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きらめきの幻想空間

電話de詐欺撲滅宣言」を市内の防犯関係団体、千葉県警察、市で行いました。詐欺グループは巧
妙な手口で電話をしてきています。自分だけは大丈夫と思わず、現金の支払いや郵送、ATMでの
還付金の受け取りを持ち掛けてくる電話は100％詐欺ですので絶対に応じることなく即座に切
っていただき、電話de詐欺相談専用ダイヤル0120-494-506にご相談ください。犯人と直接話
をしないことが被害防止につながることから、市では高齢者の方が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ていますのでご検討ください【10面】。

中長期的な市政運営方針である「千葉市基本計画」を策定しました。豊かな自然や利便性の高
い都市機能などのまちの宝を活かし、目指すべき10年後の千葉市の姿を「みんなが輝く　都市と
自然が織りなす･千葉市」と定めました。セーフティネットが働き、身近な緑や海辺の潤いが感じ
られ、職住近接を活かしたゆとりある暮らしの実現を、市民、自治会、NPO、学校、企業等の多
様な主体と一層の連携を図りながら進めてまいります。また、福祉や子育て･教育施策の充実を支
えるためにも雇用･商業･観光の拠点として圏域の中心的な役割を果たし、次の時代のトレンドを
創り出す施策展開を目指していきます【2･3面】。

千葉市内での電話de詐欺が急増しており、本年8月末現在で205件、被害総額
は約5億2千万円と既に昨年1年間の倍増となる危機的な状況です。自宅電話は常
に留守電設定、ATMでの携帯電話はしない･させないことなどを訴える「千葉市
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世帯数　460,153世帯　面積　271.76km2
(男　482,123人　女　496,678人）
人口　978,801人　前月（9月）比 97人増
千葉市データ （2022年10月1日現在）
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「みんなが輝く 都市と自然が織りなす•千葉市」の実現へ「みんなが輝く 都市と自然が織りなす•千葉市」の実現へ

市では、来年度から開始する、中長期的な市政運営の基本方針である「千葉市基本計
画」を策定しました。この計画は、100年先の未来を見据えつつ、千葉市ならではの特
性を「まちの宝」として明らかにし、総合的･戦略的なまちづくりを進めるもので、市民
の皆さんと共にまちづくりに取り組むことができるようにとの思いを込めています。
問政策企画課 ☎245-5046 FAXFAX245-5534

恒久的な都市づくりの基本理念な
どを示す

基本構想に基づいて、まちづくりの
方向性を示す（2023～32年度）

基本計画に基づく具体的な事
業を示す（2023～25年度）
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受け継ぐめぐみ豊かな自然受け継ぐめぐみ豊かな自然

多様な交流が生み出す拠点性、多様な交流が生み出す拠点性、
拠点性がもたらす多様な交流拠点性がもたらす多様な交流
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＊�基本計画は、政策企画課、市政情報室、
各区役所地域振興課や市図書館に配架す
るほか、ホームページからもご覧いただ
けます。 千葉市　基本計画　

＊�計画に基づく具体的な事業は、来年3月
に策定する「第1次実施計画」で示しま
す。

まちづくりの基本方針に沿って、まちづくりの基本方針に沿って、
各分野においてまちづくりを推進します各分野においてまちづくりを推進します

目指すべき10年後の千葉市の姿を「みんなが
輝く　都市と自然が織りなす ･ 千葉市」と定
め、次のようなまちの実現を目指します。

▶都市の活力と自然の潤いが織りなす、新たな価値が生まれるまち
▶ 一人ひとりが個性を活かし自分らしく活躍できるとともに、多様な

主体と連携しあうことで、未来に向けて輝き続けるまち

01100年先に引き継ぐ　持続可能なまちづくり

•�縄文から受け継ぐ「自然と共生する」精神を活
かした、SDGs達成に向けた取組みの推進

•�みんなの力を活かした、災害に強い、安全・安
心なまちづくり

02ゆとりを生み･ 活かす　創造的なまちづくり

•�職住近接を活かしたゆとりあ
る暮らしづくり

•�成熟社会を豊かにする次代を
担うひとづくりと文化芸術・
スポーツのまちづくりの推進

03世界とつながる　多様性を活かした
インクルーシブなまちづくり

•�市民一人ひとりが属性に関わら
ず自分らしく活躍できる地域社
会づくりの推進

•�「誰一人取り残さない」セーフテ
ィネットの構築

都市機能の集積を活かした
地域経済 ･ 社会の活性化

•�挑戦都市としての矜持を持ち、次
の時代のトレンドを創出

•�雇用 ･ 商業 ･ 観光の拠点として、
圏域の中心的な役割を果たすま
ちづくり

基本構想基本構想

基本計画

実施計画実施計画

地球温暖化の進行･
災害激甚化

少子高齢化の進行

1人

1.7人

テクノロジーの進展

環境･自然環境･自然

地域社会地域社会

安全･安心安全･安心

文化芸術･文化芸術･
スポーツスポーツ

健康･福祉健康･福祉

都市･交通都市･交通

子ども･教育子ども･教育

地域経済地域経済

をを 策策 定定千葉市基本計画

なんでもそろう ･ なんでもできるなんでもそろう ･ なんでもできる
利便性と安らぎをもたらすゆとり利便性と安らぎをもたらすゆとり

おだやかで温暖な気候と交流におだやかで温暖な気候と交流に
より育まれる懐の深い市民性より育まれる懐の深い市民性

多様な主体の一層の連携により「みん
な」で進めるまちづくり
公共私の役割分担の見直しと市民主体
のまちづくりを支える仕組みづくり
多様な主体が社会課題の解決に挑戦で
きる環境づくり

1人

2.3人

未来を拓く「挑戦都市」未来を拓く「挑戦都市」
  としての矜持としての矜持

き ょ う じき ょ う じ
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©️パラソルギャラリー実行委員会©️パラソルギャラリー実行委員会

基本計画って何？

20年後を展望した重要な社会変化

まちの宝

未来に引き継ぐ
べき5つの

総合8分野
まちづくりの

（分野別計画）

戦略的視点
未来の千葉市を実現するための 未来の千葉市を実現するための

まちづくりを進める力

©️幕張ベイパークエリアマネジメント©️幕張ベイパークエリアマネジメント

目指すべき都市構造
緑と水辺と共生し、多様な社会経済活動が活

発に営まれることで、人口減少や少子高齢化が
進行しても安心して暮らし続けられる「千葉市
型コンパクト・プラス・ネットワーク」を実現

各区の特徴を活かし、伸ばすことで、各エリ
アと市域全体の魅力と活力の向上を図る

目指すべき区の姿

みんなで目指す10年後の千葉市の姿みんなで目指す10年後の千葉市の姿
まちづくり の

基本方針
ががみんなみんな 都市都市とと自然自然がが織りなす･織りなす･輝く輝く 千千 葉葉 市市

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‼

2022年（令和4年）11月号 2022年（令和4年）11月号特集 特集 32 ちば市政だより ちば市政だより



指定自転車駐車場（駐輪場）の、来年度分
定期利用の申し込みを受け付けます。対象は、
自転車と原動機付自転車（50cc以下）です。
一部の駐輪場では、自動二輪車（50cc超

125cc以下）も対象となります。

来年度の指定自転車駐車場
定期利用事前受付（一次募集）

利用期間　来年4月～2024年3月
申込方法　�11月18日㈮消印有効。定期利用事前受付のお知らせ

（11月1日㈫から、駐輪場管理棟、区役所地域振興課、
蘇我･高洲･千城台コミュニティセンターで配布）に添付
の申し込み専用はがきを、自転車政策課へ郵送。電子申
請も可。

結果発表　�当選通知書または落選はがきの発送をもってお知らせし
ます（12月20日㈫発送）。当選通知書に納付書を同封し
ますので、記載された期限までにお支払いください。支
払いがない場合は、当選を取り消します。

注意事項　�郵送で申し込む場合は、申し込み専用はがき以外は受け
付けできません。自転車安全利用講習会に参加し、優先
権をお持ちの方は、講習会で配布したはがきを使用して
ください。

＊�一次募集の結果、駐輪場に空きがある場合は、二次募集を来年1月�
6日㈮から行います。

駐輪場の一時利用
管理棟または自動精算機のある駐輪場は、一時利用ができます。
料　　金　自転車＝100円（回数券11枚1,000円）

　　　　　　�原動機付自転車（50cc以下）＝150円（回数券11枚
1,500円）

　　　　　　＊�管理棟は1日、自動精算機は24時間単位の料金で
す。自動精算機は、回数券を利用できません。

定期利用料金は駐輪場によって異なります。申し込み方法や料金な
ど詳しくは、 千葉市　駐輪場　

問市役所コールセンター�☎245-4894�FAXFAX248-4894
自転車政策課�☎ 245-5149�FAXFAX245-5591

地域の防災力を高めよう‼

防災ライセンス講座
地域の防災活動で重要な役割を担う防災

リーダーを育成する、防災ライセンス講座
を開催します。
ぜひ、ご参加ください。
日　　時　�①12月7日㈬、②10日㈯･11日㈰･17日㈯、③14日㈬�

9：30～16：00
会　　場　�①市役所、②中央コミュニティセンター、③市男女共同

参画センター
内　　容　�市の防災計画、男女共同参画の視点や要配慮者の視点を

取り入れた防災対策など
定　　員　�①40人、②各20人、③15人（多数の場合は初めての方

を優先）
備　　考　③託児あり（対象就学前児　定員4人）
申込方法　�11月11日㈮必着。電子申請で。Eメールbosaitaisaku.GEC@

city.chiba.lg.jp･FAX･はがきも可（必要事項15面（日程
は第2希望まで）のほか、自主防災組織･避難所運営委員
会･町内自治会名（所属している方）、③で託児希望の方
は子どもの氏名･年齢を明記）。郵送先＝〒260-8722千
葉市役所防災対策課

詳しくは、 千葉市　防災ライセンス講座　

問防災対策課�☎245-5113�FAXFAX245-5552

千葉モノレールが一部運休
千葉モノレールが軌道設備更新工事の

ため一部運休します。運休区間では振替
輸送などを行います。
日　　時　11月19日㈯21：00～終電
運休区間　�千葉みなと～千葉～県庁

前（上下線とも）
千葉～千城台の区間は、臨時ダイヤで運行します。運行状況など詳

しくは、 千葉都市モノレール　

問千葉都市モノレール㈱�☎287-8215�FAXFAX252-7244

11月は動物による危害防止強化月間

動物はルールを守って飼いましょう
人と動物が共に暮らすため、動物の性質や行動を

理解して、接し方について考えましょう。
急に動物に近づいたり手を出さないように注意す

るとともに、動物を驚かせたり嫌がることはしない
ようにしましょう。
動物を飼うときの注意点
・�きちんとしつけをしましょう。万が一、人に危害を加えた場合は、
届出が必要です。

・�迷子や災害時に備え、鑑札と注射済票（犬の場合）を付け、マイク
ロチップを入れましょう（マイクロチップを入れたら、登録が必要
です）。

・�動物のふんや尿は、飼い主が責任を持って適正に処理しましょう。
トイレを済ませてから外出しましょう。

・�動物の遺棄や虐待は、法律で禁止されています。最後まで責任をも
って飼いましょう。

・繁殖を望まない場合は、不妊去勢を行いましょう。
・�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、
住所や氏名の変更登録を行う必要があります。
犬の飼い主の方へ
・�犬の登録と狂犬病予防注射は法律で義務付け
られています。また、転居など登録事項の変
更や犬が亡くなった場合は届出が必要です。

・�犬の放し飼いは禁止されています。散歩の時
もリードを放さないでください。飼養施設か
ら逃げ出さないよう十分に注意するととも
に、散歩は犬を確実に制御できる人が行いましょう。
猫の飼い主の方へ
・�猫は室内で飼いましょう。屋外で飼うと、他人の敷地での排泄など
で迷惑となります。

問動物保護指導センター�☎258-7817�FAXFAX258-7818

市有地を購入しませんか
市として利活用の見込みのない市有地の購入希望者を募集します。

購入者は、一般競争入札により決定します。
入札公告　12月1日㈭　　
入 札 日　来年1月26日㈭
応募要領　�12月1日から、市役所1階案内、管財課、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。
注意事項　・個人･法人は問いません。
　　　　　・不動産の売買にかかる仲介手数料はかかりません。
　　　　　・�不動産売買契約締結後の所有権移転登記は市で行います。
　　　　　・�滞納処分として市が差し押さえた物件ではありません。
物件情報など詳しくは、 千葉市　市有地売払い　

問管財課�☎245-5098�FAXFAX245-5577

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。

2022年（令和4年）11月号くらし・地域4 ちば市政だより



電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計
への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、給付金を支給します。
対　象　者　�①2022年9月30日時点で千葉市に住民登録があり、世帯

全員の2022年度分の住民税均等割が非課税である世帯
　　　　　　�②①のほか、申請日時点で千葉市に住民登録があり、予

期せず2022年1月から12月までの収入が減少し、①の世
帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）

