてから5カ月以上経過後
対 象 者　接種日時点で、千葉市に住民票がある次の方
　　　　　・60歳以上の方
　　　　　・�18歳以上60歳未満で【右記】の基礎疾患で通院または入

院している方
　　　　　・�18歳以上60歳未満でBMI（体重kg÷身長m÷身長m）が

30以上の方
　　　　　・�18歳以上60歳未満で重症化リスクが高いと医師が認める方
費　　用　無料（交通費などは自己負担）
ワクチンの種類
ファイザー社製またはモデルナ社製
接種券の発送

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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オオガハスは、市内で発掘された古代ハスの実を、植物学者の大賀一郎博士が発芽･育
成したもので、今年で開花70周年を迎えます。世界に誇る古代ロマンを秘めたハスとし
て、市の花に制定されています。

6月から7月にかけて開花の最盛期を迎えるのに合わせて、オオガハスを楽しめるイベ
ントを開催します。優美に咲くオオガハスを見に行きませんか。
問緑政課 ☎245-5775 FAXFAX245-5885

開花開花
70周年70周年

世界に誇る市の花

オオガハスオオガハス

オオガハスを楽しめるイベントに行こう！

オオガハスをテーマにした夜のアートフェスで
す。
ライティングやダンス、音楽をはじめとしたアー
トパフォーマンスで、非日常体験を届けます。

日　　時　�6月9日㈭～11日㈯18：00～21：00
イベントの内容など詳しくは、 YohaS　

みどりの楽講in千葉公園
「大賀ハス講座」
オオガハスのいろいろな楽しみ方を学べ
る講座です。

日　　時　6月12日㈰10：00～12：00
会　　場　千葉公園蓮華亭
対　　象　15歳以上の方
定　　員　先着20人
申込方法　�電話で、カフェ･ハーモニー

へ。
問カフェ･ハーモニー
☎070-4325-3650（月曜日を除く）
中央･美浜公園緑地事務所
☎279-8440�FAXFAX278-6287

オオガハスの開花70周年を記念した講演などを行いま
す。ライブ配信も行います。
詳しくは、 オオガハス　70周年記念フォーラム　

日　　時　6月25日㈯13：00～16：30
会　　場　生涯学習センター
内　　容　記念講演、基調講演、パネルディスカッショ
　　ンなど

定　　員　100人
申込方法　6月9日㈭までに、Eメールで必要事項15面を
　�明記して、緑政課緑と花の推進室Eメールmidoritohana@
city.chiba.lg.jpへ。FAX、はがき（送付先＝〒260-
8722千葉市役所緑政課緑と花の推進室）も可。

オオガハスガイドオオガハスガイド
ハス池のオオガハスを見ながら、歴史や見どころ
などが学べます。

日　　時　�6月18日㈯･19日㈰･25日㈯･26日㈰
8：00～8：30、8：40～9：10

定　　員　�各当日先着15人
ミニ講座ミニ講座

日　　時　�6月20日㈪～24日㈮10：00～12：00
内　　容　コケ玉講座、多肉植物の寄せ植えなど　　
定　　員　各当日先着15人　料　　金　800円程度

象鼻杯の実演象鼻杯の実演
ハスの葉に飲み物を注ぎ、茎をストローにして飲む象鼻杯の実演をします。
日　　時　6月18日㈯9：30～10：00、19日㈰･26日㈰8：30～9：00

演奏会演奏会
琴、ギターなどの演奏を楽しめます。
日　　時　6月18日㈯･19日㈰･25日㈯10：00～12：00、26日㈰9：00～12：00

6月9日㈭～11日㈯6月9日㈭～11日㈯
千葉公園蓮華亭周辺千葉公園蓮華亭周辺 YohaS2022YohaS2022

ヨヨ ハハ スス6月18日㈯～26日㈰6月18日㈯～26日㈰
千葉公園蓮華亭周辺千葉公園蓮華亭周辺 大賀ハスまつり大賀ハスまつり

大賀ハス開花70周年記念フォーラム大賀ハス開花70周年記念フォーラム

2,000年前のハスの実が奇跡的に開花
1951年、大賀一郎博士たちは現･東京大学検見
川総合運動場の地層を掘り下げ、推定2,000年以
上前の古代ハスの実を3粒発掘しました。そのう
ちの1粒が順調に生育し、1952年、奇跡的に大輪
の花を咲かせました。古代ハスの実を発見し発芽
させた大賀博士の名にちなんで「オオガハス」と
名付けられ、1993年に市の花に制定されました。
現在では、国内外200カ所以上に分根され、友
好と平和の使者として親しまれています。

オオガハスを観賞しよう‼オオガハスを観賞しよう‼
11時ごろには花弁が閉じてしまうため、6

～9時ごろの観賞がお勧めです。
千葉公園の蓮華亭前のハス池に群生し、多
い時には700輪を超える花が咲くこともあ
ります。しらさぎ公園（花見川区瑞穂1-4）や
富田さとにわ耕園（若葉区富田町711-1）な
どでもオオガハスが見られます。

「花のあふれるまちづくり」シン
ボルキャラクターちはなちゃん

YohaS2021

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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おいしいね、たのしいね、たべるってだいじだね
食べることは、私たちが生きていくためにとても大切なことです。
日々の忙しさの中で、食べることの大切さを忘れていませんか？この機会に、食べることについて考えてみましょう。
詳しくは、 千葉市　食育　

6月は食育月間

食生活改善推進員（ヘルスメイト）として活動しませんか？
食を通して地域の健康づくりのボランティア活動を行

う、食生活改善推進員を募集しています。栄養･食生活の講
話と調理実習を通して食について学び、幅広い世代に食の
大切さを伝えませんか。 
　活動場所　保健福祉センターや公民館など
　活動内容　・子どもたちに和食や食文化を教えます。
　　　　　　・ 食事のバランスや減塩の工夫などを学び、

幅広い世代に食の大切さを伝えます。

食育、始めてみませんか？取り組んでいることをチェックしてみましょう。
▢主食･主菜･副菜をそろえて、栄養バランスを考えた食事をする。
▢朝ごはんを食べる。
▢よくかんで食べ、食後には歯を磨く。
▢食べ残しを減らすなど、環境に配慮した食生活を実践する。
▢家族や仲間と一緒に食の楽しさ･おいしさを実感する。
▢ 食物やその食物を生み出す生産者など食に関わった全てのものに対し、感

謝する。
栄養バランスを考えよう
　糖尿病などの生活習慣病予防のためには、バランスのよい食事を取ること
が大切です。1日3回の食事の中でいろいろな食品を取ることを心掛け、必要
な栄養素をバランスよく取りましょう。
主食 = 体のエネルギー源になります。
　　　 ごはん、パン、麺類

食育月間啓発イベント「食育のつどい」
日　　時　 ①6月20日㈪～7月8日㈮10：00～

21：00（6月20日㈪は12：00から）、
②7月9日㈯･10日㈰10：00～15：00

場　　所　アリオ蘇我1階
内　　容　 ①栄養バランスや地産地消などについ

て紹介するパネル展、②食について、
クイズなどを通して楽しく学べるイベ
ントとパネル展の開催

問健康推進課 ☎245-5794 FAXFAX245-5659

食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座
食生活改善推進員になるための養成講座を開催します。
日　　時　 9月16日、10月21日、11月18日、12月16

日、来年1月20日、2月24日の金曜日10：00
～15：00　全6回

場　　所　稲毛保健福祉センター
対　　象　継続して活動できる70歳未満の方 
定　　員　40人（面談で選考）
料　　金　1,000円程度
申込方法　 7月29日㈮までに電話で、お住まいの区の保

健福祉センター健康課へ。
問保健福祉センター健康課

　中　央 ☎221-2582 FAXFAX221-2590
　花見川 ☎275-6296 FAXFAX275-6298
　稲　毛 ☎284-6494 FAXFAX284-6496
　若　葉 ☎233-8714 FAXFAX233-8198
　　緑　 ☎292-2630 FAXFAX292-1804
　美　浜 ☎270-2221 FAXFAX270-2065

活動歴10年以上の
ヘルスメイトさん

主菜 = 体をつくるもとになります。
　　　 肉、魚、卵、大豆製品

その他 = 1日1回取りたい食品
　　　　 牛乳･乳製品、果物

副菜 = 体の調子を整える働きをします。
　　　 野菜、きのこ、海藻、芋類

主菜
主食

副菜

副菜

仕事で忙しかったころは、料理の苦労が見えて
なかった。
料理は、指先を使ったり、夏バテ予防など目的
に合わせた献立を考えたり、脳への刺激になる。
料理の楽しさをもっと伝えたい。気楽に始めて
みましょう。

その他
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食中毒予防の3原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、やっ
つける」です。家庭でも次の点に十分注意しましょう。
食品の購入　�肉･魚･野菜などの生鮮食品は新鮮な物を購入しましょう。
　家庭での保存　�冷蔵や冷凍の必要な食品を購入後は、短時間で持ち帰

って冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
　下 準 備　�調理器具は使用前に洗浄･消毒しましょう。生の肉や

魚などの汁が、調理済の食品やサラダなど生で食べる
食品にかからないようにしましょう。

　調 理　�食品を取り扱うときには手を洗いましょう。加熱して
調理する食品は、十分に加熱（目安は、食品の中心部
の温度が85℃～90℃で90秒以上）しましょう。特に
生の肉やレバーなどの内臓は、新鮮なものでもO157
やカンピロバクターなどの食中毒菌が付着している可
能性があります。表面だけでなく中心部まで十分加熱
して食べましょう。

　食 事　食事の前には必ず手を洗いましょう。
残った食品　�放置せず、清潔な器具や容器を使って、冷蔵庫などで

保存し、早めに食べましょう。温め直すときも食品
全体を十分に加熱しましょう。少しでも怪しいと思
ったら、食べずに捨てましょう。

問食品安全課�☎238-9935�FAXFAX238-9936

6/1～9/30は食品衛生夏期対策期間

食中毒を予防しましょう

蚊が媒介する感染症にご注意を‼
蚊は、ジカ熱やデング熱、日本脳炎などの感染症を媒介する場合が
あります。感染症を防ぐためには、蚊を発生させないこと、蚊に刺さ
れないことが重要です。
特に、蚊の幼虫（ボウフラ）対策は、今の時期から始めましょう。
蚊を発生させないために
蚊の成虫は水辺に卵を産み、幼虫は水中で生育します。水たまりを
なくすことが、蚊の発生を抑える有効な対策です。
・雨どいや側溝は定期的に清掃しましょう。
・�植木鉢の受け皿や空き容器、ビニールシート、古タイヤなどに水を
ためないようにしましょう。
・くみ置きの水は、週に1回は取り替えましょう。
蚊に刺されないために
・�蚊の多い場所（草むらなど）に行くときは、肌が露出しないように
しましょう（長袖･長ズボンの着用、サンダルでも靴下を履くなど）。
・必要に応じて、虫よけ剤や蚊取り線香などを使用しましょう。
問環境衛生課（蚊の対策について）�☎238-9940�FAXFAX238-9945
感染症対策課（蚊が媒介する感染症について）�
☎238-9974�FAXFAX238-9932

歯科健診を受診しましょう
今年度に76歳となる後期高齢者医療被保険者を対象として、歯科口
腔健康診査（歯科健診）を無料で実施します。受診は、1人1回です。
期　　間　6月1日㈬～12月28日㈬
対　　象　①�1946年（昭和21年）4月2日～1947年（昭和22年）

4月1日生まれの千葉県後期高齢者医療被保険者
　　　　　②�1945年（昭和20年）4月2日～1946年（昭和21年）

4月1日生まれの千葉県後期高齢者医療被保険者のう
ち、2021年度の歯科健診を受診できなかった方

　受 診 票　�①5月下旬に発送、②2021年度の受診票を使用。紛失し
た方は健康推進課へお問い合わせください。

健診項目　口腔診査と口腔衛生指導
　　　　　・�歯と歯肉の状況（虫歯、歯肉の炎症、かみ合わせなど）
　　　　　・口腔機能の状況（舌の動き、物を飲み込む力など）
　　　　　・虫歯、歯周疾患の予防法など
受診方法　協力医療機関に直接予約の上、受診（訪問診療はありません）
受診の際に必要な物　保険証、受診票
協力医療機関など詳しくは、 千葉市　歯科健診

問県後期高齢者医療広域連合給付管理課（歯科健診について）
☎216-5013�FAXFAX206-0085
健康推進課（受診票発行について）�☎245-5146�FAXFAX245-5659

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～翌朝6：00、日曜日・祝日・年末年始9：00～翌朝6：00
　こども急病電話相談　☎#8000（IP電話からは☎043-242-9939）
　　19：00～翌日6：00（365日）

医療機関情報など詳しくは、 千葉市　医療機関
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児童手当の制度の変更