　　　　　　＊�いずれも住民税が課税されている方の扶養親族等のみ
からなる世帯を除く

給�　付　額　1世帯5万円　　申請期限　来年1月31日㈫まで
給付手続　�①対象世帯に確認書を送付し、返送を受けて支給します。

2022年1月2日以降に転入した方がいる場合などは申
請が必要となります。

　　　　　②個別に申請が必要となります。
申請方法など詳しくは、コールセンターへご連絡いただくか、ホー

ムページをご覧ください。保健福祉センター（若葉区は区役所）で、
相談窓口も設置しています。 千葉市　価格高騰緊急支援給付金　

問市価格高騰緊急支援給付金コールセンター
☎0120-776-090（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

価格高騰緊急支援給付金

ノロウイルスによる感染性胃腸炎
や食中毒に注意
秋から春先にかけて、ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒が

多発します。嘔吐や下痢などの症状が特徴で、感染症の集団発生の原
因となり、子どもや高齢者では重症化することがあります。
予防対策をしっかりとして、感染しないように注意しましょう。
予防対策
・�吐物や便などで汚れた場所を処理する場合は、使い捨てのマスク･
手袋･ガウン（エプロン）を着用し、速やかに処理、消毒してくださ
い。消毒薬として塩素系消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム）が有効で
す（ノロウイルスには消毒用アルコールは効果が低い場合が多いで
す）。また、処理後は、せっけんをよく泡立てて手指を洗い、流水で
すすいでください。

・�トイレの後や食事の前、調理をする際には、手をよく洗い、タオル
は清潔なものを使用してください。

・�バーベキューや餅つきなどの食品に触れるイベントでは、手をよく洗
い、清潔な使い捨て手袋を使いましょう。また、吐き気、下痢、発熱な
どの症状がある時は、食品に触れる作業を行わないようにしましょう。

・�カキなどの二枚貝は、中心部まで十分に加熱（85～90℃で90秒以
上）してから食べましょう。

問感染症対策課（感染症について）☎238-9974�FAXFAX238-9932
　食品安全課（食中毒について）☎238-9935�FAXFAX238-9936

女性相談外来
更年期症状や月経異常など、女性のさまざまな身体症状の悩みに対

応するため、女性相談外来を設置しています。
詳しくは、 青葉病院　女性相談　

日　　時　毎月第3火曜日14：00～15：00（1人30分まで）
内　　容　�若年層から更年期、閉経期以降まで年齢を問いません。

女性医師が対応し、必要に応じて、より専門的な医療機
関などへの紹介も行います。

会　　場　青葉病院
申込方法　前日までに電話で、青葉病院へ。

問青葉病院�☎227-1994�FAXFAX227-6655

子育てふれ愛フェスタ2022
「親子でふれあい、笑顔になろう‼」をテーマに、子どもたちや親子
が一緒に参加して楽しめるイベントを開催します。
子どもたちと一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。
日　　時　11月23日㈷10：00～16：00
会　　場　子ども交流館
内　　容　親子でわくわく‼「パステルあそび」

　　時間10：30～11：30、14：30～15：00
　　�内容パステルという画材を粉状にして、指を使って

画用紙に描いていきます。
　　対象4～18歳の方と保護者　定員各先着8組
　　おもしろモノづくり‼「ジャンボヨーヨー」
　　時間10：30～11：30、14：30～15：30
　　�内容牛乳パックや風船を使い、世界に1つだけのジ

ャンボヨーヨーを作ります。
　　対象3～18歳の方。保護者同伴も可（1人まで）
　　定員各先着10人
　　あらちゃんの「かぞくであそぼう‼」
　　時間11：00～12：00（途中休憩あり）
　　�内容あらちゃんこと荒牧光子さんが、家族で楽し

めるふれあい遊びを教えます。
　　定員先着100人

注意事項　入館には登録が必要です。就学前児は保護者同伴。
問子ども交流館�☎202-1504�FAXFAX202-1503
火曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

赤ちゃんの突然死を防ぎましょう
11月は乳幼児突然死症候群対策強化月間

乳幼児突然死症候群（SIDS）とは、予兆や既往歴のないまま乳幼児
が死に至る、原因の分からない病気で、窒息などの事故とは異なりま
す。SIDSの発症率が低くなるというデータがありますので、次の3つ
のポイントを守りましょう。
詳しくは、 千葉市　SIDS　

1歳になるまでは、寝かせるときはあおむけに寝かせましょう
SIDSは、うつぶせ、あおむけのどちらでも発症しますが、うつぶせ

に寝かせたときの方がSIDSの発症率が高いということが、研究者の調
査から分かっています。
医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場合以外は、赤ちゃん

の顔が見えるあおむけに寝かせましょう。これは、睡眠中の窒息事故
を防ぐ上でも有効です。
できるだけ母乳で育てましょう
母乳育児が赤ちゃんにとっていろいろな点で良いことはよく知られ

ています。母乳で育てられている赤ちゃんの方がSIDSの発症率が低い
ということが、研究者の調査から分かっています。
たばこをやめましょう
たばこはSIDS発症の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの

赤ちゃんの体重が増えにくくなり、呼吸中枢にも明らかに良くない影
響を及ぼします。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙

はやめましょう。身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に
協力を求めましょう。
問健康支援課�☎238-9925�FAXFAX238-9946

　　�SEOPPIの「スポーツスタッキング&ジャグリングの世界」
　　時間15：00～16：00（途中休憩あり）
　　�内容SEOPPIこと瀬尾剛さんによるパフォーマンス

と親子体験を行います。
　　定員先着100人（うち体験は先着20人程度）
申込方法　�当日直接会場へ。各回開始30分前から受

け付け

荒牧光子さん

瀬尾剛さん

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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未来の科学者育成プログラムジュ
ニア
プログラムを通して、科学に興味･関心が高

い小学生と専門の研究者の出会いをつくりま
す。
プログラムに参加して、未来の科学者を目指

しませんか。
詳しくは、 千葉市未来の科学者　ジュニア　

日　　時　12月18日㈰9：30～12：00
会　　場　市教育委員会
内　　容　�テーマ＝新しい算数･数学「世の中にある裏（うら）のな

い紙?!」
対　　象　小学3･4年生　　定　　員　20人
備　　考　会場まで保護者の送迎が必要となります。
申込方法　11月10日㈭～30日㈬に電子申請で。

問生涯学習振興課�☎245-5958�FAXFAX245-5992

20歳と語る未来の千葉市
座談会に参加する新成人を募集しま

す。市長や多方面で活躍する同世代の
方と語り合いませんか。

日　　時　�来年1月9日㈷10：55～
11：40

対　　象　�2002年（平成14年）4月2日～2003年（平成15年）
　　　　　4月1日生まれの新成人
定　　員　10人程度
申込方法　�11月14日㈪必着。用紙（様式自由）に必要事項15面の

ほか、生年月日、Eメールアドレス、学校名または勤務
先を明記し、「これまでの20年を振り返り、将来の抱負
や未来の千葉市への想い」をテーマにした作文を添付し
て、〒260-8722千葉市役所こども企画課へ郵送。FAX、
Eメールsankaku@city.chiba.lg.jpも可。

問こども企画課�☎245-5673�FAXFAX245-5547

11月は児童虐待防止推進月間

社会全体で児童虐待を防止しよう
「もしかして？」　ためらわないで‼　189（いちはやく）（2022年度最優秀標語）

子どもへの虐待による痛ましい事件が後を絶ちません。市の昨年度の児童虐待通告対応件数は2,277件で、心
理的虐待は1,387件と半数以上を占めています。虐待は、子どもの心身に大きな傷を残し、成長や発達にも深刻
な影響を与えます。虐待を防ぐには、早期の発見からその後の支援まで、行政機関･地域･学校など社会全体での
見守りや連携が必要です。
虐待かな？と思ったら、いちはやく（189）連絡を‼
　児童相談所全国共通ダイヤル�☎189
　児童相談所�東部（中央･若葉･緑区）☎277-8820�FAXFAX278-4371（東部･西部共通）
　　　　　　�西部（花見川･稲毛･美浜区）☎277-8821
身近で次のような虐待を示すサインに気づいたら、ご連絡ください。
あなたの気づきが、子どもを救う大きなきっかけになります。連絡をくれた

方の秘密は守られます。内容が間違っていても大丈夫です。ホームページから
も受け付けています。 千葉市　電子申請　児童虐待　

子どもの様子 親の様子
いつも子どもの泣き叫ぶ声が聞こ

える、不自然な傷や打撲の跡がある、
衣服や身体がいつも汚れている、夜
遅くまで独りで遊んでいる　など

よく怒鳴り声が聞こえる、子どもの
けがや病気を医者に見せない、幼い子
どもを置いて度々外出している、子ど
もの養育に拒否的･無関心　など

子育ての悩み、相談してください
子育ての中で、悩みや不安を抱え込むと、イライラした

り気持ちに余裕がなくなってしまうこともあります。誰か
に話すことで気持ちが軽くなることもあり
ます。【下記】の相談窓口のほか、子育て支
援館や子育てリラックス館などでは子ども
を近くで遊ばせながら相談できます。
詳しくは、 子育てナビ　

育児の不安や子どもの発達について相談したいとき
　保健福祉センター健康課
　　中　央�☎221-2581　花見川�☎275-6295
　　稲　毛�☎284-6493　若　葉�☎233-8191
　　　緑　�☎292-2620　美　浜�☎270-2213
家庭と子どもの相談をしたいとき
　保健福祉センターこども家庭課
　　中　央�☎221-2151　花見川�☎275-6445
　　稲　毛�☎284-6139　若　葉�☎233-8152
　　　緑　�☎292-8139　美　浜�☎270-3153

子どもがいる家庭を支える「児童家庭支援センター」
児童家庭支援センターでは、

児童養護施設などが持つ専門性
を活かし、育児の悩みや非行な
ど、子どもに関するさまざまな
相談に応じます。

児童家庭支援センター
　子里 ☎310-6001（中央区川戸町92-1）
　ふたば ☎285-5634（稲毛区天台3-4-1）
　旭ヶ丘 ☎214-8633（若葉区都賀1-1-1）
　�子ども未来サポートセンター･ほうゆう ☎215-
2001　（花見川区犢橋町675）

いずれも、月～土曜日9：00～18：00
＊緊急時は時間外も可（祝･休日、年末年始を除く）

これらは全て虐待です
・�心理的虐待＝言葉による脅しや無視、家庭内での暴力（DVなど）の目撃、
きょうだい間の差別など

・身体的虐待＝蹴る、殴る、やけどを負わせるなど
・�ネグレクト（怠慢･拒否）＝適切な食事を与えない、不潔のまま放置する
など

・性的虐待＝性的ないたずらをする、性的強要をするなど

オレンジリボンキャンペーン
オレンジリボンとは、2004年に起きた幼い兄弟の命が失われた事件をき

っかけに制定された、児童虐待防止のシンボルです。オレンジ色は子どもた
ちの明るい未来を表しています。児童虐待防止推進月間として、毎年11月に
児童虐待を無くすための広報･啓発活動が全国的に行われています。
11月1日㈫日没～22：00に千葉モノレールセントラルアーチ（中央区富士

見2）をオレンジ色にライトアップするなど、千葉市でもさまざまな取り組
みを行います。

問こども家庭支援課�☎245-5608�FAXFAX245-5631

市税は、納期限まではクレジットカード納付ができます。詳しくは、 千葉市税　クレジット納付　
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動物園ファンの、動物園ファンによる、動
物園ファンのための動物文化祭です。動物を
テーマにさまざまなイベントを開催します。
ぜひ、お越しください。
日　　時　�11月5日 ㈯･6日 ㈰9：30～�

16：30（入場は16：00まで）
会　　場　動物公園

ちばZOOフェスタ･2022

アート作品展示･販売
動物をテーマにしたクラフト作品や写真などを展示販売します。

アカデミア･アニマリウム
園内での研究や調査について、発表やポスター展示を行います。

パフォーマンスステージ
動物をテーマにした多彩なジャンルのパフォーマンスを繰り広げます。
時間10：30～15：00（6日は13：30まで）

アニマルコスプレコンテスト
動物コスプレイヤーNo.1を決めます。
日時6日㈰13：40～15：00

アニマルフェイスペイント
プロのアーティストが、顔や手に動物の絵をペイントします（有料）。
イベントの内容など詳しくは、 ちばZOOフェスタ2022　

問動物公園�☎252-1111�FAXFAX255-7116
水曜日（祝･休日の場合は翌日）休園　入園料＝高校生以上700円

ペイントしてもらおう‼

加曽利貝塚　発掘調査現地説明会
加曽利貝塚では、今後の研究や史跡の整備

･活用に向けて、発掘調査を実施しています。
今回は、2020年度から実施している第2期
発掘調査最終年の成果について現地説明会を
開催します。長径190メートルの南貝塚の中
央部はどうなっているのか。縄文人の見ていた風景を、発掘調査を通
じて見てみませんか。

日　　時　�11月26日㈯10：00、10：30、11：00、11：30、13：00、
13：30、14：00、14：30、15：00から、各30分　荒天中止

会　　場　加曽利貝塚南貝塚
定　　員　各45人
備　　考　小学生以下は保護者同伴
申込方法　�11月15日㈫必着。電子申請で。文化財課へ Eメールkasori.�

jomon@city.chiba.lg.jp･往復はがきも可（必要事項
15面のほか、参加人数（1通5人まで）、希望時間帯を第
2希望まで明記）。郵送先＝〒260-8730千葉市教育委員
会文化財課

問文化財課�☎245-5960�FAXFAX245-5993

木の実や葉っぱで遊ぼう‼
稲毛海浜公園自然観察会

自然観察指導員が木の実や葉っぱの特徴などを紹介します。植物を
観察するほか、木の実や葉っぱを使用した簡単な工作を行います。

日　　時　11月26日㈯10：00～12：00　雨天･荒天中止
会　　場　稲毛海浜公園
定　　員　先着20人程度
持 ち 物　はさみ、ボンド、ビニール袋
備　　考　集合＝旧稲毛民間航空記念館。小学生以下は保護者同伴。
申込方法　�11月1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15面を明記)。

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

ブラチスラバ世界絵本原画展　絵本で
ひらくアジアの扉ー日本と韓国のいま
ブラチスラバ世界絵本原画展（BIB）

は、スロバキア共和国の首都ブラチス
ラバで2年ごとに開催される世界最大
規模の絵本原画コンクールです。市美
術館でも2005年から紹介してきまし
た。
本展では、近年活躍が目覚ましいア

ジア諸国の作家に焦点を当て、特に日
本と韓国の作品を中心に展示します。BIB2021では、日本からしおた
にまみこさんが金牌を、韓国からイ･ミョンエさんが金のりんご賞を
受賞しました。その実績の背景である、それぞれの国で醸成された豊
かな絵本文化を、原画作品や絵本、現地取材の特集展示を通して紹介
します。

会　　期　�11月12日㈯～12月25日㈰10：00～18：00（金･土曜日
は20：00まで）　11月21日㈪、12月5日㈪休室

会　　場　市美術館8階企画展示室
料　　金　一般1,000円、大学生700円、高校生以下無料

問市美術館�☎221-2311�FAXFAX221-2316
第1月曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

しおたにまみこ「たまごのはなし」
2020年　作家蔵

千葉湊大漁まつり
千葉の豊かな食･特産品･文化に触れ、千葉みなとエリアの海辺の魅

力も体験できる、千葉湊大漁まつりを開催します。
日　　時　11月3日㈷10：00～15：30　荒天中止

妖精たちの響き～ジュニアコーラス 
フェアリーズ コンサート2022～
第18回千葉市芸術

文化新人賞を受賞した
ジュニアコーラス�フ
ェアリーズの透明感あ
ふれる美しい歌声を、
ぜひお聞きください。

日　　時　12月11日㈰14：00～15：00　　会　　場　市民会館
定　　員　先着500人（乳幼児の膝上鑑賞は申し込み不要）
申込方法　�11月4日㈮から電話で、市文化振興財団（平日9：00～

17：00）へ。
問市文化振興財団�☎221-2411�FAXFAX224-8231

ジュニアコーラス フェアリーズ

会　　場　千葉ポートパーク
内 　　容　①千葉の名産を使った料理や食材
の無料提供＝外房イセエビ（勝浦産）の姿
焼き（定員先着60人）、サザエのつぼ焼き（定員
先着100人）、ハマグリの浜焼き（定員先着
100人）、ニンジンジュース（定員先着100
人）、コマツナ（定員先着100人）など。②展
示･体験＝軽自動車被害軽減ブレーキ体験、キックターゲット、フ
リースローチャレンジなど。③ステージイベント＝書道パフォー
マンス（幕張総合高校）、津軽三味線の演奏、客室乗務員の職業講
話（日本航空㈱）など。④千葉のグルメが味わえる出店など。

　　＊①9：30から整理券を配布します。詳しくは、千葉湊大漁まつり　

注 意事項　千葉ポートパーク駐車場は使用できませんので、公共交
通機関をご利用ください。

問千葉市民産業まつり実行委員会（観光MICE企画課内）�
☎245-5282�FAXFAX245-5669
千葉ポートタワー（当日のみ）☎241-0125�FAXFAX203-1588

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

2022年（令和4年）11月号 魅力・観光 7ちば市政だより



11月1日㈫から 家庭ごみとして収集・回収する品目が増えます家庭ごみとして収集・回収する品目が増えます！！

不燃ごみ指定袋に入れ、�
はみ出さないよう口を結ぶ。

指定袋は使わず、透明な袋
に種類ごとに分けて入れる。

＊1　�長さが1.5メートル以下または1.5メートル以下に切断してあるもの（長さが1.5メート
ルを超えるものは購入店やメーカー、市が許可した処理業者にご相談ください）。
電子オルガンは、サイドフレーム･ペダル鍵盤などが無いものまたは外してあるもの。

＊2　不燃ごみ指定袋にはみ出さずに口を結べれば不燃ごみへ。

これまでの回収協力店のほか、市内の下記回収場所に持ち込めるようになりました。
回収場所　�一般社団法人JBRCの回収協力店（詳しくは、 JBRC協力店　 ）、環境事業所、新浜リサ

イクルセンター
対象製品　小型充電式電池（ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池）
　　　　　＊�乾電池、コイン電池、ボタン型電池、リチウム一次電池（使い切りタイプ）、自動車

用電池、自作電池、定置用蓄電池、鉛蓄電池は回収対象外です。
排出方法　必ず絶縁処理（ビニールテープで金属部分を覆うように貼り付ける）をしてください。
　　　　　＊発火事故防止のため、ごみステーションには出せません。
注意事項　・1日あたりに排出できる小型充電式電池は5個までです。　　　　　
　　　　　・�必ず家電から取り外してください。取り外せない場合、ケーズデンキでの店頭回収

かリネットジャパンリサイクル㈱☎0570-085-800の宅配回収をご利用ください。
問中央･美浜環境事業所�☎231-6342　花見川･稲毛環境事業所�☎259-1145
　若葉 ･緑　環境事業所�☎292-4930　新浜リサイクルセンター�☎263-9100

不燃ごみと有害ごみは必ず袋を分けましょう。
有害ごみと他のごみを混ぜて出すと、ごみ収集

車の火災や有害物質の漏えいの原因となります。
詳しくは、 千葉市　不燃ごみ　有害ごみ　

問収集業務課�☎245-5246�FAXFAX245-5477

排出方法　�電話で、市廃棄物リサイクル事業協
同組合☎204-5805（平日9：00～
12：00、13：00～17：00）に回収を
依頼（有料）。

　　　　　�土･日曜日、祝･休日、年末年始、�
8月13日～15日の受け付けはあり
ません。

注意事項　�家庭から排出されるものに限りま
す。大きさや量、形状、材質によっては
受け入れられないものがあります。
詳しくは、市廃棄物リサイクル事業
協同組合へお問い合わせください。

排出方法
・収集を依頼する場合（有料）
　�電話で、粗大ごみ受付センター☎302-5374（平日
9：00～16：00、土曜日9：00～11：30）へ。

蛍光灯

チャットボット
が、分別方法や収集
日などの質問にすぐ
にお答えします‼

不燃ごみ

有害ごみ

小型充電式電池（モバイルバッテリーなど）

サーフボード類および卓上キーボード・電子オルガン＊1、FRP製ヘルメ
ット＊2、スキー･スノーボード板、スケートボード

コンクリートブロック、物干し台 
（土台）

硬いプラスチック類

CD･DVD･フロッピー
ディスク含む。

乾電池･
リチウムコイン電池

ボタン型電池は回収協
力店へ。小型充電式電
池は回収拠点【下記】へ。

袋に入れず、購入時のケース
に入れるか、紙でくるむ。
＊割れたものは不燃ごみへ。

　日曜日、祝･休日、年末年始の受け付けはありません。
・自己搬入する場合（有料）

施設名･電話番号 受付時間
新浜リサイクルセンター
☎263-9100

平日13：00～16：00
土･日曜日、祝･休日、年末年始、定期修繕期間中は持ち
込めません。

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

平日9：00～16：00、土曜日9：00～12：00
日曜日、祝･休日、年末年始の受け付けはありません。

Check‼

家電品

指定袋に入るサイズ
のもの。

陶器類･ガラス類･刃物類

刃物や割れたものは紙で包み、
「キケン」と表示して指定袋へ。

中身を使い切ってから出してください。
＊缶に穴をあける必要はありません。

使い捨て
ガスライター

カセット式ガスボンベ
･スプレー缶/ 体温計･血圧計

（水銀入り）

水銀を使用していない
ものは不燃ごみへ。

の分け方の分け方･･出し方出し方
不燃不燃ごみごみ 有害有害ごみごみとと

金属製品 傘

絶縁処理の例

傘に限り、指定袋からはみ出
していても出せます。

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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親子で農政センターの見学と収穫
体験 性

ジ ェ ン ダ ー

別を越えて〜自ら考え選ぶ生き方
ちば男女･みらいフォーラム2022講演会

12月5日～11日は千葉市男女共同参画週間で
す。マンガ家の里中満智子さんの講演会を開催し
ます。

日　　時　12月11日㈰14：00～15：30
会　　場　�蘇我コミュニティセンターハーモニ

ープラザ分館
定　　員　先着100人
申込方法　�Eメールで、必要事項15面を明記して、市男女共同参画

センターEメールsankaku@f-cp.jpへ。電話も可。
問市男女共同参画センター�☎209-8771�FAXFAX209-8776

里中満智子さん

農政センター内の施設見学と畑でニンジンの収穫体験を行います。
親子で千葉市の農業を学んでみませんか。

日　　時　12月3日㈯10：00～11：30
会　　場　農政センター
対　　象　小学生以下の子どもと保護者
定　　員　10組（1組4人まで）
申込方法　�11月9日㈬必着。Eメールで、必要事項15面のほか、参

加者全員の氏名･フリガナを明記して、農業経営支援課
Eメールkeieishien.AAC@city.chiba.lg.jpへ。FAXも可。

問農業経営支援課�☎228-6271�FAXFAX228-3317

アライグマ･ハクビシン出没注意アライグマ･ハクビシン出没注意！！
近年、市内全域でアライグマやハクビシンを見かけたという情報や、自宅の屋根裏など

に侵入されたという相談が増えています。
アライグマなどによる被害は、農作物だけでなく、建物の破損や屋根裏などのふん尿や

かまれることで感染症が伝染する可能性があります。被害を防ぐための対策を紹介します。
問環境保全課 ☎245-5195 FAXFAX245-5553

特徴
アライグマ
尻尾に黒いしまが4～７本ある

のが特徴です。主に夜行性ですが、
昼間も活動することがあります。
木登りが上手く手先が器用です。

対策
•�建物内への侵入口となる、軒
下や通気口などの隙間をふ
さぐ。ハクビシンは大人の握
りこぶしほどの隙間があれ
ば、侵入できます。侵入口を

相談窓口
•県害虫防除協同組合（駆除業者へ依頼する場合）�☎221-0064
•環境保全課（生活被害でお困りの方）�☎245-5195
•農業経営支援課（農作物被害でお困りの方）�☎228-6275

ふさぐ方法については、家を建てた工務店などにご相談ください。
•�屋根へ伸びる樹木は小まめに切る。
•�庭木の果実は、時期が来たら、早めに残さず収穫する。
•�家庭菜園では、畑に侵入されないために防護柵を設置する。詳しくは、
千葉　獣害対策マニュアル　

•�忌避剤は、短期的な使用に限定する。
•�許可なくアライグマ･ハクビシンを捕獲することは法律で禁止されて
います。捕獲許可は県自然保護課☎223-2972へご相談ください。

•�市では、家庭用の捕獲わなを貸し出しています。環境保全課へご相談
ください。

隙間をくぐり抜けるハクビシン

写真提供：農研機構写真提供：農研機構

繁殖期は冬（1～3月ごろ）で、春先（4月
ごろ）に出産します。
雑食で、果物や野菜など人の食べるもの

は何でも食べるほか、金魚やコイなどの魚
も食べます。

ハクビシン
鼻から額上部にかけ

て白い線のような毛が
生えているのが特徴で
す。夜行性です。手先
は器用で、雨どいや柱などを登
り、電線も渡ります。繁殖活動
は年間を通じて行われます。
雑食で、果物や野菜などを好

んで食べます。

市のアライグマとハクビシンの捕獲合計数

0
50
100
150
200
250
（匹）
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2017 18 19 20 21（年度）

都市部にも
現れます！

©️環境省提供©️環境省提供

4年で4年で
約3.5倍に約3.5倍に

2022年（令和4年）11月号 その他 9ちば市政だより



電話de詐欺被害者の声 被害に遭われた方の実例を紹介します

区 1～8月被害額（単位：万円） 1～8月被害件数（単位：件）
2021年 2022年 増減 2021年 2022年 増減

中　央 1,954 7,201 5,247 9 40 31
花見川 5,689 7,513 1,824 20 37 17
稲　毛 4,710 18,410 13,700 23 43 20
若　葉 1,396 8,523 7,127 10 29 19
緑 185 2,981 2,796 1 13 12

美　浜 8,503 7,236 △1,267 18 43 25
計 22,437 51,864 29,427 81 205 124

＊12月号から各区の被害額と被害件数を区版24面でお知らせします。

2022年1〜8月の市内の電話de詐欺被害額は約5
億2千万円、件数は205件で、2021年の同じ期間と比
較【右表】すると被害額で約2.9億円（約2億円→約�
5億円）、件数で124件（81件→205件）増加していま
す。被害額、件数ともに2倍以上となっており、すで
に2021年1年間の被害額約3億2千万円、被害件数
126件を上回っています。