未来の科学者育成プログラム
ジュニア参加者募集

試合日程･ホームゲームに招待

芸術文化新人賞の候補者募集

中学生以下の子どもを養育している方に支給している児童手当など
の手続きや支給対象が変更になります。
これまで毎年6月に提出していた現況届は、原則提出不要となります。
引き続き現況届の提出が必要な方
次のいずれかに該当する方には、現況届を郵送しますので、記入の
上、6月30日㈭までに保健福祉センターこども家庭課へ提出してくだ
さい。
現況届の提出がない場合、6月分以降の手当は支給できません。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が千葉市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、里親や施設などの受給者の方
・過年度分の現況届が未提出となっている方
・その他、千葉市から提出の案内があった方
新たに所得上限限度額が設けられました
10月支給分（6～9月分手当）から、子どもを養育している方の所
得額が②以上の場合、児童手当などは支給されません。所得額が①以
上②未満の方は特例給付の対象となります。

＊①②限度額（所得額）は扶養親族などが1人増えるごとに原則38万円増加

科学に興味･関心が高い小学生を対象に、さまざ
まな専門的な研究所の見学や研究者との出会いをつ
くる「未来の科学者育成プログラムジュニア」を実
施します。ぜひ、この機会にプログラムに参加して、
未来の科学者を目指しませんか。
日　　時　�①6月12日㈰13：30～16：00、②7月9日㈯･10日㈰�

9：30～15：30、③7月19日㈫10：30～12：00
会　　場　�①動物公園、②千葉大学教育学部、③Zoomでのオンラ

イン開催
内　　容　�①動物園の楽しみ方パワーアップ講座
　　　　　②自分で実験し、調べることに挑戦してみよう‼
　　　　　③糞

ふん

から知ろう‼動物の消化
対　　象　市内在住･在学の①小学3･4年生、②③小学5･6年生
定　　員　①10人程度、②各12人程度、③30人程度
備　　考　会場まで保護者の送迎が必要となります。
申し込み方法など詳しくは、 千葉市未来の科学者　ジュニア　

問生涯学習振興課�☎245-5958�FAXFAX245-5992

　「LOOK♥6区　みんなに見せたいまちの魅力」をテーマに、6区の
魅力あふれる写真を募集します。ぜひ、ご応募ください。入選した方
には豪華な賞品を贈呈します。
募集期間　6月1日㈬～8月31日㈬
表彰区分　区長賞＝各区1人、入選＝各区2人
賞　　品　�各区の名産品･特産品（区長賞＝1万8千円相当、入選＝

6千円相当）
応募方法　�千葉市政令指定都市移行30周年のInstagramをフォロ

ーして、ハッシュタグ「#政令市30」、「#千葉市◯◯区
（中央区の写真は#千葉市中央区）」を付けて一言コメン
トを添え、投稿してください。

詳しくは、 千葉市　政令市　30周年　

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

6月にフクダ電子アリーナで行われるジェフユナイテッド千葉のホ
ームゲームをお知らせします。フクアリでジェフを応援しましょう。
フクダ電子アリーナ6月ホームゲーム情報（J2リーグ）

2022フクダシートプレゼント
フクダ電子株式会社が、フクダ電子アリーナで行われるホームゲ
ームに皆さんを招待します。席は、メイン北コーナー自由席です。
試　　合　7月10日㈰18：00　対栃木SC
　　　　　　��23日㈯18：00　対ヴァンフォーレ甲府
対　　象　市内在住･在学の小･中学生と保護者
定　　員　各40組80人
申込方法　�6月10日㈮必着。はがきに、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（小･中
を明記）、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。

当選者には、試合日の約1週間前までに入場引換券を送付します。
問ジェフユナイテッドファンクラブ事務局�☎0570-064-325

問観光MICE企画課�☎245-5897�FAXFAX245-5669

将来の活躍が期待される芸術家を表彰する、芸術文化新人賞の候補
者を募集します。自薦･他薦は問いません。才能あふれる芸術家を推薦
してください。詳しくは、 千葉市芸術文化新人賞　

対　　象　次の全てを満たす個人または団体
・�芸術文化の分野（音楽、演劇、舞踊、美術、文芸など）で活発
に活動を展開している
・おおむね5年以上にわたる活動歴がある
・�市内出身･在住･活動拠点を置くなど、千葉市にゆかりがある

表彰区分　新人賞（副賞50万円）、奨励賞（副賞10万円）
推�薦方法　8月31日㈬消印有効。推薦用紙（文化振興課、区役所地
域振興課などで配布。ホームページから印刷も可）を、〒260-
8722千葉市役所文化振興課へ郵送。
選考委員会で選考し、結果は全員に12月末ごろ郵送します。

問文化振興課�☎245-5961�FAXFAX245-5592

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

日程 開始時間 対戦チーム
　6/�5㈰ 14：00 ベガルタ仙台
　　18㈯ 14：00 大宮アルディージャ
　　26㈰ 14：00 東京ヴェルディ

支
給
額

対象 児童手当支給額（月額）
所得額が①未満の方

特例給付支給額（月額）
所得額が①以上②未満の方

3歳未満 1万5千円

5千円3歳～
小学生

1万円
(第3子以降1万5千円)

中学生 1万円

扶養親族
などの数

①所得制限限度額 ②所得上限限度額

所得額 収入額
の目安 所得額 収入額

の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円

ジェフユナイテッド千葉

政令市移行･区設置30周年記念
フォトコンテスト

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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ＳＴＥＰ １　自宅の状況を確認 ＳＴＥＰ 2　連絡先・避難経路を決定 ● 家族の連絡先／緊急連絡先
あなたの住んでいる地域は？
□浸水想定区域　□土砂災害警戒区域
住んでいる場所の浸水想定深は？
【原因（　　　　）浸水深（　　　　）】

どこに避難する？ 避難の途中で注意する場所は？
候補1________________【歩いて 約　　　　　分】➡【　　　　　　　　　　　　】
候補2________________【歩いて 約　　　　　分】➡【　　　　　　　　　　　　】

TＥＬ　　　　－　　　　－　　　　（　　　　）
TＥＬ　　　　－　　　　－　　　　（　　　　）
TＥＬ　　　　－　　　　－　　　　（　　　　）
TＥＬ　　　　－　　　　－　　　　（　　　　）

〔警戒レベル〕
取るべき行動
避難情報 等

気象警報、
災害情報 等

行
動
プ
ラ
ン

わ
た
し
と
家
族

地
域

気象状況（例） 大雨の数日～約1日前 大雨の数時間～2時間前程度 →　　　　→ 数十年に一度の大雨数十年に一度の大雨数十年に一度の大雨数十年に一度の大雨大雨の半日～数時間前

命
の
危
険
、直
ち
に
安
全
を
確
保
！

〔レベル1〕
災害への心構えを高める

早期注意情報
（警報級の可能性）

〔レベル2〕
自主避難など注意の呼びかけ

自主避難など

大雨注意報／洪水注意報

氾濫注意情報

高齢者等避難

大雨警報／洪水警報

避難指示

土砂災害警戒情報

〔レベル3〕
避難に時間がかかる人は危険な場所から避難！

〔レベル4〕
危険な場所から全員避難！

高潮注意報 高潮警報／高潮特別警報
氾濫危険情報氾濫警戒情報

〔レベル5〕
災
害
の

 

　発
生
ま
た
は
切
迫
！

市内における浸水被害の軽減を図るため、防水板の設置費

洪水、内水、土砂災害、高潮、竜巻、突風などの風水害
から身を守るためには、日頃からの備えが大事です。

マイ･タイムラインの作成を通じて、災害時、「いつ」「何
をするのか」を整理し、風水害に備えましょう。
問防災対策課 ☎245-5147 FAXFAX245-5552

マイ･タイムラインは、大雨などで水害や土砂災害の発生リスクが高まっているときに、自
分や家族が取るべき防災行動を時系列に整理し、まとめたものです。いざというとき慌てず
行動できるよう、家族と一緒に考え、自分だけのマイ･タイムラインを作りましょう。マイ・
タイムライン記入シートや作成マニュアルは、ホームページからダウンロードできます。
千葉市　マイ･タイムライン　

床上浸水被害を受けた家屋は、固定資産税･都市計画税の減免
の対象になります。納期限までに、市税事務所資産税課または市
税出張所へ申請が必要です。詳しくは、家屋がある区を担当する
市税事務所資産税課へお問い合わせください。
問市税事務所資産税課

　東部（中　央･若　葉･緑　区）☎233-8145 FAXFAX233-8376
　西部（花見川･稲毛･美浜区）☎270-3145 FAXFAX270-3227 問都市安全課 ☎245-5337 FAXFAX245-5709

避難情報などの入手手段を確認しよう

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、指定避
難所に避難者が集中しないよう、親戚や友人宅への避難や地域の
自治会館への避難など、複数の避難先を事前に決めておきましょ
う。

複数の避難先を確認しよう

荒天などのため屋外への避難が困難な場合は、室内にとどまり、
崖と反対側のより高い部屋などへ避難しましょう。

屋外への避難が困難なときは

もしも被害に遭ってしまったら

風水害に備える

避難情報などを5段階の警戒レベルとともに伝えています。
高齢者など避難に時間がかかる人は警戒レベル3が、それ以外

の人は警戒レベル４が出されたら、速やかに避難しましょう。

いつ避難すればいいの？

警戒レベル 取るべき行動 避難情報など

警戒レベル5 命の危険
直ちに安全確保 緊急安全確保

警戒レベル4 危険な場所から
全員避難 避難指示

警戒レベル3 危険な場所から
高齢者らは避難 高齢者等避難

警戒レベル2 避難行動の確認 大雨注意報など
警戒レベル1 心構えを高める 早期注意情報

マイ・タイムラインとは
〜作成例〜〜作成例〜

天気予報の確認

非常用持出袋の
確認

携帯電話の充電

家の雨戸を閉める

非常用持出品の準備

ハザードマップで安全
な経路を再確認

避難所の開設状況
を確認

避難開始
(母･妻）

避難開始
(私）

避難完了
(私）

避難完了
(母･妻）家族の今後の予定

や居場所を確認

友人宅に避難させ
てもらうことを依頼

近所の人と避難方
法などを情報交換

隣の高齢者宅に避難の
呼びかけ

避難先への通り道にある
家に声かけ

作成したマイ･タイ
ムラインの再確認

レ 友人宅

友人
職場
親戚

10

20A中学校

土砂災害警戒区域は迂回

⃝⃝⃝
★★★
╳╳╳

⃝⃝⃝
★★★
╳╳╳

⃝⃝⃝
★★★
╳╳╳

テレビや気象庁
のHPを確認

家族の避難に影響
が出ない範囲で！

集水ますの表面清掃にご協力を
集水ますの表面に落ち葉やごみが詰まっている

と、雨水が流れ込みにくくなり、道路冠水などを引
き起こしやすくなります。

清掃にご協力ください。 千葉市　雨水ます清掃　

問土木事務所
　　中央･美浜 ☎232-1151　花見川･稲毛 ☎257-8841
　　　　若葉　　 ☎306-0655　　　緑　　　☎291-7121
　土木管理課 ☎245-5387 FAXFAX245-5579

避難時の感染症対策

安全な場所にいる人まで避難先に行く必要はありません。

安全な親族･知人宅などに避難することも考えましょう。

マスクや消毒液、体温計などの感染症対策用品は持参し
ましょう。

感染症対策用品は持参しましょう

避難先は小･中学校や公民館だけではありません

避難の目的は安全を確保すること

土砂災害は危険箇所以外でも発生します
2019年10月25日の大雨では、「土砂災害の危険がある」とされていな

い場所でも土砂災害が発生しました。
自宅周辺に背丈より高い崖があり、土砂災害の前兆現象が見られたら、

避難指示などの有無にかかわらず、自主避難しましょう。
土砂災害の前兆現象
崖から水が吹き出す

崖から小石が
落ちてくる 崖に割れ目ができる

世帯構成
私(夫)･妻･母(高齢者)

生活環境
土砂災害警戒区域

避難指示などの緊急情報に加えて、地震･豪雨･津波などの
情報を入手することができます。 Yahoo!防災速報　

Yahoo!防災速報

気象情報、河川水位情報などの情報を発信します。
千葉市　防災ポータル　

千葉市防災ポータルサイト

ちばし安全･安心メール
避難指示などの緊急情報をはじめ、防災･防犯情報をEメール

で送信します。登録はEメールentry@chiba-an.jpへ空メールを送信。

携帯電話などによる緊急情報の入手が困難な高齢者などを対象に、
固定電話やFAXに災害時の緊急情報を配信しています。

詳しくは、防災対策課【上記】へお問い合わせください。

電話･FAXによる災害時緊急情報配信サービス

ハザードマップを確認しよう
洪水、内水や土砂災害の恐れのある箇所や避難先は、地震･風水害ハ

©2022 ZENRIN Date Com©2022 ZENRIN Date Com
地図データ©2022 ZENRIN地図データ©2022 ZENRIN

ザードマップ（WEB版）で確認できます。
自分の家が対象になっているか確認し、

家族や地域で、安全に避難できる避難先や
避難経路について話し合いましょう。
千葉市　ハザードマップ　

崖から水が噴き出す 崖から小石が落ちてくる 崖に割れ目ができる

床上浸水被害を受けた家屋は、固定資産税･都市計画税など床上浸水被害を受けた家屋は、固定資産税･都市計画税など
を減免できますを減免できます 被災した宅地の擁壁の改修や新設にかかる費用を助成被災した宅地の擁壁の改修や新設にかかる費用を助成