「俺だよ母さん。昨日から咳が止まらない、熱も38度ある。病院で検査してき
た。熱でフラフラして携帯電話を病院のトイレに落としたから、レンタルの携帯
電話からかけている。電話番号はＸＸＸＸＸだから登録しておいて」と言いまし
た。私は、長男だと思い、体調が心配で特に疑うことなく男が言った電話番号を
登録しました。
男から再び電話がありました。最初は体の具合がだいぶ良くなったと話してい

たのですが、突然「実はサラ金に借金して株に投資をしたが、640万円の損害を
出してしまった、今日中に返せないと訴えられて刑務所に入れられる」と言って
きました。
私は何とかしなければと思い、できる限りのお金をおろすことにしました。銀

行では、使い道などを聞かれましたが「家のリフォーム代に使うの‼」と必死で
嘘をつき、お金をおろしました。私は、息子を心配するあまり、お金の使い道を
聞いてきた銀行の人が敵にしか見えていませんでした。

お金ができたことを男に電話すると「今、弁護士と話をしていて離れられない。
弁護士の秘書が取りに行く」と言われました。私は、やってきた男に、これで息
子が助かると思い、現金を渡しました。
夜、夫に話すと、長男のいつもの番号に電話をしてみたらどうかというので、

電話をすると「電話もしていないし、お金も借りていない」と言われ、詐欺にあ
ったことに気が付きました。
私は民生委員の経験もあり、手口はある程度知っていましたが、なんとか息子

の力になってあげたいと思うと、疑うことより、どうすれば力になれるかに頭が
いき、まったく騙されたことに気が付きませんでした。
電話de詐欺を防ぐには、家族に話をすること、金融機関の人などの話をきくこ

とが大切です。電話を留守番電話に設定し、家族で合言葉も決めました。
皆さんも被害にあう前に、是非対策してください。

（千葉県警察本部生活安全総務課・捜査二課著「振り込め詐欺被害者の声」から抜粋して一部編集）

高齢者が携帯電話を掛けながらATMを操作していたら、電話de詐欺の被
害に遭われている可能性が高いです。知らない方に話し掛けるのは勇気がい
ることですが、皆さんの声掛けで防げる被害もあります。被害に遭っている
と思われる方を見掛けた時は、声掛けのご協力をお願いします。被害に遭わ
れている方は、詐欺に遭っていると気が付いていないので、何の手続きをさ
れているのか、困ったことはないかなど、優しく声を掛けてください。
詐欺が疑われる場合は、すぐに110番または最寄りの警察署に通報してく

ださい。

犯人はとても巧妙です。会話をすると、電話de詐欺のことを知
っているつもりでも、犯人の言葉に惑わされ、だまされてしまい
ます。実際に、被害者の3割は手口を知っていたのにだまされて
います。自分だけは大丈夫だと思わず、手口や被害に遭わないた
めのポイントを確認しておくなど、普段から気を付けましょう。

「電話番号が変わった」と言われても、元々の
番号に電話して本人に確認しましょう‼

警察が、電話で口座を聞き出すことは絶対に
ありません‼

ATMの操作で還付金がもらえることは絶対
にありません‼

＊�千葉県警察ホームページでは、実際の犯人からの電話音声を聞くこと
ができます。ぜひ、ご活用ください。 実際の犯人の音声

この電話、詐欺かな？と思ったらご相談を！

☎0120-494-506
受付時間　平日8：30〜17：15（時間外は最寄りの警察署へ）

母さん、株の取引に失敗して会社の金を
使い込んだ。ばれたらクビになっちゃう
よ。今日、監査があるからすぐにお金を
用意して‼

警察のものですが、あなたの口座が詐欺
に使われています。捜査のためキャッシ
ュカードを預かりに伺いますので、暗証
番号を教えてください。

市役所福祉課の者ですが、医療費の還付
金がありますので、キャッシュカードと
携帯電話を持って、近くのATMに行って
ください。

POINT！

POINT！

POINT！

電話de詐欺相談専用ダイヤル

どうしました？
何の手続きを
していますか？

ナンバーディスプレイや留守番電話を活用し、犯人と直接
話をしないことで、詐欺の被害を未然に防ぐことができます。

市では、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の購入･設置費
用を補助しています18面。詳しくは、 千葉市迷惑電話補助金

問消費生活センター�☎207-3601�FAXFAX207-3111

手口その1

手口その3

手口その2

えっ‼　私、騙されたの？
（65歳　女性）

市内の被害状況は2021年の2倍以上

詐欺の手口と被害に遭わないためのポイント

皆さんの声掛けで防げる被害もあります

電話話詐欺欺
deSTOP

！

電話de詐欺（オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺な
ど）が多発しています。自分だけは大丈夫だと思わず、事前
に詐欺の手口やポイントを学び被害から身を守りましょう。
また、周囲の方の少しの勇気で防げる被害もあります。協力
して詐欺の被害を防ぎましょう。
問地域安全課 ☎245-5264 FAXFAX245-5637

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）11月号特集10 ちば市政だより



（トップページ）（接種券再発行）

会　場 開設時間（祝日を含む） 接種を
行う日月～金曜日 土･日曜日

センシティタワー 新規 11：00～20：00 11：00～20：00 木曜日以外
中央コミュニティセンター＊ 18：00～21：00 9：00～17：00 火～木･日曜日
蘇我コミュニティセンター 10：00～19：00 10：00～19：00 月曜日以外
花見川保健福祉センター ― 10：00～17：00 土･日曜日
ワンズモール 10：30～19：30 10：30～19：30 水曜日以外
イコアス千城台 10：30～18：30 10：30～18：30 火曜日以外
イオンモール幕張新都心グランドモール 10：30～19：30 10：30～19：30 木曜日以外
＊月･金曜日は12歳以上、土曜日は11歳以下の方への従来株ワクチンの接種を実施

ワクチンの接種予約、接種会場、接種券の再発行
　　　　　　　　　　 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

　ワクチンに関するさまざまな情報が
掲載されているほか、接種券の再発行
もできます。

市では、かかりつけ医など身近な医療機関での個別接
種を中心に行い、併せて市の公共施設などで集団接種を
実施しています。個別接種会場は、接種券に同封の一覧
やコロナワクチンナビ【下記】をご確認ください。

なお、新たに「センシティタワー」に集団接種会場を
開設し、集団接種会場が7カ所に増えました。使用する
ワクチンなど詳細は、千葉市　コロナワクチン　集団接種会場　

これまで2年間、年末年始に新型コロナウイルスは流行してい
ます。年末までに、重症化リスクの高い高齢者などはもとより、
若い方もオミクロン株対応ワクチンの接種をご検討ください。

なお、オミクロン株対応ワクチンの接種を行うため、新型コロ
ナワクチン接種の実施期間が、来年3月31日㈮まで延長されまし
た。

オミクロン株対応ワクチンの接種が始まっています
過去2年間の12～2月の国内新規感染者数過去2年間の12～2月の国内新規感染者数
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オミクロン株対応ワクチンとは

オミクロン株対応ワクチン接種に関するよくある質問と接種までの流れ

集団接種会場のご案内

オミクロン株の成分が含まれる2価ワクチン（オミクロン株対応ワクチン）は、これ
まで接種を行っていた新型コロナの従来株に対応した1価ワクチン（従来株ワクチン）と
比較した場合、オミクロン株に対して、従来株ワクチンを上回る重症化予防効果ととも
に、持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されます。

初回（1・2回）接種を受けた12歳以上の方であれば、どな
たでも1回接種を受けられます。初回接種をまだ受けてい
ない方は、まずは従来株ワクチンの接種を受けてください。

どんな人が接種を受けられるの？

A

Q

接種を勧めていますが、強制ではありません。予防の効果
と副反応のリスクについて理解した上で、自らの意思で接
種を受けてください。受ける方の同意なく、接種が行われ
ることはありません。

ワクチン接種は強制ですか？

A

Q

オミクロン株対応ワクチン用の接種券がないとだめ？

接種券はこれまでのものが引き続き使用できます。接種券
は、現在、前回接種3カ月後を目安にお届けしています。

A

Q

千葉市コロナワクチン接種コールセンター【下記】へのお
電話や接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」などか
ら申請していただければ、再度接種券をお送りします。

接種券をなくしてしまった・・・

A

Q

ワクチンの価は、含まれているワクチンの成分
の数を指しています。オミクロン株の成分が含ま
れる2価ワクチンでいうと、従来株＋オミクロン
株の成分が含まれたワクチンということです。

ワクチンの「価」ってなんですか？

　まず、従来株ワクチン
の初回接種を受けてくだ
さい（中央コミュニティ
センターの集団接種会場
で行っています）。

オミクロン株対応ワクチンの接種を受けられるよう、10月中旬以降
接種券を順次発送しています。

接種までの流れ（フロー）

はい

初回 (１・２回) 接種済 いいえ

従来株ワクチンで3回目接種済 いいえ

従来株ワクチンで4回目接種済 いいえ

はい

はい

・ 接種券がすでに届いて
いる場合、お手元の接
種券を使用して接種を
受けられます。

・ 接種券を紛失した場合
は、再発行を受けてく
ださい。

相 談 窓 口
市コロナワクチン接種コールセンター

　ホームページからでも接種予約ができます。ログ　
　インには接種券番号とパスワードの入力が必要です。

市ワクチン接種予約サイト

　接種後の副反応、医学的知見が必要となる専門的な相談
　☎03-6412-9326　24時間(土・日曜日、祝日を含む)

県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口

　新型コロナワクチン接種の施策などに関すること
　☎0120-761-770　9：00～21：00（土・日曜日、祝日を含む）

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
コロナワクチンナビ

☎0120-57-8970

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

一般会計では、市税や地方
消費税交付金が予算に比べ増
収になったことや、歳出にお
いて、効率的な予算執行に努
めたことなどから、実質収支
（歳入と歳出の差額から翌年
度への繰越事業に充てる財源
を差し引いた額）は

決算は、市に1年間に入ってきたお金と使ったお金の合計を
表したものです。予算と同じように、市議会でチェックを受け
ています。今年10月に承認された2021年度決算の概要をお知
らせします。
問財政課 ☎245-5077 FAXFAX245-5535千葉市のお財布

30億円の黒字

市の借金に関する指標である実質公債費比率と将来負担比率は、いずれも前年度より低減しました。

2021年度が最終年度となる第3期財政健全化プランにおいて、主要目標として掲げた「主要債務総額の削減」については、目標値を下回る
水準まで低減しました。

感染症対策･医療提供体制等の確保
・�新型コロナウイルス感染症対策として、軽症者等の宿泊療養施設
の確保・自宅療養支援などを行うほか、PCR検査や新型コロナウ
イルス感染症相談センターの運営などを継続して実施

・�新型コロナワクチンの接種を促進するため、医療機関での個別接
種や集団接種会場の設置･運営など、接種体制を整備

市民生活への支援
・�子育て世帯や、困難に直面している方の生活を支援するため、臨
時特別給付金を支給

・�不安を抱える妊婦がPCR検査を受ける場合の費用を助成するほ
か、感染した妊産婦に対し、退院後の相談支援を実施

コロナ禍を契機としたデジタル化の推進
・�納付書のバーコードをスマホアプリで読み取り、コード決済を可
能とするシステムを整備（運用開始＝2022年4月から。対象料金
＝市税、国民健康保険料、介護保険料、保育料など）

・�自宅などで読書が可能となる電子書籍を導入（提供数＝8,866点）
地域経済の回復に向けた取組み
・�国の支援金を補完する形で、売上が減少した事業者を対象に、市
独自の支援金を給付（対象＝申請月の売上が前年同月比20％以
上50％未満に減少した事業者）�

・�文化･教養･資格取得･スポーツなど新規講座の受講料を助成（講
座利用＝89,427件）

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策
健康づくり･医療体制の充実
・�特定不妊治療費助成の所得制限を撤廃するほか、助成額、助成回
数などを拡充（採卵を伴う治療＝15万円→30万円ほか）

・�がん患者の治療と社会生活の両立、療養生活の質の向上および経
済的負担の軽減を図るため、ウィッグ購入費用などの一部を助成

地域包括ケアシステムの構築･強化
・�生活支援コーディネーターのあんしんケアセンター単位の配置を
全区に拡充（4区→6区）

・�介護施設などが大規模修繕と併せて行う介護ロボットやICT設備
の導入費用を助成（上限＝42万円/床）

生活に困りごとを抱えた方への支援を強化
・�生活自立･仕事相談センターを新たに緑区に開設（4カ所→5カ所）
するとともに、相談支援員を増員（29人→33人）

医療･福祉の充実医療･福祉の充実

地域防災力の向上
・�ケアマネジャーと連携した要配慮者の災害時個別避難計画作成事
業をモデル的に実施（計画作成件数＝34件）

・�町内自治会集会所の新築・建て替えなどに要する費用の助成につ
いて、災害時の分散避難先として活用する場合、補助限度額を増
額（限度額＝800万円→1200万円）