～マイ･タイムラインを作ってみよう～～マイ･タイムラインを作ってみよう～

風水害対策への助成制度などがあります

雨水の貯留や地下浸透により、河川などへの
負担を減らし、浸水被害の軽減を図るため、雨
水貯留槽･浸透ますの設置費用の一部を助成し
ます。対象や申請方法など詳しくは、
千葉市　雨水貯留槽　

急傾斜地の崩壊を防止するため、土地所有者などの協力が
得られる場合に、県や市が崩壊防止工事を実施します。

工事費の一部については、土地所有者などの負担が必要で
す。

対象など詳しくは、 千葉市　急傾斜地　対策　

問総合治水課 ☎245-5437 FAXFAX245-5574

雨水貯留槽･浸透ますの設置費用を助成

崖崩れなどの危険がある区域内
の住宅（危険住宅）を解体し、安
全な土地に移転する際の費用を助
成します。
　対象や申請方法など詳しくは、
千葉市　崖地移転　

崖に近接する住宅の解体･移転費などを助成

急傾斜地崩壊防止工事の施工

防水板設置工事に助成金を交付します

用の一部を助成します。
ホームページで説明動画をご覧いただ

けます。対象や申請方法など詳しくは、
千葉市　防水板設置工事　

大規模な災害により被災した宅地の擁壁
の改修や新設にかかる費用を助成します。
　助 成 額　工事費用の3分の1
　　　　　　（上限＝300万円）

詳しくは、都市安全課へお問い合わせく
ださい。

問下水道営業課 ☎245-5412 FAXFAX245-5614

問下水道営業課 ☎245-5411 FAXFAX245-5614

問都市安全課 ☎245-5810 FAXFAX245-5709

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 ちば市政だよりへの広告掲載のお申し込みは、㈱キョウエイアドインターナショナルEメールcontact@kyoeiad.co.jpへ。
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加治屋百合子さん

吉山 シャール 
ルイ・アンドレさん

千葉市民花火大会を観覧できる席へ招待します。
新型コロナウイルス感染症の感染防止のために規模を縮小し開催し
ます。会場周辺における密集を避けるため、当選していない方は、会
場周辺への来場をお控えください。
　日　　時　8月6日㈯19：30～20：00
　会　　場　幕張海浜公園　　対　　象　市内在住の方
　内　　容　低空で開花する海上花火による演出
　定　　員　20,000人

千葉市民花火大会へ招待

　申込方法　�6月20日㈪までに、ホームページ（https://forms.gle/
X167wNSD5Xm1Gido6）から。はがきに必要事項15面

　当選発表　�当選者には、7月25日㈪までに、はがきでお知らせします。

メッセ大通り

幕張メッセ

ZOZO
マリンスタジアム

国
際
大
通
り

立
入
禁
止
区
域

立
入
禁
止
区
域 浜

田
川

防風林 防風林 防風林 防風林 防風林

危険区域

市民招待席立入禁止区域

見浜園

JFA
夢フィールド

JFA
夢フィールド

問NTTハローダイヤル�☎050-5542-8600
千葉市民花火大会実行委員会（観光協会内）
☎242-0007�FAXFAX301-0280

キッズ入門スポーツ教室

対　　象　市内在住･在学の小学生
申込方法　�6月15日㈬必着。往復はがき（1人1教室1通）に必要事

項15面を明記して、〒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。

問市スポーツ協会�☎238-2380�FAXFAX203-8936

ヒューストン･バレエ団現役プリンシパルダンサーによる

バレエワークショップ
姉妹都市提携50周年を記念して、ヒューストン市に拠点を置くヒュ
ーストン･バレエ団から現役プリンシパルダンサーを招き、バレエワ
ークショップを開催します。
この機会に、全米屈指の実力を誇るバレエの世界に触れてみませんか。
　日　　時　7月7日㈭①17：00～18：30、
　　　　　　②19：00～20：30
　会　　場　美浜文化ホール
　内　　容　�講師＝①加治屋百合子さん（ヒュー

ストン･バレエ団プリンシパル）、②
吉山�シャール�ルイ・アンドレさん
（同バレエ団プリンシパル）

　対　　象　�バレエ経験歴2年以上で、①小学4年
～中学1年生、②中学2年生～18歳
の方

　定　　員　各25～30人程度
　注意事項　�ワークショップの見学はできませ

ん。
　申込方法　6月15日㈬までに電子申請で。
　　　　　　 千葉市　バレエワークショップ

　問国際交流課�☎245-5018�FAXFAX245-5247

音楽団体などの音楽鑑賞公演などの開催に対し、会場費などの補助
を行う「千葉市音楽団体等活動支援事業補助金」を創設しました。ぜ
ひ、ご応募ください。
対象団体　�6月1日時点で市内に活動拠点があり、以下の要件を全て

満たす非営利の文化芸術団体
　　　　　・自ら事業を企画し遂行する能力がある
　　　　　・会則･規約など、役員または会員名簿を有している
　　　　　・実施する事業の明確な会計経理が行われている
対象事業　�7月15日㈮～来年3月31日㈮に県内の公共・民間施設の

室内ホールを借りて実施する音楽鑑賞公演（室内ホール
は、劇場・音楽堂等の事業の活性化に関する法律の劇場･
音楽堂などの要件を満たすものに限る）

＊�対象団体･事業は、他にも要件があります。詳しくは、　　　　　
千葉市　音楽団体等活動支援事業補助金　

補 助 額　補助対象経費の2分の1（上限額＝1公演につき30万円）
募集要項　�文化振興課、区役所地域振興課、コミュニティセンター、

公民館、市民会館、文化センター、若葉文化ホール、美
浜文化ホール、市政情報室で配布。ホームページから印
刷も可。

申込方法　�6月30日㈭必着。募集要項に記載された必要書類を、〒
260-8722千葉市役所文化振興課へ郵送。

結果通知　7月15日㈮ごろに通知予定。
問文化振興課�☎245-5961�FAXFAX245-5592

音楽団体等活動支援事業補助金

あなたの意見を市政に‼

WEBアンケート
6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、「身近な水環境」「シェアサイクル･電動キック
ボード」「公共交通の利用」です。
ちばシティポイントの対象となるほか、抽選で今月限定のグッズセ
ットや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

区 会場名 教室名 日時 回数 定員 料金

中
央

青葉の森スポ
ーツプラザ ソフトテニス 8/1㈪～4㈭9：30～11：00 4 20人 900円

千葉公園スポ
ーツ施設

バドミント
ン①

7/25㈪～28㈭
10：00～11：30 4 25人 800円

バドミント
ン②

8/22㈪～25㈭
10：00～11：30 4 25人 800円

卓球 7/25㈪～28㈭
10：00～11：30 4 20人 800円

バレーボール 8/22㈪～26㈮10：00～11：30 5 25人 600円

中央コミュニ
ティセンター

合気道&護身
術

8/2㈫～5㈮
10：00～11：30 4 20人 700円

美
浜

真砂コミュニ
ティセンター

ヒップホップ
ダンス

8/2㈫～5㈮
9：15～10：45 4 20人 500円

アクアリンク
ちば

アイススケ
ート

8/16㈫～18㈭
9：30～10：30 3 50人

1,000円
（別途貸
靴代1回
300円）

のほか、Eメールアドレス、同行者の氏名
（4人まで）を明記して、〒260-8799千葉
中央郵便局留千葉市民花火大会実行委員会
へ郵送も可。

Houston Ballet Principal Houston Ballet Principal 
Yuriko Kajiya.Yuriko Kajiya.
Photo by Amitava Sarkar Photo by Amitava Sarkar 
( 2014 ) . Cou r te sy o f  ( 2014 ) . Cou r te sy o f  
Houston Ballet.Houston Ballet.

Houston Ballet Principal  Houston Ballet Principal  
Charles-Louis Yoshiyama.Charles-Louis Yoshiyama.
Photo by Amitava Sarkar Photo by Amitava Sarkar 
( 2018 ) . Cou r te sy o f  ( 2018 ) . Cou r te sy o f  
Houston Ballet.Houston Ballet.

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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イベント

昭和の森の催し

ゲンジボタル観賞会
日時6月4日㈯･5日㈰19：00～20：30
場所湿生植物園周辺
備考受け付けは、19：00から第2駐車
場で。同駐車場のみ利用可

自然観察会「水辺に生える植物の秘
密を探ろう‼」

日時6月12日㈰10：00～12：00
定員先着20人　料金50円
申6月1日㈬9：00～8日㈬に電話で、
昭和の森管理事務所☎294-3845。
FAX488-5223も可（必を明記）

備考駐車場＝1時間100円、最大400円

教科書展示会

日時6月10日㈮～24日㈮（20日㈪を除
く）9：30～16：30
場所文化センター
内容来年度に小･中･高等·中等教育学
校、特別支援学校･特別支援学級で使
用する教科書の見本を展示
問教育指導課☎245-5981 FAX245-5989

養育里親説明会

日時6月12日㈰14：00～15：00
場所稲毛保健福祉センター
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

動物保護指導センター
育成中の子猫のお見合い会

日時①6月15日㈬、②29日㈬
内容お見合い時間は1組30分
備考その他の犬猫は、随時譲渡相談受
け付け中。動物保護指導センターHP
で譲渡可能な犬猫を確認の上、電話
でお問い合わせください。予約なし

の見学不可
申①6月6日㈪～10日㈮、②20日㈪～
24日㈮に、HP（「千葉市　育成中の子
猫を譲渡します」で検索）で、希望
の子猫を確認して電話で、動物保護
指導センター☎258-7817
問同センター☎前記 FAX258-7818

こころの健康センターの催し

①アルコールミーティング
日時6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

②精神障害者家族のつどい
日時Ⓐ6月20日㈪13：40～16：00、Ⓑ 
7月11日㈪13：40～16：50
内容Ⓐ家族として本人との関わりを
学びましょう、Ⓑ精神障害者の就
労支援についての講演会と家族ミ
ーティング
定員Ⓐ10人、Ⓑ20人

③うつ病当事者の会
日時6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

④依存症治療･回復プログラム
日時6月29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

⑤うつ病集団認知行動療法
日時 9月6日～11月22日の火曜日 
14：00～15：30。全12回
対象20～65歳で、うつ病の診断で通
院治療中の方。要主治医意見書
定員6人
備考事前面談あり。場合により、資
料代の実費負担あり

申①～④電話で、こころの健康セン
ター☎204-1582。⑤6月21日㈫～8月
23日㈫必着。申込書（保健福祉セン
ター、こころの健康センターで配布）
を、〒261-0003美浜区高浜2-1-16ここ
ろの健康センターへ郵送
問同センター☎前記 FAX204-1584

ふれあい自然観察会

日時6月18日㈯13：00～15：00
場所検見川の浜
内容テーマ＝市の鳥コアジサシと海辺
の生き物観察
定員20人
備考小学3年生以下は保護者同伴。服装
は、長袖、長ズボン、長靴、帽子を
着用
申6月8日㈬必着。はに必のほか、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

大草谷津田いきものの里自
然観察会

日時6月19日㈰10：30～12：00。雨天中止
内容テーマ＝カエルぴょこぴょこ何種
類？
定員15人
備考小学3年生以下は保護者同伴。集合
･解散は大草谷津田いきものの里入
口広場。服装は、長袖、長ズボン、
長靴、帽子を着用
申6月8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

健康ウォーク

日時7月2日㈯8：30～11：00
内容東京大学旧緑地植物実験所で大賀
ハスの観察など約2.5キロメートル
のコース
定員20人
備考小学4年生以下は保護者同伴。集合
＝花見川区役所、解散＝新検見川公
園。小雨決行
申6月15日㈬必着。はに必のほか、参
加人数（6人まで）を明記して、〒
260-8722千葉市役所市民自治推進課
内千葉市を美しくする会へ。 FAX245-
5665、Eメールjichi.CIC@city.chiba.lg.jp
も可
問同会☎245-5138 FAX前記

水泳大会

日時①市選手権水泳大会＝7月10日㈰、
②市民水泳大会＝8月7日㈰。いずれ
も、9：00～16：00
場所千葉公園プール
対象小学生以上の方　料金1種目500円
申①6月15日㈬･②7月8日㈮必着。申
込書（市営プールで配布。市水泳協
会HPから印刷も可）と必要書類を、〒
262-0023花見川区検見川町5-2324-7
藤代方･千葉市水泳協会へ郵送
問同協会･藤代さん☎070-6408-5568

（17：00～20：00）。スポーツ振興課☎
245-5968 FAX245-5994

キッズフェスタ2022　観
て‼感じて‼楽しもう!!

①音楽バンド「パノラマとラボラト

リー」ミニライブ「みんなで一緒に
音を遊ぼう!!感じよう!!」

日時7月23日㈯13：30～14：30
料金前売券（全席自由）＝500円。 
3歳未満児は同伴者の膝上に限り
無料

②おやこで楽しむ表現あそびワーク
ショップ「チチンプイおおきくなー
れ‼」

日時7月30日㈯10：30～11：30、13：30
～14：30
対象2歳～就学前児と保護者
定員各7組（子ども1人と保護者1人の
組み合わせのみ有効）
料金1組2,000円

③プラレール展示「みんなでつくる、
みんなの駅㏌千葉市文化センター」

日時8月11日㈷10：00～10：45、11：00
～11：45、13：00～13：45、14：00～
14：45
内容プラレール修理コーナーあり
対象小学生以下の子どもと保護者
定員各10組（子ども1人と保護者1人、
子ども2人と保護者1人の組み合わ
せのみ有効）
料金修理は実費（故障状況により修
理できない場合があります）

④0歳からの家族みんなで楽しめる
ワークショップコンサート「ベート
ーヴェンさん、こんにちは」

日時8月11日㈷11：15～12：00、14：15
～15：00
料金前売券（全席指定）＝中学生以
上1,500円、小学生以下500円

⑤サイエンスマジシャンYOHEY＆
LUNAの子ども科学マジックショー

日時8月13日㈯11：00～11：50、14：00
～14：50
対象小学生
定員各40人
料金1,000円

場所文化センター
備考①④前売券販売所＝文化センタ
ー、市民会館、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
申②7月4日㈪･③11日㈪･⑤19日㈫必
着。はに必を明記して、〒260-0013
中央区中央2-5-1千葉市文化振興財
団「キッズフェスタ2022」係へ。Eメール
as-chiba@f-cp.jp（件名はキッズフ
ェスタ2022）、FAX224-8231、文化セン
ターHPからも可
問同財団☎221-2411 FAX前記

市少年自然の家「こだわり
クラフトワークショップ」

日時7月24日㈰10：00～12：00
内容竹灯り作り
定員先着8組30人程度
料金高校生以上＝3,120円、中学生以下
＝2,950円。同伴者＝高校生以上620
円、中学生以下450円
備考小学生以下は保護者同伴。同伴者
は製作しません。
申7月20日㈬までに電話で、市少年自
然の家☎0475-35-1131
問同施設☎前記 FAX0475-35-1134 

BAY SIDE JAZZ 2022 CHIBA
エリアde ジャズ Live②

日時7月30日㈯13：30～14：30
場所花島コミュニティセンター

新型コロナウイルスの影響で、催しが中止･延期となる場合があります。
最新の情報を主催者にご確認ください。

申込方法
必要事項【右記】を明記して、各宛先へ送付してください。
往復はがきの場合は、返信用の宛先も記入。
電子申請は、 千葉市　電子申請　

　特に記載のないものは次のとおり
•申し込みは１日から受け付け •応募多数の場合は抽選
•対象は市内在住･在勤･在学の方 •料金は無料 ◇催し名

◇コース名･日時など
代表者の
◇氏名（フリガナ）
◇〒･住所　◇年齢･学年
◇電話番号

必要事項

情報けいじばん
一部の施設では、65歳以上の

方や障害のある方などを対象
に、優待･割引料金があります。
市の施設では、ここに掲載し

た以外にもイベント、教室･講座
などの参加者を募集している場
合があります。詳しくは、各施
設へお問い合わせください。

情報けいじばん2022年（令和4年）6月号 15ちば市政だより

日時＝日程･時間　場所＝場所　内容＝内容　対象＝対象　定員＝定員　持物＝持ち物　料金＝料金　備考＝備考
申＝申込方法　問＝問い合わせ　は＝はがき　往＝往復はがき　HP＝ホームページ　必＝必要事項15面

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



内容出演＝大原保人ジャズトリオ、小
野ひとみさん（ボーカル）
定員先着100人
料金前売券（全席自由）＝2,000円。就
学前児入場不可
備考詳しくは、市文化振興財団HP
申電話で、文化センター☎224-8211、
市民会館☎224-2431、市男女共同参
画センター☎209-8771、若葉文化ホ
ール☎237-1911、美浜文化ホール☎
270-5619
問同財団☎221-2411 FAX224-8231

桂宮治全国ツアー禁じられ
た宮治inJapan2022

日時8月5日㈮18：30～20：30
場所文化センター
定員先着493人
料金前売券（全席指定）＝3,500円。就
学前児の入場不可
備考前売券販売所＝文化センター、市
民会館、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
問文化センター☎224-8211 FAX 224-
8231

ワンコインコンサート

日時8月21日㈰14：00～15：00
場所市民会館
内容出演＝中島愛実さん（トランペッ
ト）
定員先着138人
料金一般500円、小学生以下100円（乳
幼児の膝上鑑賞に限り無料）
申6月2日㈭から電話で、文化センタ
ー☎224-8211、市民会館☎224-2431、
市男女共同参画センター☎209-
8771、若葉文化ホール☎237-1911、
美浜文化ホール☎270-5619（料金は
当日精算）
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-
8231

教室・講座

動物保護指導センターの教室

飼い犬のしつけ方教室
日時①6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
受講予定の方
定員①先着25人、②先着10組

猫の飼い方教室
日時6月23日㈭13：30～16：00
内容Zoomでのオンライン開催。猫
と楽しく生活するための知識や困
っていることへの対処法、高齢猫
の飼い方についての解説
対象市内在住で猫を飼っている方ま
たは飼う予定の方
定員先着20人
備考自宅で受講できない場合は、動
物保護指導センターでの受講も可

（定員先着10人）
申電話で、動物保護指導センター☎
258-7817
問同センター☎前記 FAX258-7818

視覚障害者同行援護従業者
養成研修

日時①一般課程＝6月18日㈯･25日㈯ 
9：30～17：00、7月2日 ㈯･10日㈰ 

12：30～17：00。全4回
②応用課程＝7月16日㈯･23日㈯9：30
～17：00。全2回
場所ハーモニープラザなど
対象②一般課程を修了した方
定員各20人
料金①25,000円、②15,000円、両課程＝
35,000円
申電話で、市視覚障害者協会☎· FAX
312-0068（平日9：30～15：30）に請求
し、6月10日㈮必着で、申請書を同協
会に郵送。 FAX前記･ EメールFJP70125＠ 
nifty.comでの請求も可（必を明記）

子どもの居場所サポーター
養成講座

日時6月18日㈯9：10～12：40
場所美浜保健福祉センター
対象18歳以上の方
定員先着30人程度　
備考後日、子どもたちの森公園、子ど
も交流館などで現場体験あり
申Eメールで必を明記して、こども
企画課 Eメール sankaku@city.chiba.
lg.jpへ。☎245-5673、FAX245-5547も可

療育センターふれあいの家
の教室

ビームライフル教室
日時6月25日㈯、7月23日㈯、8月27日
㈯9：30～11：30。全3回
対象18歳以上で身体障害者手帳を持
ち、スコープから的を見て引き金
を引ける方
定員6人

染物教室
日時6月29日㈬10：00～12：00
内容布マスクをリメイクした物を染
める
対象18歳以上で身体障害者手帳をお
持ちの方
定員8人

申6月15日㈬までに電話で、療育セン
ターふれあいの家☎216-5130。 FAX
277-0291も可（必を明記）
問同施設☎･ FAX前記。月曜日（祝·休
日の場合は翌日も）、祝･休日休館

南部青少年センターの講座

①親子でおいしくおなかが喜ぶデザ
ートづくり

日時6月25日㈯13：30～15：30
対象小学生と保護者
定員先着6組
料金1人500円

②キッズ･イングリッシュ～小学2年
生のための英語入門～

日時7月2日～16日の土曜日10：00～
11：00。全3回
対象小学2年生
定員10人
備考要保護者の送迎

申①電話で、南部青少年センター☎
264-8995。②6月15日㈬必着。往に必
のほか、学校名、保護者名を明記し
て、〒260-0841中央区白旗1-3-16南部
青少年センターへ
問同センター☎前記 FAX268-1032。月
曜日（祝日の場合は翌日も）、祝日休
館

空き家セミナー･相談会

日時 6月25日㈯セミナー＝13：30～ 
15：50、相談会＝15：50～16：30
場所生涯学習センター
内容セミナーテーマ＝空き家の相続か
ら活用（売買･賃貸）まで（相続、リ
フォーム、鑑定のポイント）。弁護
士、建築士による相談会
定員セミナー＝先着40人、相談会＝各
先着2組

申電話で、都市安全課☎245-5896。
FAX 245-5709・Eメールanzen.URU@city. 
chiba.lg.jpも可（必を明記）

千葉氏公開市民講座

日時6月25日㈯13：30～16：00
場所文化会館
内容講演「鎌倉幕府成立史における千
葉氏と北条氏」。鎌倉幕府成立史にお
ける千葉氏の位置付けと北条氏との
関係について、最新の研究知見を踏
まえて解説します。
定員100人
申6月10日㈮必着。電子申請で。往

（1人1通）に必を明記して、〒260-
0856中央区亥鼻1-6-1千葉市立郷土
博物館へ郵送も可
歴史読本「史料で学ぶ千葉市の今む
かし」を販売
原始･古代から近現代までの過去
の歩みを1冊にまとめた、千葉市初
めての一般向け歴史解説書です。
ページを開けば、豊富な歴史資料
を通じて、千葉市の移り変わりと
そこに暮らした人々の姿に触れる
ことができます。
販売場所＝同館、市政情報室ほか
価格＝1,000円

問同館☎222-8231 FAX225-7106。月曜
日（祝·休日の場合は翌日）休館

稲毛ヨットハーバーの教室

①海にでようヨット体験会
日時6月26日㈰9：30～12：00、13：00
～15：30
対象小学生以上の方。小学生は保護
者同乗
定員各10人
料金1,500円

②ヨット入門コース
日時7月3日㈰9：30～15：30
対象16歳以上の方
定員10人
料金5,000円

③SUP（スタンドアップパドル）教
室

日時7月16日㈯9：30～11：30、13：00
～15：00
対象小学4～6年生と保護者
定員各5組10人
料金1人3,000円

④ジュニアヨット教室
日時7月24日㈰9：30～15：30
内容小型ヨット、クルーザーヨット
で海上を帆走体験します。
対象小学4年～中学生
定員20人
料金2,000円

備考荒天中止　
申①②6月6日㈪～9日㈭、③④13日㈪
～16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

ひとり親家庭向け健康講座

日時6月26日㈰10：00～11：30
場所ハーモニープラザ

内容大人＝ボディコンディショニン
グ、子ども＝カラーボール製作
対象ひとり親家庭の母親または父親と
5歳以上の子ども、寡婦
定員40人
申6月15日㈬必着。電子申請で。往、
☎･ FAX261-9156、Eメールboshikai@grace.
ocn.ne.jp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

水泳教室

①小学生（初～上級）
日時7月1日㈮～9月30日㈮のうち各
コース全10回。初･中級＝金曜日
17：30～18：30、初～上級＝土曜日
18：00～19：00の2コース

②中･高校･一般（初～上級）
日時7月1日㈮～9月30日㈮のうち各
コース全10回。初･中級＝金曜日、
上級＝木曜日。いずれも、18：40～
19：40の2コース

③一般（初･中級）
日時7月5日～9月27日の火曜日。各全
10回。初級＝10：00～11：00、中級
＝11：05～12：05

④一般（水中運動）
日時7月7日～9月29日の隔週木曜日
10：00～11：00のうち全6回

場所中央コミュニティセンター 
料金①7,500円、②③8,500円、④5,100円
備考教室日程･定員など詳しくは、HP
「千葉市水泳協会･水泳教室」で検
索
申6月10日㈮必着。往に必を明記し
て、〒261-0003美浜区高浜1-14-1-
1202佐藤方･千葉市水泳協会へ 
問同協会･佐藤さん☎090-9851-3128

（平日13：00～17：00）FAX244-1455。ス
ポーツ振興課☎245-5968

救命講習会

①普通救命講習会
日時 場所7月3日㈰･23日㈯9：00～12：00
＝セーフティーちば、12日㈫ 
13：30～16：30＝稲毛消防署、13日
㈬13：30～16：30＝緑消防署、21日
㈭13：30～16：30＝救助救急センタ
ー

②上級救命講習会
日時7月4日㈪･24日㈰9：00～17：00
料金1,000円

③上級救命再講習会
日時7月5日㈫9：00～12：00、23日㈯
13：30～16：30
対象上級救命講習を修了した方

④WEB講習会
日時7月28日㈭10：00～11：30

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

レディースソフトテニス初
心者･中級者講習会

日時7月5日㈫10：00～15：00。雨天中止
場所青葉の森スポーツプラザ庭球場
内容午前講習会、午後練習試合
対象女性
定員先着40人　
持物ラケット（貸し出しあり）、テニス
シューズ、昼食、飲み物
料金600円
申6月29日㈬までに電話で、市レディ
ースソフトテニス協会･小川さん☎
･ FAX372-0337。 FAX前記も可（必を明
記）
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加曽利貝塚博物館のボラン
ティア養成講座

日時①基礎研修＝7月5日㈫･26日㈫ 
10：00～12：00、12日㈫･19日㈫10：00
～15：00。全4回。②専門研修＝9月7日
㈬～11日㈰10：00～12：00（11日は
15：00まで）。全5回
場所①生涯学習センター、②加曽利貝
塚博物館
対象18歳以上の方（高校生不可）
定員10人程度（面接で選考）
申6月15日㈬までに電話で、同館☎
231-0129（受付時間10：00～16：00）
問同館☎前記 FAX231-4986。月曜日（祝
･休日の場合は翌日）休館

ボランティアのためのコミュ
ニケーション力アップ講座

日時7月8日㈮10：00～12：00
場所美浜保健福祉センター
定員先着20人
備考ちばシティポイント対象事業
申電話で、美浜区ボランティアセン
ター☎278-3252
問同センター☎前記 FAX278-5775