土砂災害･冠水等対策の強化
・�危険性の高いがけ地の崩壊防止工事などとともに、2019年10月
の大雨により発生したがけ崩れの復旧工事を実施

・�雨水対策重点地区の浸水対策を強化するとともに、浸水被害発生
箇所への雨水管布設などを実施

災害時の安全･安心の確保
・�緊急時の防災行政無線の放送をコミュニティFM（SKYWAVE
FM）に割り込みで放送可能とするシステムを整備

災害に強いまちづくり災害に強いまちづくり

中小企業支援の充実
・中小企業の事業変革に必要となる費用を助成（支援件数＝5件）
・�ICT環境の構築･導入に係る費用を助成（支援件数＝16件）
MICEの推進
・�オンライン開催と現地集客の両方を満たすハイブリット開催を支
援（施設環境整備＝9件、開催支援＝9件）

農業振興
・�農政センターの機能強化を図るため、リニューアルプランを策定
・�地域をけん引する即戦力となる農業者を確保･育成するため、農
政センターで新たな研修を実施（研修生＝2人）

・�次世代の農業の担い手を育成するため、小･中学生を対象に農業
に関する講座を開催（延べ参加者数＝207人）

地域経済の活性化･農業振興地域経済の活性化･農業振興

となりました。

2021年度決算の特徴と今後の見通し

一般会計の内訳

実質公債費比率＝その年に支払った借金返済額が収入に占める割合 将来負担比率＝将来、市が負担する借金の収入に占める割合

主要債務総額＝ 市の財政運営や財政健全化に向けて大きな影響を与える建設事業債等残
高、債務負担行為支出予定額（建設事業分）、基金借入金残高、国民健康
保険事業累積赤字額の合計額

2021年度決算を解説 2021年度に実施した主な事業

これまでの財政健全化の取り組みにより、各種財政指標についても一定程度改善するなど、着実に成果が
表れています。
しかし、依然として基金からの借入残高が多額であることや、今後、1992年の政令指定都市移行の際に

整備した施設の更新等が見込まれており、財政指標に一定の影響を及ぼすことも想定されます。
このような状況においても、安定的かつ継続的に市民サービスを提供していくことができるよう、将来に

わたって持続可能な財政構造の確立に取り組んでいきます。

これまでの取り組み
を維持･継続するこ
とが大切だね

千葉駅周辺の活性化
特性を活かすまちづくり特性を活かすまちづくり

大会の機運醸成などの取り組み
・�競技会場都市としての開催準備や、大会の機運醸成に向けた取り
組み、都市ボランティアの育成・運営を実施

東京2020オリンピック･パラリンピックの開催東京2020オリンピック･パラリンピックの開催

・�千葉駅東口地区および新千葉2･3地区
の再開発を引き続き実施（2022年度
竣工予定）

・�千葉公園体育館、武道館、中央コミュニティセンターのスポーツ
施設を集約し、新たに体育館を整備（2023年度供用開始予定）

幕張新都心の整備
・�幕張新都心の都市機能の強化と交通機能の分散化を図るため、新
駅整備を促進（2023年春開業予定）

都市の魅力づくりの推進
・�民間活力を導入し、国際規格の自転車競技の走路を有する多目的
スポーツ施設の整備を行い、250競走を開催

・�市制100周年を機に、100年の歩みを振り返り、未来のまちづく
りにつなげる取り組みなどを実施

待機児童の解消
・�民間保育園などを10カ所（209人分）、子どもルームを8カ所
（600人分）整備

支援を必要とする子ども･家庭への支援
・�多子世帯の負担軽減を図るため、第3子以降の学校給食費を無償
化（対象人数＝4,949人）

・�学校など関係機関と連携して、生活習慣の改善など包括的な支援
を行う「子どもナビゲーター」の配置を拡充（3カ所→4カ所）

子育て支援･教育の充実子育て支援･教育の充実

・�公立保育所における医療的ケアを行う看護師
を増員し受入施設を拡充（2カ所→3カ所）

学校教育の充実･質の向上
・�専門性の高い指導を行う小学校の専科非常勤
講師を増員（75人（73校）→88人（85校））

・�スクール･サポート･スタッフを増員し、全市
立小･中･高･特別支援学校に配置（176人（162校）→228人（167
校））

・�学校施設の計画保全および機能改善を実施（大規模改造、外壁改
修、トイレ改修など）

児童･生徒への支援の強化
・�児童生徒などの心のケアを行うカウンセラーの配置体制を充実
（小学校＝35週→37週、特別支援学校＝35週→40週）
・フリースクールに対し、学習支援などに要する費用の一部を助成
・�市立小学校通学路の安全点検を行い、安全対策を実施（路肩のカ
ラー化など）

共生社会の実現
・�パラスポーツや障害者への理解を深めるた
め、学校訪問などのイベントを実施すると
ともに、障害者のスポーツ活動への参加を
支援 ©️野村　雄治©️野村　雄治

歳入
5,091億円
対前年度比677億円
（11.7%）減

市税
1,999億円
39.3%

公共施設の公共施設の
利用料など利用料など
109億円109億円
2.1％2.1％

国･県の補助金国･県の補助金
1503億円1503億円
29.5％29.5％

借金借金
471億円471億円
9.3％9.3％

その他その他
1009億円1009億円
19.8％19.8％

歳出
5,027億円
対前年度比675億円
（11.8%）減

行政･市民活動推進行政･市民活動推進
422億円422億円
8.4％8.4％

福祉･保健･医療
� 1,528億円
� 30.4％

教育教育
725億円725億円
14.4％14.4％子育て子育て

785億円785億円
15.6％15.6％

借金返済借金返済
516億円516億円
10.3％10.3％

道路･住宅･街づくり道路･住宅･街づくり
483億円483億円
9.6％9.6％

ごみ処理･環境保全ごみ処理･環境保全
168億円168億円
3.3％3.3％

経済振興･経済振興･
農林水産･観光振興農林水産･観光振興
235億円235億円
4.7％4.7％

消防･救急消防･救急
110億円110億円
2.2%2.2%

その他その他
55億円55億円
1.1％1.1％
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5,2665,266
4,9634,963

4,7564,756 4,6734,673 4,6824,682 4,5904,590

主要債務総額の推移 市債残高の推移

第3期財政健全化プランの目標
2021年度までに4,800億円程度まで削減

実質公債費比率の推移 将来負担比率の推移
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2120191817161514132012

（億円）
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10,58110,581

9,6269,626

昨年度比75億円の削減

19.519.5

261.1261.1

116.0116.0
11.211.2第3期財政健全化プランの目標

2021年度までに14％未満に低減

第3期財政健全化プランの目標
2021年度までに150％未満に低減

ラジオ広報番組�bayfm「ベイ･モーニング･グローリー」は、毎週日曜日8：00～8：55放送。千葉市の今を爽やかな音楽と共にお届け♪ スポーツ施設（蘇我スポーツ公園などを除く）の抽選受け付けは利用希望日の前月7日まで。申込方法など詳しくは、 千葉市スポーツ施設　
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年賀名刺交換会

附属機関の委員を募集

皆さんの意見を募集します
パブリックコメント手続
①千葉市芸術祭基本構想（案）

　�　東京2020大会に向けた文化プログラムとして、2021年度に千
の葉の芸術祭を開催しましたが、今後も芸術祭を定期開催するにあ
たり、基本構想案を作成しました。
詳しくは、 千葉市　パブリックコメント　

問文化振興課�☎245-5961�FAXFAX245-5592
　　Eメールbunka.CIL@city.chiba.lg.jp
市民意見募集
②千葉市基本計画第1次実施計画事業（案）

　�　千葉市基本計画で示したまちづくりの基本方針の実現に向けた、
具体的な取り組みを示す第1次実施計画（2023～2025年度）の事
業案を作成しました。
　詳しくは、 千葉市基本計画第1次実施計画事業　

　問政策企画課�☎245-5046�FAXFAX245-5534
　　Eメールnext-gplan@city.chiba.lg.jp
③ちば･まち･ビジョン（原案）

　�　都市づくり･まちづくりを進める上で指針となる3つのマスター
プラン（「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」「都市計画マ
スタープラン」「立地適正化計画」）を統合した案を作成しました。
　詳しくは、 ちば･まち･ビジョン　

　問都市政策課�☎245-5333�FAXFAX245-5693
　　Eメールseisaku.UR@city.chiba.lg.jp
案 の 公 表　①11月15日㈫、②10月28日㈮、③11月14日㈪
案の公表場所　�ホームページで。担当課、市政情報室、各区役所地域

振興課、市図書館でもご覧になれます。
意見の提出期間　�案の公表日～①12月14日㈬、②③11月28日㈪
意見の提出方法　Eメール、FAX、郵送または直接持参。
市の考え方の公表　�①来年1月、②③12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。

①病院運営委員会委員
青葉病院･海浜病院の経営などについて審議します。

問病院局経営企画課�☎245-5744�FAXFAX245-5257
Eメールkikaku.HO@city.chiba.lg.jp

②市民自治推進会議委員
市民自治の推進について調査･審議します。

問市民自治推進課�☎245-5664�FAXFAX245-5665
Eメールjichi.CIC@city.chiba.lg.jp

任 期　①来年2月1日㈬･②来年3月1日㈬から、2年間
開 催 予 定　①年1･2回程度、②年2回以上
応 募 資 格　市内在住･在勤･在学で、18歳以上の方
　　　　　　＊�いずれも、市の議員･職員またはほかの附属機関の

公募委員は不可。
募 集 人 数　①2人（男女各1人）、②4人
報 酬　規定により支給
小論文テーマ　�①青葉病院･海浜病院が果たすべき役割について、�

②自身が取り組んでいるまちづくり活動と市民主体の
まちづくりの必要性について。いずれも、応募理由･自
己PRを含めて、1,200字程度。

応 募 方 法　�①12月1日㈭･②11月30日㈬必着。Eメールで、必要
事項15面のほか、性別、②生年月日を明記し、小論文
（応募理由･自己PRを併記）を添付して、問い合わせ
各課へ。A4判用紙で、FAX、郵送または直接持参も
可。郵送先＝〒260-8722千葉市役所（問い合わせ各
課）

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。

千葉市･千葉商工会議所共催の年賀名刺交換会
を開催します。
日　　時　来年1月4日㈬12：00～13：00
会　　場　�京成ホテルミラマーレ（中央区本千葉

町15-1）
料　　金　3,000円
備　　考　・飲食物の提供はありません。
　　　　　・各団体最小限の人数での参加でお願いします。
申込方法　�11月1日㈫～30日㈬に、会費を添えて、秘書課、区役所

地域振興課、千葉商工会議所へ直接申し込み。電子申請
も可。

詳しくは、 千葉市　名刺交換会　

問秘書課�☎245-5010�FAXFAX245-5529

WEBアンケート
あなたの意見を市政に‼

11月1日㈫～10日㈭、ホームページ上でWEBアンケートを行いま
す。テーマは、「千葉市まちづくり応援寄附金」「千葉市ナイトタイム
エコノミー推進支援制度」「おくやみコーナー」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。
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

2022年（令和4年）11月号その他14 ちば市政だより



イベント

千葉市菊花展

日時11月1日㈫～13日㈰9：30～16：30
場所稲毛記念館前庭
内容菊花展示、菊の鉢･苗の販売
問千葉秋芳会･嶋田さん☎090-5533-
6207 FAX047-472-7952

泉自然公園もみじまつり

期間　11月12日㈯～12月4日㈰
①フォトコンテスト

日時11月5日㈯～12月4日㈰
内容テーマ＝泉自然公園で小さい秋
みぃつけた
備考泉賞、作品賞（各1作品）の記念
品＝フォレストアドベンチャー千
葉無料ペア招待券

②もみじめぐりウオーキング
日時11月19日㈯13：30～15：30

③ノルディックウォーク
日時 11月20日 ㈰･23日 ㈷10：00～ 
11：30
持物ポール（お持ちの方）

④木の実と葉っぱの図鑑を作ろう‼
日時11月20日㈰10：00～16：00
内容WEBアプリ「はなもく散歩」を
使って公園内の樹木を巡り、どん
ぐりや木の葉で図鑑を作ります。

⑤クラフト講座
日時11月27日㈰10：00～14：00
内容園内の木の実や木のプレートを
使用した作品作り 
備考材料がなくなり次第終了

定員先着②15人･③各20人･④50人
料金②500円、③1,300円･ポールレンタ
ル＝200円、④200円、⑤100円
備考②～⑤雨天中止。申し込み方法な
ど詳しくは、泉自然公園HP
申①11月5日㈯～12月4日㈰･②③前
週金曜日までにEメールで、必のほ
か、②③は参加人数、Eメールアドレ
スを明記して、㈱オリエンタルコン
サ ル タ ン ツ Eメール i z um i . e ven t@ 
oriconsul.comへ。①Instagram、
Facebook、②③ FAX027-225-2333も
可。④⑤当日直接中央広場へ
問同社☎070-7473-245８ FAX前記

正規雇用を目指す方のため
の交流会･説明会

職場体験受入企業との交流会
日時11月5日㈯13：30～15：30

事業説明会･入門セミナー

日時①説明会＝11月26日㈯･30日㈬、
②セミナー＝12月3日㈯。いずれ
も、13：30～15：30

場所TKP千葉駅東口ビジネスセンター
（中央区新町1-20江澤ビル4階）。②は
Zoomでオンライン視聴可
対象正規雇用就職を目指す方
定員各10人
申HP（「千葉市　キャリアチャレンジ
事業」で検索）から
問キャリアチャレンジ事業事務局☎
03-3593-1512 FAX03-3593-1510