傾聴ボランティア入門講座

日時7月22日㈮･29日㈮10：00～12：00。
全2回
場所美浜保健福祉センター
定員先着20人
備考ちばシティポイント対象事業
申電話で、美浜区ボランティアセン
ター☎278-3252
問同センター☎前記 FAX278-5775

千葉氏ダンボール甲冑作り
教室

日時 場所7月26日㈫14：00～16：30＝轟公
民館。8月4日㈭9：30～12：00＝おゆ
み野公民館、5日㈮9：30～12：00＝み
つわ台公民館。荒天中止
対象小学生と保護者
定員30組75人程度
申6月30日㈭必着。応募用紙（市民自
治推進課で配布。HP（「千葉市を美し
くする会」で検索）から印刷も可）
を、〒260-8722千葉市役所市民自治
推進課内千葉市を美しくする会へ郵
送。 FAX245-5665、Eメールjichi.CIC@city. 
chiba.lg.jpも可
問同会☎245-5138 FAX前記

ISOPPと踊ろう‼子どもダ
ンスワークショップ

日時8月2日㈫･4日㈭･9日㈫･11日㈷･ 
18日㈭①10：30～12：00、②13：00～
14：30、③15：00～16：30、20日㈯ 
13：00～16：00。全6回
場所文化センター
内容実技講習と発表会
対象①小学3～6年生の初心者、②小学
3～6年生の経験者、③中学～高校生
の経験者
定員各10人
料金6,000円
申6月30日㈭必着。はに必のほか、希
望コース、ダンス経験年数、Eメー
ルアドレスを明記して、〒260-0013
中央区中央2-5-1千葉市文化振興財
団「子どもダンスワークショップ」

係へ。 FAX 224-8231、 Eメールas-chiba@
f-cp.jp（件名に子どもダンス応募と
明記）も可
問市文化振興財団☎221-2411 FAX前記

盲ろう者向け通訳·介助員
養成研修会

日時9月4日～12月11日（9月25日、10月
16日、11月20日を除く）の日曜日 
9：30～16：30。全12回
場所中央コミュニティセンターなど
定員20人
料金5,000円
申6月24日㈮必着。受講申込書（千葉
盲ろう者友の会で配布。HP（「千葉盲
ろう者」で検索）から印刷も可）を、
〒262-0024千葉市花見川区浪花町
956-3ファミリールハイツ浪花
102NPO法人千葉盲ろう者友の会へ
郵送。 Eメールchibadbyousei@gmail.
comも可
問同会☎· FAX310-3008

相　談

ふるさとハローワークの就
労相談

オンライン相談
日時6月2日～30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6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

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＝6月
2日㈭･22日㈬14：00～16：00。②思春
期相談＝6月6日㈪･10日㈮･24日㈮
14：00～16：00。③一般相談＝6月15日
㈬10：00～12：00。④高齢者相談＝6月
16日㈭14：00～16：00。⑤ギャンブル
等依存相談＝6月8日㈬、7月12日㈫
13：30～16：30
内容①～④専門医、⑤司法書士または
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

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6月2日㈭＝アリオ蘇我1階波の
ゲート前、6日㈪･16日㈭＝イオンス
タイル鎌取4階イベントスペース、 
7日㈫＝イオンタウンおゆみ野1階、
9日㈭･23日㈭＝イオンマリンピア店
4階イベントスぺース、13日㈪＝イ
コアス千城台1階フードコート前、
28日㈫＝イオンモール幕張新都心グ
ランドモール2階PLAZA前。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

不妊専門相談

面接相談
日時6月8日㈬14：15～16：30
場所総合保健医療センター
内容医師と助産師による相談
対象不妊や不育症でお悩みの方
定員先着3人
申電話で、健康支援課☎238-9925

電話相談☎090-6307-1122
日時6月9日～30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

問同課☎前記 FAX238-9946

助産師による女性のための
健康相談

日時稲毛区＝6月8日㈬、中央区＝29日
㈬10：00～12：00。若葉区＝6月9日㈭
13：30～15：30
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、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

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6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6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6月25日㈯13：00～16：00
内容弁護士による相続･遺言など法
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6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

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時6月9日㈭･23日㈭13：00～16：00
内容弁護士による相談
定員各先着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6月9日㈭＝大規模修繕·維持管理·
建替えに関する相談、16日㈭＝法律
相談など。いずれも、13：30～16：30
場所中央コミュニティセンター
備考相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可
申前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎245-5690。 FAX
245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎245-5849 FAX245-5795

外国人のための法律相談

日時6月13日㈪13：00～16：00

場所国際交流プラザ
内容弁護士による法律相談
定員先着4人
備考通訳希望者は要事前相談
申6月10日㈮12：00までに電話で、国
際交流協会☎245-5750
問同協会☎前記 FAX245-5751。日曜日、
祝･休日休業

心配ごと相談所の電話相談

法律相談
日時6月16日㈭13：00～15：00
内容弁護士による相談
定員先着5人
備考裁判所で訴訟･調停中のもの、同
一案件の再相談は不可
申6月15日㈬15：00までに電話で、
心配ごと相談所☎209-8860（火～
木曜日）　

常設相談
日時火～木曜日10：00～15：00（12：00
～13：00を除く）
内容民生委員･児童委員などによる
相談

問同相談所☎前記 FAX312-2442

難病医師相談（膠原病（こ
うげんびょう））

日時6月21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
対象全身性エリテマトーデス、ベーチ
ェット病、全身性強皮症、皮膚筋炎、
多発性筋炎、シェーグレン症候群、
関節リウマチなどでお悩みの方と家
族
定員先着6人
申電話で、健康支援課☎238-9968
問同課☎前記 FAX238-9946

弁護士による養育費相談

日時6月21日㈫13：30～16：30
場所緑保健福祉センター
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6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

募　集

ティーミーティングの参加
団体

日時7月14日㈭･28日㈭15：00～15：50
場所市役所市長室
内容参加団体の活動内容などについて
市長と意見交換
定員各1団体（5～9人）
申6月15日㈬必着｡ はに必のほか､参
加希望日、Eメールアドレス､ 団体
名、活動内容、参加人数、話し合い
たいテーマを明記して､ 〒260-8722
千葉市役所広報広聴課へ｡ FAX 245-
5796、 Eメールkohokocho.CIC@city. 
chiba.lg.jp、電子申請も可
問同課☎245-5298 FAX前記

青葉病院・海浜病院看護職
員（看護師・助産師）

対象一般区分＝1963年（昭和38年）4月
2日以降生まれで、看護師・助産師の
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資格免許取得者、取得見込みの方。
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。
定員一般区分、経験者区分あわせて130
人程度
備考採用日は来年4月1日㈯。免許取得
者は、前倒し採用あり。受験案内･申
込書配布場所＝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、青葉病院、海浜病院など。
HP（「千葉市立病院　看護師」で検
索）から印刷も可
論文・面接試験

日時7月9日㈯または16日㈯。いずれ
も、9：00から（多数の場合は翌日
も）
場所市役所または中央コミュニティ
センター
申6月2日㈭から電子申請で（13日
㈪17：00受信分まで有効）。申込書
を、〒260-8722千葉市役所病院局
管理課へ郵送も可（6月11日㈯消
印有効）

問同課☎245-5224 FAX245-5257

初めての企画を市文化セン
ターでチャレンジ

内容企画内容＝音楽、演劇、舞踊、伝
統芸能などの舞台芸術を主体とした
イベント企画
企画実施日＝12月10日㈯、来年1月21
日㈯
選考方法＝面談によるプレゼンテー
ション。6月18日㈯実施
対象市内を活動拠点とする個人または
団体
定員2企画
備考必要経費の一部を市文化振興財団
が負担。詳しくは、市文化センター
HP
申6月9日㈭までに企画書（同財団HP
から印刷）をEメ－ルで、市文化セ
ンターEメールcenter@f-cp.jpへ。FAX224-
8231、郵送も可。郵送先＝〒260-0013
中央区中央2-5-1千葉中央ツインビ
ル2号館4階千葉市文化センターチャ
レンジ企画募集係
問同センター☎224-8211 FAX224-8231

健康づくりのためのフィッ
トネス利用者

日時8～9月の2カ月間（利用は8回まで）
対象65歳以上で利用希望施設の会員で
ない方（要支援･要介護認定者、2019
年度以降利用された方を除く）
定員各施設10人程度
料金4,000円
備考利用できる施設など詳しくは、募
集案内（保健福祉センターで配布）、
HP（「千葉市　シニアフィットネス」
で検索）をご覧ください。結果は全
員に7月下旬に郵送
申6月15日㈬必着。往に必のほか、生
年月日、施設名を明記して、〒260-
8722千葉市役所健康推進課へ。電子
申請も可
問同課☎245-5146 FAX245-5659

平和の折り鶴（千羽鶴）、
糸通し作業ボランティア

広島、長崎での平和記念（祈念）式
典へ平和の折り鶴を送呈します。
折り鶴
提出方法＝6月15
日㈬必着。〒260-
8722千葉市役所市
民総務課へ
注意事項＝折り紙は7.5×7.5セン
チメートル以下。千羽鶴の状態で
提出してください（下端部が抜け
落ちないよう注意）。名前やメッセ
ージなどを書いた短冊を結び付け
ることができます。

きぼーる（7月1日㈮～6日㈬）、生
涯学習センター（7月12日㈫～ 
19日㈫）で開催する千葉空襲写真
パネル展で展示します。

作業ボランティア
日時 6月16日㈭～22日㈬10：00～ 
17：00
場所中央コミュニティセンター
内容折り鶴への糸通し
定員各日先着10人程度
備考途中入退室可
申電話で、市民総務課☎245-5154

問同課☎前記 FAX245-5155

市障害者作品展の作品

募集作品＝書道、絵画、写真、彫刻、
和裁、洋裁、編み物、刺しゅう、手
工芸、陶芸
応募資格＝市内在住で身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳のいずれかを持ち、作品制作を
職業としない方
展示期間＝10月6日㈭～12日㈬
展示場所＝市美術館9階市民ギャラ
リー
申込期限＝8月26日㈮
作品の規格、申込方法など詳しくは、
お問い合わせください。
問市身体障害者連合会☎209-3281 FAX
209-3282

お知らせ

子ども医療費助成受給券の
更新手続き

現在お持ちの子ども医療費助成受給
券の有効期限は、7月31日㈰です。
所得金額などに関する千葉市の調査
に同意していない方など、更新手続
きが必要な方には更新書類を発送し
ました。
書類が届いた方は、6月30日㈭まで
に申請書を、保健福祉センターこど
も家庭課へ郵送などで提出してくだ
さい。
なお、更新手続きが必要ない方には、
8月1日㈪から有効な受給券を7月下
旬に発送します。
問保健福祉センターこども家庭課･
中央☎221-2149 FAX221-2606、花見川
☎275-6421 FAX275-6318、稲毛☎284-
6137 FAX284-6182、若葉☎233-8150 FAX
233-8178、緑☎292-8137 FAX292-8284、
美浜☎270-3150 FAX270-3291

6月5日㈰～11日㈯は危険
物安全週間

危険物（ガソリン、灯油など）の安
全な取り扱い方法の周知や事業所の
安全管理体制の確立と強化を目的と
して、全国一斉に危険物安全週間が
実施されます。
危険物防災講習会　

日時6月3日㈮14：20～16：45
場所生涯学習センター
内容優良危険物取扱事業者･取扱者
の表彰と講演会
定員先着100人
申当日直接会場へ

問消防局指導課☎202-1667 FAX 202-
1679

千葉ロッテマリーンズ試合
日程

6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
6/7㈫ 18：00 中日
 8㈬ 18：00 中日

  9㈭ 18：00 中日
 10㈮ 18：00 横浜DeNA

　11㈯ 14：00 横浜DeNA
　12㈰ 14：00 横浜DeNA
21㈫ 18：00 埼玉西武
22㈬ 18：00 埼玉西武
24㈮ 18：00 オリックス
25㈯ 14：00 オリックス
26㈰ 14：00 オリックス

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

がん検診（集団検診）

集団検診は事前予約制です。
申7月1日㈮からHP（「千葉市　集団
検診　予約」で検索）で。7月11日㈪
から予約専用電話☎238-7356も可
問健康支援課☎238-1794 FAX238-9946

郵便等投票制度をご利用く
ださい

身体に特定の障害などがあり、投票
所へ行くことが困難な方は、郵便等
投票制度を利用して自宅などで投票
ができます。
対象身体障害者手帳などをお持ちの方
で一定の要件に該当する方、介護保
険の被保険者証の要介護区分が要介
護5の方
備考利用するには、事前にお住まいの
区の選挙管理委員会に申請する必要
があります。対象者の要件、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　郵便投票」で
検索
問区選挙管理委員会･中央☎221-
2104、花見川☎275-6191、稲毛☎284-
6104、若葉☎233-8121、緑☎292-
8104、美浜☎270-3121、または市選
挙管理委員会☎245-5866 FAX245-5893

感震ブレーカー設置費用の
補助

対象
下記地域の町内自治会
中央区＝旭町、院内2丁目、亀井
町、葛城2･3丁目、道場北1丁目、
道場南1丁目、道場南2丁目、椿森
1丁目、弁天2丁目
花見川区＝検見川町2･3丁目、検見
川町5丁目、幕張町1～4丁目、稲毛
区＝穴川2･3丁目、稲毛2･3丁目