こころの健康センターの催
し

①依存症治療･回復プログラム
日時11月2日㈬･30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

②精神障害者家族のつどい
日時11月7日㈪13：40～16：50
内容講演会「基礎からわかる障害年金
制度と事例」と家族ミーティング

③アルコールミーティング
日時11月1８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

④依存症講演会
日時11月24日㈭13：15～16：00
内容講演会「ギャンブル依存症を知
ろう」と体験談。講師＝稲村厚さ
ん（認定NPO法人ワンデーポート
理事長･司法書士）

⑤うつ病対策講演会
日時11月29日㈫14：00～16：00
内容テーマ＝こころの健康のために
認知行動療法を活用しよう。講師＝
清水栄司さん（千葉大学医学部附属
病院認知行動療法センター長）

⑥児童･思春期精神保健福祉講演会
日時12月13日㈫14：00～16：00
内容テーマ＝思春期の心によりそう
　発達障がい･子どものうつ･自傷
･不登校。講師＝細田豊さん（木更
津病院精神科児童思春期外来）

定員④～⑥60人
備考④～⑥落選者のみ連絡
申電話で（④⑤11月15日㈫･⑥29日㈫
まで）、こころの健康センター☎204-
15８2。FAX204-15８4･Eメールkokoronokenko.
HWS@city.chiba.lg.jpも可(必を明
記)

昭和の森自然観察会
「タネの旅」

日時11月13日㈰10：00～12：00
定員先着20人　料金 50円
備考駐車場＝1時間100円、最大400円
申11月８日㈫までに電話で、昭和の森

管理事務所☎294-3８45。 FAX4８８-5223
も可（必を明記）

稲毛記念館海星庵茶室公開
とお抹茶の進呈

日時11月13日㈰･27日㈰13：00～16：00
定員各先着50人
申電話で、稲毛記念館☎277-4534
問同館☎前記 FAX277-46８８。月曜日（祝
･休日の場合は翌日）休館

シニアのための生涯学習
フェスタ

日時11月14日㈪13：00～16：00
場所市民会館
内容学びたいシニアと生涯学習８団体
との相談会
申電話で、生涯現役応援センター☎
256-4510
問同センター☎前記 FAX256-4507

大賀ハス開花70周年記念
ちはなちゃんお誕生会2022

日時 内容①コンテナガーデンコンテスト
＝11月15日㈫～20日㈰、②クリスマス
リース作り＝19日㈯10：00･11：00･ 
13：00･14：00（1時間程度）、③コケ玉
作り＝19日㈯･20日㈰10：00～14：00

（随時受け付け。40分程度）、④昔あそ
び（紙トンボ･紙コマ）･ちはなちゃん
グッズ販売＝19日㈯･20日㈰、⑤ちは
なちゃんのお誕生日会（VR体験･ちは
なちゃん登場･記念撮影会）＝20日㈰。
④⑤は10：00～15：00
場所千葉公園蓮華亭
定員②各先着5人
料金②③500円
申当日直接会場へ
問緑政課☎245-5775 FAX245-5８８5

旧生浜町役場庁舎企画展「椎名
崎の雨乞い･雨降りガッコ展」

日時11月17日㈭～12月3日㈯の火･木･
土曜日9：30～16：00
場所旧生浜町役場庁舎
問同施設☎265-８８16（火･木･土曜日
9：30～16：00）、NPO法人ちば･生浜
歴史調査会☎0８0-53８7-2592、文化財
課 FAX245-5993

花島公園自然観察会～秋の
植物を観察してみよう～

日時11月19日㈯10：00～12：00。雨天中止
内容講師の解説や落ち葉のしおり作り
定員先着15人　備考駐車場＝200円
申 11月1日㈫9：00から電話で、花見
川･稲毛公園緑地事務所☎2８6-８740。
Eメールhanamigawa-inage.URP@city.
chiba.lg.jpも可（必を明記）
問同事務所☎前記 FAX2８6-８８27

千葉公園に紙芝居がやって
くる‼

日時11月19日㈯11：30～12：00、13：00
～13：30
定員各先着25人
申当日直接会場へ
問中央･美浜公園緑地事務所☎279-
８440 FAX27８-62８7

養育里親説明会

日時11月19日㈯14：00～15：00
場所美浜保健福祉センター
内容養育里親制度の説明と個別相談
申電話で、NPO法人キーアセット
☎215-7８02。HP（「キーアセット千
葉」で検索）からも可
問同団体☎前記 FAX215-7８03

大草谷津田いきものの里自然
観察会「落ち葉で遊ぼう‼」

日時11月20日㈰10：30～12：00。雨天中止
定員 20人
備考小学生以下は保護者同伴。帽子･長
袖･長ズボン･長靴を着用
申11月9日㈬必着。電子申請で。環境
保全課Eメールkankyohozen.ENP@city.
chiba.lg.jp･は（1通5人まで）･ FAX
245-5553も可（必のほか、参加者全
員の氏名･フリガナを明記）。郵送先
＝〒260-８722千葉市役所環境保全課
問同課☎245-5195 FAX前記

療育センターいずみの家
「障害者の土日余暇支援」

日時 内容健康ウオーキング＝11月20日
㈰、身体を動かすレクリエーション
＝12月17日㈯、来年2月5日㈰、ビデ
オ鑑賞＝1月14日㈯。いずれも、9：30
～11：30。全4回
対象障害者手帳をお持ちの15歳以上の
方。介護が必要な方は介護者同伴
定員 ８人
申11月10日㈭までに電話で、療育セ
ンターいずみの家☎216-2465。 FAX
270-1557も可（必を明記）
問同施設☎･ FAX前記。祝･休日休館

認知症介護交流会

日時11月21日㈪13：30～15：30
場所稲毛保健福祉センター
内容介護経験者の体験談、交流会、個
別相談（希望者のみ）
対象認知症の方を介護している家族など
定員 20人（介護中の家族優先）
申電話で、認知症の人と家族の会☎
204-８22８（月･火･木曜日13：00～ 
16：00）。個別相談を希望の方は11月
16日㈬までに申し込み
問同会☎前記 FAX204-８256、地域包括
ケア推進課☎245-5267

埋蔵文化財調査センター
特別展

日時展示＝①11月23日㈷～来年1月22日
㈰、②2月3日㈮～3月5日㈰。ギャラ
リートーク＝①12月17日㈯、来年1月
7日㈯、②2月4日㈯、3月4日㈯。いず
れも、10：30～11：00、14：00～14：30
場所①郷土博物館、②埋蔵文化財調査
センター
内容テーマ＝遺物から見える地域文化
の発達―縄文時代前期後葉～末葉―
問同 セ ン タ ー ☎266-5433 FAX 26８-
9004。祝･休日休館

戦跡めぐりウオーキング

日時11月26日㈯9：00～12：00。雨天中止
内容千葉公園内の戦跡など（約4キロメ
ートル）を講師と共に歩いて巡ります。

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）11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



定員 20人
申11月14日㈪までにEメールで、必
のほか、参加人数（3人まで）を明記
し て、 市 役 所 コ ー ル セ ン タ ー Eメール 
event@callcenter-chibacity.jp
へ。☎245-4８94、 FAX24８-4８94も可
問市民総務課☎245-5154 FAX245-5155

ハーモニープラザフェスタ

日時 11月26日㈯･27日㈰10：00～15：00
内容書道などの作品展、発表会など
問社会福祉協議会☎209-８８15 FAX209-
８８19

合同企業説明会「インター
ンシップフォーラム in ちば」

日時11月26日㈯13：00～16：00
内容reBakoでのオンライン開催。千葉･
市原･四街道市内の企業約30社が参加
対象2024年3月卒業予定の大学生･短期
大学生、外国人留学生など
備考申し込み方法など詳しくは、HP「イ
ンターンシップフォーラム in ちば」
で検索
問㈱学情ちばインターンシップ運営
事務局☎03-3593-1512 FAX03-3593-1510

若葉区の自然を楽しむハイ
キング

日時12月3日㈯9：00～15：00。雨天の場
合、4日㈰に延期
内容泉自然公園、富田さとにわ耕園、
ウシノヒロバの約6キロメートルを
散策します。焼き芋のお土産･軽食付
き。途中バス移動あり
定員 40人　料金 2,500円
備考 20人未満の場合中止
申11月1８日㈮までに千葉都市モノレ
ールHPから
問同社☎2８7-８27８ FAX252-7244

市少年自然の家
マンスリーウィークエンド

日時12月3日㈯13：00～4日㈰14：00。1
泊2日
内容クリスマスキャンプ、飯ごう蒸し
ケーキでクリスマスデコ、羊毛と松
ぼっくりのクリスマスツリー、キャ
ンドルサービス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 20組
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、市少年自然の家HP
申11月12日 ㈯ ま で に HPか ら。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

認知症カフェを知ろう～認
知症カフェの開設支援～

日時12月８日㈭13：30～15：30
場所美浜保健福祉センター
内容講演＝認知症カフェとは、認知症
カフェを立ち上げるには
定員先着40人
申11月30日㈬までに、 Eメールで、必
のほか、参加理由を明記して、地域
包括ケア推進課 Eメールnintisho@city.
chiba.lg.jpへ。 FAX245-5293も可
問同課☎245-5267 FAX前記

大人も子どもも
Let’s CHEER‼

日時12月10日㈯①大人クラス10：00～ 
11：00、②親子クラス12：30～13：30、
③子どもクラス15：00～16：00
場所文化センター
対象①50歳以上の方（医師から運動制

限をされていない方。椅子に座って
の参加も可）、②3～6歳の子どもと15
歳以上の方、③6～12歳の子ども
定員各先着25人
備考 1組につき1人付き添い可
申11月30日㈬までにEメールで、必の
ほか、性別、当日の緊急連絡先を明
記 し て、 花 島 さ ん（ 講 師 ） Eメール la_ 
fleur_cheer@yahoo.co.jpまたは文
化センターEメールcenter@f-cp.jpへ。同
センター☎224-８211、FAX224-８231も可

消防音楽隊「けやきコンサ 
ート」

日時12月10日㈯11：00～12：00
場所生涯学習センター　定員 300人
申11月14日㈪～20日㈰にEメール（1
通1家族）で、必のほか、参加人数を
明記して、市役所コールセンターEメール
event@callcenter-chibacity.jp
へ。☎245-4８94、 FAX24８-4８94も可

美炎（miho）風の響き～天
と地をつなぐ風の音色～

日時12月10日㈯14：00～15：30
場所市民会館
内容出演＝美炎さん（馬頭琴）、前田仁
さん（パーカッション）、清瀬祥吾さ
ん（ピアノ）
定員先着130人
料金前売券（全席自由）＝1,500円
備考就学前児の入場不可
申電話で、市民会館☎224-2431、文
化センター☎224-８211、市男女共同
参画センター☎209-８771、若葉文化
ホール☎237-1911、美浜文化ホール
☎270-5619
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-
８231

風しん啓発イベント「遥か
なる甲子園」

日時12月11日㈰13：00～15：30
場所生涯学習センター
内容先天性風しん症候群により聴覚に
障害を持つ高校生たちが、甲子園を
目指すまでを描いた舞台
定員先着300人程度
申風しんをなくす会HPから
問県保険医協会☎24８-1617 FAX245-1777

ワンコインコンサート

日時来年1月14日㈯14：00～15：00
場所市民会館
内容龍蔵さんによるソロギターコンサート
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）。全席自由
申11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
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-
８231

民謡一座～遊～CHIBA☆夢ラ
イブ

日時来年2月1８日㈯14：00～15：30
場所市民会館
内容出演＝紺谷英和さん（三味線）、吉野
光子さん（唄）、美波駒子さん（太鼓）
定員先着130人
料金前売券（全席自由）＝1,500円
備考就学前児の入場不可
申11月８日㈫から電話で、市民会館☎
224-2431、文化センター☎224-８211、
市 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー ☎209-
８771、若葉文化ホール☎237-1911、
美浜文化ホール☎270-5619
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-
８231

せんのは落語会

日時来年3月14日㈫13：00～15：30
場所市民会館
内容出演者＝柳家三之助さん･立川吉
幸さん･金原亭馬治さん･春風亭一之
輔さん･月の家小圓鏡さん（落語家）
定員先着500人
料金前売券（全席指定）＝3,000円
備考就学前児の入場不可。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
申11月16日㈬から前売券販売所へ
問市民会館☎224-2431 FAX224-2439

教室・講座

市民茶道教室

日時11月８日㈫･10日㈭･15日㈫･17日㈭
10：00～12：00。全4回
場所稲毛記念館　定員先着10人
料金 2,000円
申電話で、同館☎277-4534
問同館☎前記 FAX277-46８８。月曜日（祝
･休日の場合翌日）休館

動物保護指導センターの教
室

①飼い犬のしつけ方教室
日時Ⓐ11月10日㈭･Ⓑ17日㈭13：30～
16：00
内容Ⓐ講習としつけのデモンストレ
ーション、Ⓑ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）。ⒷはⒶ
を受講予定の方
定員先着Ⓐ10人･Ⓑ5組