対象となる感震ブレーカー
簡易タイプ（一般財団法人日本消
防設備安全センターが推奨したも
の）

要件
町内自治会加入世帯の概ね2割以
上または10世帯以上への購入･設
置

補助額
感震ブレーカーの設置補助対象経
費の2分の1（上限3,000円）

申請期間
12月16日㈮までに消防局予防課で
受け付け。予算に達し次第終了（概
ね400世帯）

町内自治会向けの説明会や取り付け
方法の相談に応じます。詳しくは、
お問い合わせください。
問同課☎202-1613 FAX202-1669

100円募金にご協力を

千葉市を美しくする会が行う100
円募金運動による募金は、地域の
緑化･美化や市民の健康づくりな
どに使われます。ぜひ、ご協力く

ださい。
募金方法など詳しくは、お問い合わ
せください。
問千葉市を美しくする会（市民自治
推進課内）☎245-5138 FAX245-5665

同会から配布された苗を
保育園児らが植えた花壇

マイナンバーカード出張窓口

日時 場所6月4日㈯＝イオンモール幕張新
都心グランドモール、8日㈬･22日㈬
＝イオンマリンピア店、11日㈯･ 
12日㈰＝そごう千葉店、14日㈫･ 
28日㈫＝アリオ蘇我、17日㈮･24日
㈮＝イオン稲毛店。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は、写真撮
影無料・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。当日直接、会場で予約も可
問同センター☎前記、区政推進課 FAX
245-5550

フリースクールなどへ学習
図書の貸与

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

プラスチックごみを削減
しましょう

ポイ捨てされたプラスチックごみが
海に流れ込み、魚貝などがえさと間
違えて食べてしまう誤食、サンゴ礁
を覆って酸欠をまねいていることな
どが報告されています。
不要なプラスチックごみを発生させ
ないよう、次のような行動を心掛け
ましょう。
・ 買物の際は、マイバッグを活用し、
レジ袋の使用を控える。

・ お出かけの際は、マイボトルを持
参する。

・ お弁当などを購入する際は、使い
捨てのスプーンやフォークの受け
取りを断る。

・ シャンプーなどの容器は、詰め替
えて繰り返し使う。

・ 公共施設の拠点回収や、スーパー
の店頭回収に協力する。

問廃棄物対策課☎245-5379 FAX 245-
5624

大気汚染状況4月分

内容市内の測定局で測定した4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©© C.L.M. C.L.M.
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講座･イベント名 日時･対象･定員など
なかよし工房Aクラス「スポンジで
ケーキセットをつくろう‼」

6/5㈰１4：00～１6：00
対象小学～高校生　定員先着8人

オープン工房「かさのモビールをつ
くろう‼」

6/25㈯１4：00～１6：00　対象4歳児～高校生　
定員先着8人　備考保護者の同伴は１人まで

オープンキッチン「ねじねじ豆腐の
焼きドーナツをつくろう‼」

6/ 2 6㈰１ 4：0 0～１ 4：3 0、１ 4：3 0～１ 5：0 0、 
１5：00～１5：30、１5：30～１6：00
対象4歳児～高校生　定員各先着4人

備考就学前児は保護者同伴
申当日直接会場へ

☎202-１504　 FAX202-１503
火曜日休館子ども交流館

施　設

催し名 日時･定員など
①プラネタリウム特別投影
フィールアロマ

6/24㈮･25㈯１8：30～１9：１5　定員各先着１50人
料金高校生以上800円、小･中学生300円

②大人が楽しむ科学教室

Ⓐ犯罪捜査に地質学ができること＝7/2㈯、Ⓑ地層の
声を聴け‼～チバニアンから探る地球の歴史～＝ 
3㈰、Ⓒダニと正しくつきあうために～良いダニと悪
いダニを通して学ぶ～＝9㈯、Ⓓ房総の食慣行と生活
文化－海草こんにゃく、なめろう、ねぎを題材に－
＝１0㈰。Ⓐ１4：30～１6：00、Ⓑ～Ⓓ１3：30～１5：00
定員各25人

③星空コンサート～コラボ
レーションで聴く、マリン
バの新たな世界～

7/2㈯１9：00～20：00　定員先着１50人
料金大人１,500円、高校生900円、小･中学生300円
備考5/28㈯から販売開始

☎308-05１１　 FAX308-0520　6/20㈪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
催し
申①③同館ミュージアムショップでチケット購入。②6/6㈪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

科学フェスタ参加団体募集
日時１0/8㈯･9㈰１0：00～１6：00
対象大学などの研究機関、教育機関、企業、NPO法人、市民団体など
定員30団体程度
備考申込期間＝6/１3㈪～7/１１㈪。申込方法など詳しくは、HP「千葉市科学フェスタ」
で検索
夏休み小·中学生ボランティア募集
日時7/１6㈯～3１㈰または8/6㈯～2１㈰　対象小学5年～中学3年生　定員各5人
申6/１8㈯必着。応募用紙（科学館で配布）を、〒260-00１3中央区中央4-5-１千葉市
科学館へ郵送。FAXも可

講座
申①～⑥6/１4㈫、⑧30㈭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。⑦6/30㈭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シニアのための文字入力と
インターネット入門

6/25～7/１6の土曜日１0：00～１2：00　全4回
対象65才以上のパソコン初心者　定員8人

②はじめてのエクセル20１9
6/30～7/2１の木曜日１0：00～１2：00　全4回
対象ワード使用経験があるエクセル初心者　定員8人
持物USBメモリ　料金１,320円

③ワード入門
7/１～22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USBメモリ　料金１,320円　　

④パパと遊ぼう 7/2㈯１0：00～１１：00
対象１・2歳児と保護者　定員１2組24人

⑤市民自主企画講座　専門家
から学ぶ「ハッピーエンディ
ングセミナー」　

7/2、8/6、9/3、１0/１の土曜日9：30～１１：30　全4回
定員１2人　

⑥市民自主企画講座　はじめ
てのやさしい落語「寿限無し
てみる？」　

7/9～8/20の隔週土曜日１0：00～１2：30　全4回
定員１5人　持物手鏡

⑦市民自主企画講座
みんなで学ぼう‼多文化共生
社会

Ⓐ7/１6㈯、9/１0㈯１3：30～１6：00、Ⓑ8/１5㈪１3：30～
１6：１5　全3回
場所Ⓐ生涯学習センター、Ⓑオンライン開催（Zoom）
対象Zoomで受講可能な高校生以上の方　定員25人

⑧おことのおけいこ＆発表会 7/１8㈷·１9㈫·2１㈭～23㈯１0：00～１１：30（23は 
１2：00まで）　全5回　対象小学4年～中学生　定員１0人

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

まなびフェスタ2022参加団体募集
日時１2/3㈯・4㈰　場所生涯学習センター
対象市内で１年以上活動している、講座やワークショップ実施団体。または、市内
を中心に演奏活動などを行い、ステージ発表を希望する団体（１0人以内）
定員各１0団体程度
申6/30㈭必着。申込書（同センターで配布・HPから印刷も可）を〒260-0045中央
区弁天3-7-7千葉市生涯学習センターへ郵送。Eメールmanabi.kouza@ccllf.jpも可

講座
申受付時間は特に記載のない限り9：00～１7：00。直接来館も可

公民館

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

中
央

生浜公民館
☎263-0268
FAX263-0907

androidスマホ教
室～カメラ機能を
学びます～

6/2１㈫１0：00～１2：00　
対象60歳以上の方　定員１5人
申6/2㈭～6㈪に電話で。受講決定者のみ通知

初めての陶芸教室
～茶碗やお皿など
を作ります～

6/25～8/6（7/9を除く）の土曜日１0：00～
１2：00　全6回
対象高校生以上の方　定員１2人　料金１,000円
申6/8㈬必着。往に必を明記して、〒260-
08１3中央区生実町67-１生浜公民館へ

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-１453

わくわくZoom体
験

6/29㈬１0：30～１2：30、１4：00～１6：00
対象成人　定員各１0人
申6/2㈭～9㈭に電話で。受講決定者のみ通知

スマホアプリを体
験しよう

6/30㈭、7/１㈮１0：30～１2：30　全2回
対象65歳以上の方　定員１0人　
申6/2㈭～9㈭に電話で。受講決定者のみ通知

川戸公民館
☎265-9256
FAX265-4372

「睡眠」と「健康」
の知恵袋講座

6/１１㈯１0：00～１2：00
対象成人　定員20人
申6/8㈬までに電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

親子講座「ふれあ
い遊び、物作りを
楽しもう」

6/１3･27、7/4の月曜日１0：00～１2：00　全3回
対象１～3歳の未就園児と保護者　定員１0組
申6/6㈪までに電話で。受講決定者のみ通知

末広公民館
☎264-１842
FAX264-3746

活き活きシニアの
健康体操講座～フ
レイル予防で健康
長寿へ～

6/23㈭·30㈭１0：00～１2：00　全2回
対象60歳以上の方　定員１5人
申6/3㈮～9㈭に電話で。受講決定者のみ通知

椿森公民館
☎254-0085
FAX254-１285

初めての苔玉入門
教室

6/29㈬１0：00～１2：00
対象苔玉初心者　定員１2人　料金１,000円
申6/１0㈮必着。往に必を明記して、〒260-
0042中央区椿森6-１-１１椿森公民館へ。直接来
館の場合、返信用はがき持参

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-498１

この夏は手作り風
鈴とテラリウムで

6/25㈯１0：00～１2：00　
対象成人　定員１2人　料金１,000円
申6/2㈭～１2㈰に、Eメールで必を明記し
て、星久喜公民館 Eメールoubo.hoshiguki@ 
ccllf.jpへ。受講決定者のみ通知

松ケ丘公民館
☎26１-5990
FAX263-9280

相続セミナー&
個別相談会

6/１2㈰セミナー＝１3：00～１5：00、個別相談
＝１5：00～１7：00
対象成人　定員セミナー＝１5人、個別相談＝5組
備考相談は１組20分間
申6/4㈯までに電話で。受講決定者のみ通知

はじめてのスマホ
体験教室

6/29㈬１0：00～１2：00
対象60歳以上の方　定員１5人　
申6/8㈬～１4㈫に電話で。受講決定者のみ通知

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

アイドルダンス体
験教室

7/１8～8/１の月曜日１5：00～１7：00　全3回
対象小学3年～中学生　定員１0人　持物上履き
申6/2㈭～30㈭に、Eメールで必を明記し
て、宮崎公民館Eメールoubo.miyazaki@ccllf.jp
へ。受講決定者のみ通知

絵てがみ教室～暑
中見舞いを書いて
みよう～

7/2１㈭9：30～１１：30
対象小学4～6年生　 定員１0人　 持物絵の具セッ
ト、習字セット、野菜や果物などの画題　
料金200円
申6/2㈭～30㈭に、Eメールで必を明記し
て、宮崎公民館Eメールoubo.miyazaki@ccllf.jp
へ。受講決定者のみ通知

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-496１
FAX27１-6994

アートフラワー講
習私色のハイビス
カス

6/28㈫１3：30～１6：30
対象成人女性　定員１0人　持物はさみ、筆、パレ
ット、エプロン、ハンドタオル、持ち帰り
用の袋　料金800円
申6/2㈭～8㈬に電話で。受講決定者のみ通知

パーソナルカラー
講座～自分に似合
う服の選び方～

6/29㈬１3：30～１5：30
対象成人女性　定員１0人　持物ストール
申6/7㈫～１3㈪に電話で。受講決定者のみ通知

検見川公民館
☎27１-8220
FAX27１-93１9

終活基礎講座
6/１8㈯１3：30～１5：30
対象成人　定員１5人
申6/2㈭～8㈬に電話で。受講決定者のみ通知

小学生の絵画教室
「色であそぼう‼
わくわく動物」

6/25㈯１0：00～１2：00　
対象小学3～6年生　定員8人　持物筆洗バケツ、筆、
汚れてもよい服またはエプロン　料金350円
申6/１0㈮～１6㈭に電話で。受講決定者のみ通知

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-643１

旅･町文化とマン
ホール講座「山陰
･山陽･北陸編」

6/25㈯１0：00～１2：00
場所 ①犢橋公民館、②オンライン開催

（Zoom）
対象成人　定員各１2人
申6/2㈭～8㈬に①電話、②Eメールで犢橋公
民館Eメールoubo.kotehashi@ccllf.jpへ

ラベンダースティ
ックを作ってみよ
う

6/30㈭１0：00～１2：00
対象成人　定員8人　料金200円　
申6/7㈫～１3㈪に電話で。受講決定者のみ通知
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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15面

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

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

花
見
川

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-１992

終活初心者講座
元気な時に考えて
おきたい生前対策

6/１2㈰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6/2㈭～8㈬に電話で。受講決定者のみ通知

終活初心者講座
残された人のため
にできることと
は？

7/１0㈰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6/2㈭～8㈬に電話で。受講決定者のみ通知

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

キャッシュレス決
済入門

6/26㈰１0：00～１2：00
対象高校生以上の方　定員１5人　
申6/9㈭～１5㈬に電話で。受講決定者のみ通知

はじめてのスマホ
体験「超入門編」

6/１１㈯１3：00～１5：00
対象60歳以上の方　定員１5人
申6/5㈰までに電話で。受講決定者のみ通知

長作公民館
☎258-１9１9
FAX286-6449

ながさく寄せ植え
教室

6/2１㈫１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人　料金１,000円
申6/2㈭～8㈬に電話で。受講決定者のみ通知

花園公民館
☎273-8842
FAX27１-0370

はじめてのペーパ
ークラフト

6/28㈫１0：00～１2：00
対象成人　定員１0人　料金500円
申6/2㈭～8㈬に電話で。受講決定者のみ通知

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0１85

第2回らくらく安
心スマホ体験教室

6/22㈬１0：00～１2：00
対象60歳以上の方　定員20人　
申6/2㈭～8㈬に電話で。受講決定者のみ通知

パソコン講座
「Zoom入門」

6/30㈭１3：00～１6：30
対象パソコンでEメールの送受信ができる成人
定員１0人　持物Windows１0とWi-fiの使えるノ
ートパソコン（スマートフォン不可）
申6/2㈭～8㈬に、Eメールで必を明記して、
花見川公民館 Eメールoubo.hanamigawa@ 
ccllf.jpへ。受講決定者のみ通知

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6１85

あなたの健康を応
援‼はじめてのゆ
ったりヨガ

6/25㈯１0：00～１１：30　
対象65歳以上の方　定員20人　
申6/2㈭～8㈬に電話で。受講決定者のみ通知

幕張本郷公民館
☎27１-630１
FAX27１-088１

ゼロから始めるピ
ラティス講座

6/１5～29の水曜日１0：00～１2：00　全3回
対象成人女性　定員6人
申6/2㈭～8㈬に電話で。受講決定者のみ通知

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

おとなのための健
康体操

6/１5㈬·22㈬１3：30～１5：30　全2回　
対象成人　定員１5人
申6/4㈯までに電話で

草野公民館
☎287-379１
FAX287-3672

絵と書で和を感じ
よう～夏の掛け軸
仕立てづくり～

6/2１㈫１3：30～１6：30
対象成人　定員１0人　料金500円
申6/8㈬までに電話で

黒砂公民館
☎24１-28１１
FAX247-１93１

江戸時代～登戸･
寒川地域の湊の様
子～

6/29㈬１4：00～１6：00　
対象成人　定員１5人　
申6/2㈭～5㈰に電話で

小中台公民館
☎25１-66１6
FAX256-6１79

2・3歳児親子で遊
ぼう教室 (親子体
操、感覚遊び)

6/１8～7/9の土曜日１0：00～１2：00　全4回
対象2·3歳児と保護者　定員１0組　料金200円
備考託児あり
申6/2㈭～5㈰に電話で

山王公民館
☎42１-１１2１
FAX423-0359

太極拳体験教室～
コロナに負けない
健康づくり～

6/2１㈫１0：00～１2：00
対象成人　定員１0人　
申6/6㈪～１2㈰に電話で

はじめてのヨガ～
体と心のバランス
を保つヨガ‼～

6/30㈭１0：00～１2：00
対象成人　定員１0人　
申6/１3㈪～１9㈰に電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

大正琴にトライし
よう

6/１5～29の水曜日１3：00～１4：30　全3回
対象成人　定員１0人
申6/2㈭～8㈬に電話で

わくわく楽学講座
園芸「苔玉作り」

6/１１㈯9：30～１１：30
対象成人　定員１5人　料金800円
申6/2㈭～8㈬に電話で

都賀公民館
☎25１-7670
FAX284-0627

ベビーマッサージ
教室～親子でスキ
ンシップ～

7/１4㈭･2１㈭１0：00～１2：00　全2回
対象3～7カ月児と保護者　定員１0組　備考託児あ
り（対象2歳以上の就学前児　定員3人）
申6/2㈭～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）。受講決定者のみ通知

轟公民館
☎25１-7998
FAX285-630１

救命講習いつやる
の？ 今 で し ょ‼ 
AEDを使ってみ
よう

6/25㈯9：00～１2：00
対象成人　定員１0人　
申6/１0㈮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

生き物の不思議
「国蝶オオムラサ
キの生態を知る」

6/25㈯１3：30～１5：30
対象中学～高校生　定員１5人　
申6/１0㈮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

緑が丘公民館
☎259-2870　
FAX286-6442

わらべ歌と読み聞
かせ

7/6㈬１0：00～１１：30
対象成人　定員１0人
申 6 / 2㈭ ～１5㈬ 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

初歩のビーズ手芸
講座

7/１4㈭１0：00～１2：00
対象成人　定員１0人　料金500円　
申6/2㈭～6㈪に電話で

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

若
葉

加曽利公民館
☎232-5１82
FAX232-6408

親子講座「親子で
紙や布を使ってあ
そぼう」

6/2１～7/5の火曜日１0：00～１１：30　全3回
対象１歳6カ月～3歳児と保護者　定員5組１0人　
料金500円
申6/2㈭～8㈬に電話で

桜木公民館
☎234-１１7１
FAX234-１１72

東日本大震災の
「語り部」から学ぶ
～学んで助かる命
がある～

6/30㈭１4：00～１6：00
内容Zoomでのオンライン開催　定員20人　
申6/8㈬～１3㈪に電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

防災教室
6/25㈯１１：00～１2：00　　
対象成人　定員30人
申6/2㈭～１8㈯に電話で

親子自然観察教室
7/2㈯9：00～１2：00　
対象小学～中学生と保護者　定員１0組
申6/2㈭～26㈰に電話で

白井公民館
☎228-0503
FAX228-6１68

世界遺産入門と日
本･ヨーロッパの
世界遺産巡り

6/１5㈬·22㈬１0：00～１2：00　全2回
対象成人　定員20人　
申6/2㈭～8㈬に電話で

さわやかコンサー
ト「みんなでうた
う抒情歌･愛唱歌」

6/１9㈰１0：00～１１：30
定員25人
申6/6㈪～１2㈰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～

6/25㈯１3：30～１5：00
対象小学生以上の方　定員１8人　
申6/3㈮～7㈫に電話で

東日本大震災の
「語り部」から学ぶ
～学んで助かる命
がある～

6/30㈭１4：00～１6：00
定員20人　
申6/2㈭～6㈪に電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
FAX254-3１35

千葉常胤（ちばつ
ねたね）の子息「国
分胤通（こくぶた
ねみち）」にみる鎌
倉武士の在り方

6/30㈭１4：00～１5：30
対象成人　定員20人
申6/8㈬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。Eメール
oubo.mitsuwadai@ccllf.jpも可

若松公民館
☎23１-799１
FAX23１-0798

坂月川親子生き物
教室～蛍、とんぼ、
かえる、野鳥～

6/１2㈰１0：00～１2：00、8/27㈯１3：30～１5：30、
１１/１9㈯１3：30～１5：30、来年１/１5㈰１0：00～
１2：00　全4回　
対象小学～中学生と保護者　定員8組　
申6/2㈭までに、Eメールで必を明記して、若
松公民館Eメールoubo.wakamatsu@ccllf.jpへ

東日本大震災の
「語り部」から学ぶ
～学んで助かる命
がある～

6/30㈭１4：00～１6：00
内容Zoomでのオンライン開催　定員先着１0人
申電話で

緑

越智公民館
☎294-697１
FAX294-１93１

シニア交通安全教
室

6/22㈬１0：00～１１：00
対象60歳以上の方　定員１6人　
申6/2㈭～6㈪に電話で

自然観察会「越智
小ビオトープと大
賀ハス」

7/2㈯１0：00～１2：00
対象小学生以上の方　定員１2人
申6/2㈭～6㈪に電話で

おゆみ野公民館
☎293-１520
FAX293-１52１

終活セミナー「相
続・遺言等」につい
て学びます

6/29㈬１0：00～１2：00
対象成人　定員１0人　　
申6/2㈭～9㈭に電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

竹細工教室
「茶道の茶杓づく
り」

6/2１㈫9：00～１2：00
対象成人　定員１0人　料金700円　
申6/8㈬必着。往に必を明記して、〒267-
006１緑区土気町１63１-7土気公民館へ

誉田公民館
☎29１-１5１2
FAX292-7487

そば打ち体験教室
6/１2㈰9：00～１3：00、26㈰１3：00～１7：00　
全2回　対象成人　定員8人　料金2,000円　
申6/5㈰までに電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

おこづかいを考え
る～家庭でできる
金銭教育～

6/25㈯１0：00～１2：00
対象成人　定員20人　
申6/5㈰～7㈫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

成年後見制度～法
定後見制度と任意
後見制度～

6/2１㈫１3：30～１5：00
対象成人　定員20人
申6/8㈬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

郷土の歴史講座
鉄オタ先生が語る
「軍都千葉と陸軍
鉄道連隊」

7/8㈮１4：00～１6：00
対象成人　定員30人
申6/１7㈮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

幸町公民館
☎247-0666
FAX238-4１53

こども浴衣着付け
教室

6/26㈰１0：00～１１：00
対象小学生女子と保護者　定員5組　持物浴衣、帯
申6/8㈬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

こどもスポーツ吹
き矢教室

7/3㈰１0：00～１2：00
対象小学生　定員１6人　料金１50円
申6/１5㈬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
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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15面参照。

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

美
浜

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-685１

すっきり暮らす片
付けのきほん「楽
にできる整理収納
術」

6/25㈯１0：00～１１：30
対象成人　定員25人　
申6/7㈫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

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

6/ 6㈪
１3㈪
20㈪

星久喜公民館
新宿公民館
末広公民館

松ケ丘公民館
☎26１-5990

花
見
川

6/ 8㈬
22㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

6/１3㈪
24㈮
27㈪

小中台公民館
山王公民館
黒砂公民館

小中台公民館
☎25１-66１6

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

6/ 9㈭
23㈭

若松公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-１400

緑 6/ １㈬
１3㈪

おゆみ野公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎29１-１5１2

美
浜 6/１6㈭ 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）
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）　

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6/１0㈮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
プリザーブドの仏花（ガラスドー
ム付き）

7/8㈮１3：30～１5：30　
定員１5人　料金3,000円

夏休みの親子講座「うさぎの親子
の置物（テラコッタ）」

7/2１㈭１0：00～１2：00　
対象小学生と保護者　定員6組１2人　料金3,000円

親子陶芸教室「葉っぱの形のお皿
づくり」

7/27㈬１0：00～１2：00
対象小学生と保護者　定員8組１6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(四海巻き)」 6/24㈮9：30～１3：00
定員24人　料金１,000円

料理教室「本格的なカレー作り」 7/2㈯9：30～１4：00
定員24人　料金１,500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6/7㈫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
申Eメールで必を明記して、同センターEメールsankaku@f-cp.jpへ。②電話も可

講座名など 日時・対象・定員など
①オンライン講座(Zoom)「男性の働き方
･暮らし方を考える―過去･現在･未来―」

7/9㈯１4：00～１6：00
定員先着30人

②映画「わたしのヒ―ロー」を観て、子育
てしやすい社会について話してみません
か

6/25㈯１0：00～１１：40
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20人

③女性のための起業入門講座
7/１5㈮·29㈮１0：00～１2：00　全2回
場所CHIBA-LABO（中央区中央2-5-１）
対象女性　定員先着20人

いきいきプラザ･センター
対象市内在住の①②60歳以上の方、③60歳以上の方と家族
申6/１㈬9：30から、①②催しの前日まで、③１4㈫までに電話･FAXで各プラザ･セン
ターへ

講座名など 日時･内容・定員など
さつきが丘いきいきセンター ☎250-4651 FAX250-4652

①健康フェスティバル
6/30㈭9：30～１5：30 
内容骨密度･体組成測定、健康相談など
定員先着60人　持物室内履き

あやめ台いきいきセンター ☎207-1388 FAX207-1368

②健康フェスティバル
7/2㈯9：30～１１：30、１3：30～１5：30
内容骨密度・血管年齢測定、健康相談など
定員各先着24人

美浜いきいきプラザ ☎270-1800 FAX270-1811
③悪質商法から高齢者･
障害者を守るポイント

6/25㈯１3：30～１5：00　
定員45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3回第１節 6/１3㈪･１4㈫
千葉市営競輪第3回第2節 １8㈯･１9㈰

レース名 日程
千葉市営競輪第3回第3節 6/25㈯･26㈰
千葉市営競輪第3回第4節 30㈭･7/１㈮

TIPSTAR DOME CHIBA（千葉競輪場）

☎209-877１ FAX209-8776
月曜日、祝･休日休館

まちづくりを行う市民活動団体を応援したいという皆さんの気持ち
を、ふるさと納税から寄附ができるまちづくり応援寄附金（まち寄附）
として、広く受け付けています。
団体への支援を通じて、まちづくりに参加してみませんか。