②猫の飼い方教室
日時11月24日㈭13：30～15：30
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について解説
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。②は電子申請も可
問同センター☎前記 FAX25８-7８1８

市マンションセミナー

日時11月19日㈯講演13：30～15：30、相
談会15：30～16：30
場所生涯学習センター
内容テーマ＝長期修繕計画および修繕
積立金のガイドライン解説
対象マンション管理組合役員など
定員講演＝先着40人、相談会＝先着2組
申電話で、すまいのコンシェルジュ☎
245-5690。FAX245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎245-5８09 FAX245-5795

南部青少年センターの講座

①プリザーブドフラワーのクリスマ
スケーキ風アレンジ

日時11月19日㈯13：30～15：30
②キッズイングリッシュ

日時12月3日～17日の土曜日10：00～
11：00。全3回
内容ゲームを通して英語に親しむ

対象①16歳以上の方、②小学2年生
定員①先着12人、②10人
料金①2,000円
申①電話で、南部青少年センター☎
264-８995。②11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1-3-16千
葉市南部青少年センターへ
問同センター☎前記 FAX26８-1032。月
曜日（祝･休日の場合は翌日も）、祝
･休日休館

ひとり親家庭のための「パ
ソコンMOS対策講習」

日時11月26日～12月17日の土曜日9：30
～16：30。全4回
場所㈱プラムシックス（中央区港町12-21）
対象市内在住のひとり親家庭の母親ま
たは父親で、エクセルの中級程度の
知識がある方
定員10人　料金2,100円
備考託児あり（対象1歳以上の就学前児　
定員5人）
申11月15日㈫必着。はに必のほか、
受講理由、託児希望の方は子どもの
氏名･年齢を明記して、〒260-８722千
葉市役所こども家庭支援課へ。 FAX
245-5631、Eメールkateishien.CFC@city.
chiba.lg.jpも可
問同課☎245-5179 FAX前記

みどりの楽講 in 千葉公園
「初心者向け‼秋の写真教室」

日時11月26日㈯10：00～12：00
場所蓮華亭　対象小学生以上の方
定員先着20人
持物スマートフォンまたはデジタルカメラ
申11月1日㈫9：00から電話で、カフェ
･ハーモニー☎070-4325-3650（火～
日曜日）
問同施設☎前記、中央･美浜公園緑地
事務所 FAX27８-62８7

教育相談公開講座「思春期
の子どもとの向き合い方」

日時11月26日㈯13：30～15：30
場所生涯学習センター　定員100人
申11月11日㈮必着。Eメールで、必
のほか、参加者全員の氏名･住所･電
話番号を明記して、教育センターEメール
kyosyokuinkensyu@city.chiba.
lg.jpへ。 FAX256-377８、はも可。郵送
先＝〒263-0021稲毛区轟町3-7-9千葉
市教育センター
問教育センター☎2８5-0902 FAX前記

アーチェリー体験教室

日時11月27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11月11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

療育センターふれあいの家
手話講習会（中級）

日時木曜日コース＝12月1日㈭～来年 
3月2日㈭（12月29日、2月23日を除
く）13：30～15：30、土曜日コース＝
12月3日㈯～3月4日㈯（12月31日、2月
11日を除く）9：45～11：45。各全12回
対象1８歳以上で、手話講習会初級修了
または同程度の経験がある方
定員各30人（初めての方優先）　料金８00円
申11月15日㈫必着。往に必のほか、
手話経験の有無を明記して、〒261-
0003美浜区高浜3-3-1千葉市療育 
セ ン タ ー ふ れ あ い の 家 へ。 Eメール 
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fureai19８1@bz04.plala.or.jpも可
問同施設☎216-5130 FAX277-0291。月
曜日（祝･休日の場合は翌日も）、祝
･休日休館

救命講習会

①上級救命講習会
日時12月1日㈭･21日㈬9：00～17：00
料金1,000円

②普通救命講習会
日時場所12月4日㈰13：30～16：30、20日
㈫9：00～12：00＝セーフティーち
ば、6日㈫･23日㈮13：30～16：30＝
救助救急センター、12日㈪9：00～
12：00＝花見川消防署、12日㈪ 
13：30～16：30＝若葉消防署

③上級救命再講習会
日時12月10日㈯･19日㈪9：00～12：00
対象上級救命講習を修了した方

④けがの手当教室
日時12月17日㈯9：30～11：30
料金700円

⑤WEB講習会
日時12月19日㈪14：00～15：30

場所①③～⑤セーフティーちば
定員各先着5人
備考詳しくは、防災普及公社HP
申電話で、同公社☎24８-5355。HPか
らも可
問同公社☎前記 FAX24８-774８

谷津田の自然体験教室
「野鳥を観察、調査」

日時12月3日㈯9：00～11：00。雨天中止
場所大草谷津田いきものの里
対象小学3年生以上の方（小学生以下は
保護者同伴）
定員 15人
備考帽子･長袖･長ズボン･長靴を着用
申 11月23日㈷必着。電子申請で。環
境保全課 Eメール kankyohozen.ENP@
city.chiba.lg.jp･ FAX245-5553･は（1通
5人まで）も可（必のほか、参加者全
員の氏名･フリガナを明記）。郵送先
＝〒260-８722千葉市役所環境保全課
問同課☎245-5195 FAX前記

親子凧づくり教室

日時 ①12月3日㈯･②17日㈯10：00～ 
12：00。荒天中止
場所①高洲コミュニティセンター、
②千城台公民館
対象小学生と保護者　定員各10組20人程度
申11月11日㈮必着。応募用紙（千葉
市を美しくする会HPから入手）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bikai@city.chiba.
lg.jpも可
問同会☎245-513８ FAX前記

聞こえない人に向けた観劇
サポート講座

日時12月3日㈯13：30～15：30
場所文化センター
内容聴覚障害のある方を誘導する際の
注意点、サポート方法。講師＝廣川
麻子さん（NPO法人シアター･アク
セシビリティ･ネットワーク理事長）
定員20人
申11月15日㈫必着。はに必のほか、
Eメールアドレス（お持ちの方）を
明記して、〒260-0013中央区中央
2-5-1千葉市文化振興財団「観劇サ 
ポート講座」係へ。 FAX224-８231、Eメール 
as-chiba@f-cp.jpも可
問同財団☎221-2411 FAX前記

認知症介護講習会

日時12月3日㈯13：30～15：30

場所文化センター
内容テーマ＝若年性認知症をご存じで
すか？、介護者から見た認知症
対象認知症の方を介護している家族など
定員 50人（介護中の家族優先）
申11月1８日㈮必着。はに必のほか、
介護家族の場合はその旨を明記し
て、〒260-0026中央区千葉港4-3千葉
県社会福祉センター3階認知症の人
と家族の会へ。 FAX204-８256も可
問同会☎204-８22８（月･火･木曜日
13：00～16：00） FAX前記、地域包括ケ
ア推進課☎245-5267

中央図書館ビジネス支援講
座 in まなびフェスタ2022

日時12月3日㈯14：00～16：00
場所生涯学習センター
内容テーマ＝北欧のインテリアに学ぶ
暮らしの工夫。講師＝並木浩さん（㈱
コージーライフ代表取締役）
定員20人
申11月20日㈰までに電話で、中央図
書館☎2８7-39８0。 FAX2８7-4074（必を
明記）、電子申請も可
問同館☎･ FAX前記。月曜日･第3木曜日

（祝･休日の場合は翌日）休館

消費者トラブルを防ごう‼
高齢者見守りのポイント

日時12月7日㈬10：00～12：00
場所消費生活センター　定員先着25人
備考ちばシティポイント対象事業
申電話で、同センター☎207-3602
問同センター☎前記 FAX207-3111

公開市民講座「酒天（酒呑）
童子の物語と千葉氏」

日時12月10日㈯13：00～16：15
場所千葉大学西千葉キャンパスけやき会館
内容講演＝①逸翁（いつおう）本「大
江山絵詞（えことば）」の輪郭、②逸
翁本「大江山絵詞」の伝来と千葉氏。
講師＝①久保勇さん（千葉大学大学
院准教授）、②鈴木哲雄さん（都留文
科大学特任教授）
定員150人
申11月22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
問同館☎222-８231 FAX225-7106。月曜日

（祝･休日の場合は翌日）休館

水泳教室

①一般（初･中級）
日時来年1月10日～3月14日の火曜日。各
コース全10回。初級＝10：00～11：00、
中級＝11：00～12：00の2コース

②一般（水中運動）
日時来年1月12日～3月23日の隔週木
曜日10：00～11：00。全6回

③中･高校･一般（初～上級）
日時来年1月12日㈭～3月23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

④小学生（初～上級）
日時来年1月13日㈮～3月25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

場所中央コミュニティセンター 
料金①③８,500円、②5,100円、④7,500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11月15日㈫必着。往に必のほか、泳
力を明記して、〒261-0003美浜区高浜
1-14-1-1202佐藤方･千葉市水泳協会へ
問同協会･佐藤さん☎090-9８51-312８

（平日13：00～16：00）、スポーツ振興
課 FAX245-5994

相　談

生涯現役応援センター＆シル
バー人材センター出張相談会

日時 場所11月1日㈫＝アリオ蘇我1階波の
ゲート前、7日㈪･22日㈫＝イオンス
タイル鎌取4階イベントスペース、 
８日㈫＝イオンタウンおゆみ野1階、
10日㈭･29日㈫＝イオンマリンピア
店4階イベントスペース、15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

電話相談☎090-6307-1122
日時11月3日～24日の木曜日15：30～
20：00（最終受け付け19：30）
内容助産師による相談

面接相談
日時11月9日㈬14：15～16：30、25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個別相談
対象不妊や不育症でお悩みの方
定員各先着3人
申電話で、健康支援課☎23８-9925

問同課☎前記 FAX23８-9946

くらしとすまい･法律
特設相談

くらしとすまいの特設相談
日時11月9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11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11月26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11月17日㈭までに電話で、同課
☎前記｡ 電子申請も可

場所中央コミュニティセンター
問同課☎前記 FAX245-5796

こころの健康センターの相談

日時①アルコール･薬物依存相談＝11月
9日㈬、12月1日㈭14：00～16：00。②思
春期相談＝11月11日㈮･25日㈮、12月 
5日㈪14：00～16：00。③一般相談＝ 
11月16日㈬10：00～12：00。④高齢者相
談＝11月17日㈭14：00～16：00。⑤ギャ
ンブル等依存相談＝12月14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
申電話で、こころの健康センター☎
204-15８2
問同センター☎前記 FAX204-15８4

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時11月10日㈭･24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

ふるさとハローワークの就
職相談

オンライン相談
日時11月10日～24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11月15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。職業紹介なし
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11月10日㈭＝大規模修繕･維持管
理･建替えに関する相談、17日㈭＝法
律相談など。いずれも、13：30～16：30
場所中央コミュニティセンター
備考相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可
申前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎245-5690。 FAX
245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎245-5８09 FAX245-5795

税の相談会

①税理士による税の相談
日時 場所Ⓐ11月14日㈪･15日㈫＝生涯学
習センター、高洲コミュニティセン
ター。Ⓑ11月16日㈬･17日㈭＝稲毛
区役所、若葉区役所。Ⓒ11月16日㈬
＝美浜区役所。いずれも、10：00～
15：00（12：00～13：00を除く）
備考当日直接会場へ。電話予約不可

②消費税のインボイス制度（適格請
求書等保存方式）の登録申請案内

来年10月から始まる消費税のイン
ボイス制度についての相談は、軽
減･インボイスコールセンター☎
0120-205-553へお問合せくださ
い。説明会も開催します。日程や
制度など詳しくは、HP「国税庁　
特集インボイス制度」で検索

問①ⒶⒷ県税理士会･千葉東支部☎
243-1527、ⓒ千葉西支部☎047-455-
８200、課税管理課 FAX245-5540。②同
コールセンター☎前記、税務署･千葉
東☎225-6８11、千葉南☎261-5571、千
葉西☎274-2111、同課 FAX前記

助産師による女性のための
健康相談

日時緑区＝11月16日㈬、花見川区＝1８日
㈮、美浜区＝22日㈫10：00～12：00
場所保健福祉センター
内容思春期から更年期･妊娠（望まない
妊娠も含む）･出産など、女性の体や
健康についての相談
対象女性
申電話で、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

女性による女性のための相
談会

日時11月20日㈰13：00～17：00
場所ペリエ千葉7階ペリエホール
内容コロナ下の影響を受け、不安や悩み
を抱える女性を対象に、女性の弁護士･
助産師･心理士などが相談に応じます。
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対象女性　備考当日直接会場へ
問男女共同参画課☎245-5060 FAX245-
5539

弁護士による養育費相談

日時11月21日㈪13：30～16：30
場所稲毛保健福祉センター
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11月10日㈭必着。はに必を明記し
て、〒260-８722千葉市役所こども家
庭支援課へ。☎245-5179、 FAX 245-
5631、 Eメール kateishien.CFC@city. 
chiba.lg.jpも可