寄附したい団体を指定できる

まちづくり応援寄附金

まち寄附の流れ

対象団体　 市内でまちづくり活動を行う団体のうち、市がまち寄附
の対象として登録した団体

　　　　　＊ まちづくり活動の分野は、子どもの健全育成や環境保
全などさまざまです。

2021年度寄附金額　約773万円（145件）
寄附の申込方法など詳しくは、 千葉市　まち寄附　

問市民自治推進課 ☎245-5664 FAXFAX245-5665

チーム千葉ボランティアネットワ
ーク
チーム千葉ボランティアネットワークは、

ボランティアに参加したい方とボランティア
を募集したい団体をつなぐ情報サイトです。
　ボランティアに参加したい方
　 　エリアやジャンルなどの条件からボランティア情報を検索でき、
研修などボランティア活動に役立つさまざまな情報を掲載していま
す。メンバー登録をすると、関連するボランティア情報などが、個
別に届きます。

　ボランティアを募集したい団体
　 　チーム千葉ボランティアネットワーク事務局で受け付けを行って
います。詳しくは、お問い合わせください。
メンバー登録など詳しくは、 チーム千葉ボランティアネットワーク　

問チーム千葉ボランティアネットワーク事務局（㈱オニオン新聞社内）
　 ☎070-4282-3041（平日9：00～17：00）
　市民自治推進課 FAXFAX245-5665

パブリックコメント手続
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。

幕張新都心まちづくり将来構想（案）
幕張新都心が発展してきたこれまでの歴史･あゆみを踏まえ、今後

も発展していくまちであり続けるため、幕張新都心まちづくり将来構
想（案）を作成しました。

案 の 公 表　6月15日㈬
案の公表場所　 幕張新都心課、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　6月15日㈬～7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。 千葉市　パブリックコメント　

問幕張新都心課 ☎274-8648 FAXFAX274-8649

寄附者 千葉市
まちづ
くり活
動団体

ふるさと納税
（団体を指定）

指定された
団体に交付
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私たちの身のまわりには、地球温暖化やごみの減量化など、環境負荷を低減していくため取り組むべき
さまざまな課題があります。
市民の皆さん一人ひとりが環境にやさしい取り組みを実践しましょう。

6月は不法投棄防止強化月間です。不法投棄とは、ごみを道路や空き地に捨てるなど、ごみ出しルールを守らずに
捨てることです。

市では、ごみステーションへの監視カメラの設置や監視パトロールなどを行い、不法投棄を未然に防ぐための対策
を強化しています。ごみの分別･排出ルールを守り、正しく出しましょう。
廃家電製品･粗大ごみは正しく出しましょう‼
家電リサイクル対象品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、

廃家電製品などの不用品回収業者にご注意ください‼
軽トラックなどで巡回し、廃家電製品などの不用品の処理を請け

負う業者や、空き地などに拠点を構え、無料回収と看板を掲げてい
る業者は市の許可を受けておらず、廃棄物の収集や処分を行うこと
はできません。

こうした業者に回収された廃棄物は、不法投棄される可能性があ
り、また悪質な業者から高額な料金を請求されるといったトラブル
の要因となります。
私有地にごみが捨てられた場合はどうすればいいの？

病害虫や雑草が気になる時期ですが、害虫の捕殺などの対策を
優先的に行い、周辺住民の健康や生活環境に影響を与えないよう、
薬剤はできるだけ使用しないようにしましょう。また、やむを得
ず使用する場合は、次の点に注意しましょう。

市では、環境の各分野の課題や
目標などをまとめた「千葉市環境
基本計画」を3月に策定し、この
ページに掲載した取組みをはじめ
とする各種施策を総合的に推進し

問環境事業所　
　　中央･美浜 ☎231-6342 FAXFAX233-8046　花見川･稲毛 ☎259-1145 FAXFAX257-6561　若葉･緑 ☎292-4930 FAXFAX292-4305

図書館で気候変動やごみ問題など環境をテーマにした本を展示します。
館名 期間 館名 期間 館名 期間
中央 6/15㈬まで 稲毛 6/1㈬～15㈬ 緑 6/30㈭まで

みやこ 6/17㈮～
9/14㈬ 美浜 6/1㈬～30㈭若葉 7/20㈬まで

花見川団地
分館 6/1㈬～15㈬ 西都賀分館 7/20㈬まで 打瀬分館 6/1㈬～

7/1㈮泉分館 6/15㈬まで

太陽光発電設備や蓄電池を共同購
入することで、割安な料金で設置で
きるキャンペーンを実施します。

この機会に設備を導入して、環境
にやさしい生活を始めてみません

土地の所有者･管理者は、私有地のごみを
自らの責任で処理しなくてはなりません。フ
ェンスや、環境事業所や区役所で配布してい
る看板を設置しましょう。また、雑草を定期
的に刈りましょう。

洗濯機、衣類乾燥機）
・販売店に引き取りを依頼
・指定引き取り場所に自己搬入

中田屋㈱（稲毛区六方町210）☎423-1148
㈱つばめ急便千葉第四センター（稲毛区長沼原町225-1）
☎258-4060

・千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合☎204-5805に依頼
粗大ごみ（家電リサイクル対象品目を除く）
・ 粗大ごみ受付センター☎302-5374に申し込む

受付日時＝月～金曜日9：00～16：00、土曜日9：00～11：30
・市ホームページから申し込む　 千葉市　粗大ごみ　申込　

・清掃施設（環境事業所･清掃工場）へ直接持ち込む

ています。
詳しくは、 千葉市環境基本計画　

問環境総務課 ☎245-5184 FAXFAX245-5557

・ 病害虫が発生した箇所のみ、必要最小限の散布に留めましょう。
・ 風の弱い日や人通りの少ない時間帯を選びましょう。
・ 薬剤の使用方法や注意事項を必ず守り、使用前には周辺の方に周知しましょ

う。
問環境保全課 ☎245-5141 FAXFAX245-5553

薬 

剤

提供＝箕輪義隆

政令指定都市移行を記念して、
1993年にコアジサシを市の鳥とし
て指定し、30年目を迎えます。

コアジサシは、保護上重要な野生
生物として、レッドリストに掲載さ
れているカモメ科の渡り鳥で、５～
７月にかけて、子育てを行います。

毎年、検見川の浜に保護用の柵を設置し、保護活動を行っ
ています。コアジサシが飛来･営巣する様子を柵の外から温か
く見守ってください。詳しくは、 千葉市　コアジサシの保護　

問環境保全課 ☎245-5195 FAXFAX245-5553

金属スクラップなどの再生資源物の屋外保管に対する
規制のため、昨年11月1日に「千葉市再生資源物の屋外
保管に関する条例」を施行しました。

土地所有者は、再生資源物の屋外保管場として利用す
る目的で土地を譲渡･賃貸する際、スクラップの搬入･搬出先、作業の内容
や時間帯を確認し、事業計画に疑わしい点がある場合は、安易に土地を提
供しないようにしましょう。

また、発生した苦情などに対し、誠意をもって解決に当たらなければなり
ません。周辺への影響を考慮し、土地を提供する際は十分注意しましょう。
問産業廃棄物指導課 ☎245-5683 FAXFAX245-5689

か。詳しくは、 千葉県　太陽光　共同購入　

問環境保全課 ☎245-5504 FAXFAX245-5553
問環境保全課 ☎245-5504 FAXFAX245-5553

環境にやさしい取り組みを実践しよう環境にやさしい取り組みを実践しよう！！6月は6月は
環境月間環境月間

太陽光発電設備･蓄電池の共同購入者を募集

市の鳥「コアジサシ」を知っていますか

図書館の本で環境問題を学びませんか

スクラップヤードへの土地の提供について

不法投棄をしない、させない

庭木や家庭菜園などへの薬剤の使用は控えめに‼ 自然や資源を大切に、
みんなでつくる持続可能なまち

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♪
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問動物保護指導センター ☎258-7817 FAXFAX258-7818

動物を理解し正しく飼いましょう動物を理解し正しく飼いましょう

真っ赤に熟したミニトマト。市内ではハ
ウス栽培、露地栽培の組み合わせにより、
ほぼ1年を通じて生産されています。

色が鮮やかな赤で均一のもの、実の張り
があり、表面がつやつやしているものを選
ぶと良いです。また、へたがピンとしてい
るものの方が新鮮でおいしいです。

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···4～7月

ミニトマトとイカの相性抜群!
ヤリイカとジャガイモの煮込み

ミニトマト

〈材　料〉2人前
ヤリイカ···200g　　ジャガイモ···200g
ミニトマト···80g　　ニンニク···5g
エキストラバージンオリーブオイル···15g
白ワイン···30ml　　水···適量
塩···適量　　　バジル···2枚（お好みで）

日直　ミーアキャット

こんな見た目だから、子どもにまちがえられることが多いが、もう
りっぱな大人なんだ。動物公園では、オス6頭で生活している。血の
つながった家族というわけではないけど、それなりになかよくくらし
ているよ。

①ミニトマトは洗ってへたを除き、横半分に切る。
②ジャガイモは皮をむき、食べやすい大きさに切る。
③ヤリイカは内臓を除き、皮をむかずに2cm幅の輪切りにする。
④ 鍋にオリーブオイル、みじん切りにしたニンニクを入れ、中火で

ニンニクの香りを出す。
⑤④に③を加え、中火でしっかり水分がなくなるまで炒める。
⑥ ⑤に白ワインを加えてアルコールを飛ばし、①、②、水を加えて

30分煮込む。
⑦塩で味を調え、お好みでバジルを加える。
レシピ監修（千葉市つくたべ推進店）＝アルポンテ・ドゥエ（中央区
新千葉1-4-2ウェストリオ2-202）高橋伸治シェフ
問農政課 ☎245-5758 FAXFAX245-5884

じー···。はっ、すまんすまん、
空を見上げていたから気づかな
かった。おれはミーアキャット。
え？なんで空を見上げていたの
かって？それは、おれの天てき
であるワシやタカがおそってこ
ないか、見はっていたんだよ。
まぁでも、見かけるのはほとん

どカラスやヘリコプター、ひこうきだけどね。
名前はミーアキャット（オランダ語で「湖

のネコ」）だけど、ネコではなくマングースの
なか間なんだ。なんでこういう名前になった
のかは、いろいろ由来はあるみたいだけど、
わからないことが多いそうだ。

もし、おれを見に来てくれるなら、ぜひ動
物公園が開園してすぐの時間に来てほしい。
お日さまにおなかを向けて立ち上がり、体を
温めている、かわいいすがたを見ることがで
きるかもしれないぜ。自分で言うのもなんだ
がな。

問動物公園 ☎252-1111 FAXFAX255-7116

実はおれ、前足のつめがとても長いんだ。
おしゃれをするためにのばしているわけじゃ
ないぜ。すあなを作ったり、虫などのエサを
見つけるために、よくあなをほるからなんだ。
だから、よく見ると鼻に土がついていること
が多い。

6月は動物の正しい飼い方推進月間です。動物を理解し、正しい
飼い方としつけについて考えましょう。

⑤ 適正に飼養できる頭数で飼いましょう。

6月1日㈬から、ペットショップやブリー
ダーなどが販売する犬や猫へのマイクロチ
ップの装着・登録が義務化されました。マイ
クロチップの装着された犬や猫を家族に迎
え入れた飼い主は、住所や氏名などの変更登録が必要です。

詳しくは、 千葉市　犬、猫へのマイクロチップ装着の義務化について　

千葉市は、マイクロチップを鑑札とみなす特例制度には参加し
ていません。マイクロチップの手続きとは別に、犬の登録や所有
者変更などの手続きを行い、鑑札の装着が必要です。
問生活衛生課 ☎245-5215 FAXFAX245-5556

①動物が生涯を全うするまで責任を持って飼いましょう。

⑥ 動物の種類･発育状況に応じたエサや水を与え、適度な運動など健康管理
を行いましょう。

⑦ 災害が発生したときのために、日頃から準備をしましょう。
④ 危険な動物（特定動物）は愛玩目的では飼うことができ

ません。

②排泄物は責任を持って片付けましょう。
③ ペットがいなくなったときは、責任を持って探しましょう。

　ペットを本当に飼えるか、飼う前にしっかりと考えましょう。

　動物保護指導センターや最寄りの警察署で保護していることも
ありますので、すぐにお問い合わせください。

 　ペットと一緒に避難所へ避難（同行避難）する時に備え、日頃からしつけをし、ペッ
トの防災グッズも用意しましょう。

多頭飼育崩壊が問題となっています。繁殖を望まない場合、必ず不妊去勢手術をしま
しょう。

・ 放し飼いは条例で禁止されています。犬が逃げて人をかみ、けがを負わ
せるなどの事故につながり非常に危険です。

・散歩中は、リードで確実に犬を制御してください。
・ 散歩中はマナーベルトの着用やペットシーツを携帯してください。
・ 犬が人をかんでしまったら、届け出が必要です。動物保護指導センター

にご連絡ください。
・ 犬は必ず登録し、毎年度1回、狂犬病予防注射を受けさせてください。鑑

札･予防注射済票を首輪などに必ず装着してください。

・ 猫は室内で飼いましょう。屋外で飼うと、他人の敷地で排泄したりごみ
を荒らすなど、近隣に迷惑をかけることがあります。室内なら、交通事
故や、ほかの猫との接触による病気などを避けることができます。

動物を正しく飼うための7つのポイント

注意点
猫を飼うときはここに注意

犬を飼うときはここに注意 6月1日㈬から、犬や猫のマイクロチップ
情報の登録が義務になりました

千葉市食のブランド「千」
認定品「てっちゃんの完熟
ミニトマト」

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「海辺で初夏を感じてみよう‼」
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