LGBT専門相談

日時第1月曜日19：00～22：00（最終受
け付け21：30）、第3日曜日10：30～ 
13：30（最終受け付け13：00）
内容日常生活でLGBT当事者や周囲の
方が抱える性的指向や性自認が関係
する悩みなどの相談。相談専用電話
☎245-5440。LINE相談は、HP「千葉
市　LGBT専門相談」で検索
備考相談日ごと1人1回30分。匿名･通称
名での相談可
問男女共同参画課☎245-5060 FAX245-
5539

青少年の悩みごと相談

日時平日9：00～17：00
内容非行問題、いじめ、不登校など青
少年の悩みごと。相談先＝青少年サ
ポートセンター（中央コミュニティ
センター内）☎245-3700 FAX 245-3711、
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（技能員）

日時1次試験＝12月3日㈯9：00から
場所市役所など
内容①学校での用務、土木事務所など
での作業など。②学校での調理、保
育所での調理･用務など
対象19８2年（昭和57年）4月2日～2005年

（平成17年）4月1日生まれの方
定員①4人、②若干名
備考受験案内など詳しくは、HP「千葉
市　職員募集」で検索
申電子申請で、11月2日㈬9：00～15日
㈫17：00受信分有効
問人事委員会☎245-5８70 FAX245-5８８9

健康づくりのためのフィッ
トネスクラブ利用

日時来年1･2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年度以降利用した方を除く)
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。
申11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 FAX 245-5659

動物公園ボランティア

内容動物の解説やイベントのサポート
など
対象1８歳以上で、原則月2回以上の活動
が可能な方
定員10人程度（面接により選考）
申11月30日㈬必着。申請書（動物公園
HPから入手。同園でも配布）をEメー
ルで、同園 Eメールdobutsu.ZOO@city.
chiba.lg.jpへ。〒264-0037若葉区源町
2８0千葉市動物公園へ郵送も可
問同園☎252-1111 FAX255-7116。水曜
日（祝･休日の場合は翌日）休園。入
園料＝高校生以上700円

市長と語ろう会（オンライ
ン）

日時12月17日㈯11：00～12：00
内容Zoomでのオンライン開催。テー
マ＝みんなでつくる快･適なまち‼
～千葉市がめざすスマートシティ～
定員対話に参加＝20人、視聴のみ＝100
人
備考詳しくは、HP「千葉市　市長と語
ろう会」で検索
申11月25日㈮17：00までに、電子申請
で。広報広聴課へ Eメール kohokocho.
CIC@city .chiba. lg . jp･☎245-
5609･ FAX245-5796も可（必のほか、参
加者全員の氏名･フリガナを明記）

ティーミーティングの参加
団体

日時12月20日㈫14：00～14：50
場所市役所市長室
内容市長と参加団体の活動内容につい
ての意見交換
定員 1団体（5～9人）
申11月11日㈮必着｡ Eメールで必のほ
か､ メールアドレス､ 団体名、活動内
容、参加人数、話し合いたいテーマを
明記して､広報広聴課Eメールkohokocho. 
CIC@city.chiba.lg.jpへ。電子申請、
FAX245-5796、はも可。郵送先＝〒260-
８722千葉市役所広報広聴課
問同課☎245-529８ FAX前記

すまいのリユースネットに
登録する空き家の募集

すまいのリユースネットに空き家･
マンションの空き室を登録すると、
ホームページに物件情報が掲載さ
れ、広く周知できます。地域貢献の
活用場所として賃貸を考えている空
き家も募集しています。
申申込書（市住宅供給公社で配布。
HP（「すまいのリユースネット」で検
索）から印刷も可）を、〒260-0026
中央区千葉港2-1千葉市住宅供給公
社へ郵送。 FAX245-7517も可
問同公社☎245-5690 FAX前記

お知らせ

ジェフユナイテッド千葉レ
ディースホーム試合日程

日時 11月5日㈯13：00開始･対AC長野
パルセイロ･レディース
場所フクダ電子アリーナ
問ジェフユナイテッドファンクラブ
☎0570-064-325、観光MICE企画課 FAX
245-5669

千葉ZELVAホームゲーム招
待

日時11月12日㈯13：00開始･対トヨタ自
動車サンホークス、13日㈰13：00開
始･対警視庁フォートファイターズ

場所千葉公園体育館
対象市内在住･在学の小･中学生と保護者
定員各66組132人
申11月7日㈪までに、千葉ZELVAHP
から
問同チーム☎･ FAX290-9624

アルティーリ千葉ホーム試
合日程

日程 開始時間 対戦チーム
11/12㈯ 15：00 長崎ヴェルカ
　13㈰ 15：00 長崎ヴェルカ
場所千葉ポートアリーナ
問㈱アルティーリ☎307-7741（平日
11：00～1８：00） FAX307-7761

原爆被爆者への慰問金

市内在住で原爆被爆者健康手帳をお
持ちの方を対象に、毎年12月に慰問金
を支給しています。今までに一度も申
請をしていない方や振り込み先など
に変更のある方は手続きをお願いし
ます。申請場所＝保健福祉センター社
会援護課。申請期限＝11月30日㈬
問医療政策課☎245-5204 FAX245-5554

Jアラートによる情報伝達試
験

日時11月16日㈬11：00
内容屋外スピーカー、防災ラジオ、SK
YWAVE 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

ちばしエコライフカレンダ
ーの配布

環境にやさしい生活情報を盛り込ん
だ、カレンダーを配布します。
配布開始＝11月下旬から
配布場所＝環境総務課、区役所地域
振興課、市民センター･連絡所、コミ
ュニティセンター、保健福祉センタ
ー、ハーモニープラザ、生涯学習セ
ンター、消費生活センター、公民館、
市図書館。HP（「ちばしエコライフカ
レンダー」で検索）から印刷も可
問環境総務課☎245-5234 FAX245-5557

ちばスポレク祭
社交ダンスの会場変更

11月20日㈰9：00～13：00開催の社交
ダンスは、蘇我コミュニティセンタ
ーでの新型コロナワクチン接種延長
のため、会場をハーモニープラザ3階
ハーモニーホールへ変更します。
問福井さん☎263-８34８（1８：00～ 
22：00）、 ス ポ ー ツ 振 興 課 ☎245-
596８ FAX245-5994

千葉都市計画の変更に関す
る都市計画説明会

日時①11月12日㈯･②26日㈯10：00～
11：00
場所①おゆみ野公民館、②誉田公民館
内容①千葉都市計画公園（変更）大百
池公園＝中央区南生実町、緑区おゆ
み野中央2丁目の各一部、②千葉都市
計画道路（変更）3･3･22号大膳野町
誉田町線＝緑区大膳野町、誉田町1丁
目、誉田町2丁目、高田町の各一部
備考当日直接会場へ。資料は、①10月
2８日㈮、②11月11日㈮から都市計画
課で配布。HP（「千葉市　都市計画説
明会」で検索)から印刷も可
問同課☎245-5306 FAX245-5627

11月25日～12月1日は犯
罪被害者週間

だれもが、突然犯罪の被害者になる
恐れがあります。犯罪被害者などが
置かれる状況や、生活の平穏への配
慮の重要性などについて理解を深
め、社会全体で支えるためにできる
ことはなにかを考えてみませんか。
問地域安全課☎245-514８ FAX245-5637

迷惑電話防止のための通話録
音装置などの設置経費を補助

対象市内に住民登録があり、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
• 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、通話録音時
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、着信を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
補助額　対象機器の購入·設置経費
の4分の3以内（上限1万円）
備考対象機器購入前に要電話予約。予
約や申請の手続きは、家族など本人
以外でも可能。
詳しくは　HP「千葉市迷惑電話補助」
で検索
申11月7日㈪～来年1月31日㈫に電話
で予約後、申請書（区役所、公民館
などで配布。HPから印刷も可）を〒
260-0045中央区弁天1丁目25-1千葉
市消費生活センターへ郵送
問同センター☎207-3603 FAX207-3111

国民年金保険料は口座振替
がお得です

国民年金保険料を口座振替で納める
場合、他の納付方法よりも前納（6カ
月～2年分）での割引額が多いほか、
納付期限より1カ月早く納めると割
引される早割制度もあります。納め
忘れもなく便利な口座振替を、ぜひ
ご利用ください。詳しくは、HP「国
民年金　口座振替」で検索
問ねんきん加入者ダイヤル☎0570-
003-004、千葉年金事務所（中央･若
葉･緑区）☎242-6320、幕張年金事務
所（花見川･稲毛･美浜区）☎212-
８621、健康保険課 FAX245-5544

稲毛区役所の改修工事を実
施

稲毛区役所は老朽化のため、大規模
改修工事を実施します。工事中も通
常どおり業務を行いますが、工事ス
ケジュールによって各窓口が移転し
ます。詳しくは、HP「稲毛区役所改
修工事」で検索。なお、駐車場の一
部が工事のため使用できませんの
で、公共交通機関をご利用ください。
工事期間　12月～2024年12月(予定)
問稲 毛 区 役 所 地 域 振 興 課 ☎2８4-
6102 FAX2８4-6149

大気汚染状況9月分

内容市内の測定局で測定した9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

情報けいじばん 2022年（令和4年）11月号18 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



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。

施　設

講座・催し名 日時･対象･定員など
①おやこ工作「ころころ転がし
ゲームをつくろう‼」

１１/5㈯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

②なかよし工房Aクラス「小さな白
うさぎをつくろう‼」

１１/20㈰１4：00～１6：00
対象小学～高校生　定員先着8人

③オープン工房「スウィーツマグ
ネットをつくろう‼」

１１/26㈯１4：00～１6：00
対象4歳児～高校生　定員先着8人

④オープンキッチン「オートミー
ルとチョコのスコーンをつくろう」

１１/27㈰１4：00～１6：00のうち30分ごと
対象4歳児～高校生　定員各先着4人

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

備考就学前児は保護者（③は１人）同伴
申当日直接会場へ

子ども交流館

催し名など 日時･対象･定員など
①プラネタリウム新番組

「星になるまで～music by 
ACIDMAN～」

定員各先着200人
備考投影日時など詳しくは、同館HP

②プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ」

１１/１8㈮･１9㈯１8：30～１9：１5　定員各先着200人
料金高校生以上800円、小･中学生300円

③プラネタリウム特別投影
「星空ヨガ」

１１/１2㈯１8：30～１9：30
定員60人　料金大人１,000円、高校生600円

④大人が楽しむ科学教室

Ⓐ画像診断装置の種類と違い＝１2/１１㈰、Ⓑ房総の風
景を地学的に見る＝１7㈯、Ⓒツキノワグマについて
もっと知ろう＝１8㈰、Ⓓ房総丘陵のトンネル用水路
-二五穴の謎＝25㈰
ⒶⒸⒹ１3：30～１5：00、Ⓑ１0：30～１2：00　定員各30人

申①同館券売機･②③同館ミュージアムショップでチケット購入。④１１/7㈪必着。同
館HPから。往に必を明記して、〒260-00１3中央区中央4-5-１千葉市科学館へ郵送も可

☎308-05１１　 FAX308-0520　１１/28㈪･29㈫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

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

申①当日直接会場へ。②１１/１4㈪必着。往(１人１通)に必のほか、子ども同伴の場合
は子どもの人数も明記して、〒260-0045中央区弁天3-7-7千葉市生涯学習センター
へ。Eメールmanabi.kouza@ccllf.jpも可

講座・催し名 日時･対象･定員など

①生涯学習ボランティアフェ
ア

１１/１9㈯～27㈰　内容健康体操などの体験コーナー、
ボランティア活動の紹介展示･ステージ発表･実演
動画の上映など

②子育て講演会お医者さまに
聞く「おしえて‼子どもの感
染症」

１１/30㈬１3：30～１5：00
定員20人
備考子どもの同伴も可

「市民自主企画講座」の企画案を募集
募集テーマ=地域や社会の課題を解決することを目的にした講座
募集件数=9講座程度（１団体１講座）　開催時期=来年5～１2月
対象市内を中心に継続して地域活動などを行っている団体
備考募集要項･申請書類は、１１/１㈫から同センターで配布（HPから印刷も可）
申１2/１㈭～来年１/6㈮１7：00までに、必要書類をEメールで、同センター Eメール 
manabi.kouza@ccllf.jpへ

生涯学習センター

まなびフェスタ

12/3㈯　催し名など 時間･対象･定員など

水墨画で年賀状を描いて
みませんか

１0：00、１１：00、１3：00、１4：00、１5：00。いずれも、40分
程度　定員各先着6人　申電話で、県水墨会･川瀬さん☎
090-7738-2996。 FAX25１-7988･Eメールyukoayu@aioros.ocn.
ne.jpも可（必を明記）

多様なルーツを持つ人と
みんなで話そう‼

１0：00～１2：00　対象高校生以上の方　定員20人　申１１/１4
㈪までに、Eメールで必を明記して、多文化共生プロジ
ェクトEメールks_murao@yahoo.co.jpへ

はじめての小噺体験教室
１0：00～１2：00　対象成人　定員１0人　料金500円
申 １１/１4㈪までに、Eメールで必を明記して、千葉芸能
クラブEメール iinonozomu4@gmail.comへ

おもしろ算数講座
１0：00～１2：00　定員先着１0人
申Eメールで必を明記して、NPO法人ちば算数･数学を
楽しむ会Eメールchibasansutanoshimu@gmail.comへ

勾玉づくり
１0：30～１2：00　対象小学生　定員１0人
申１１/１4㈪までに、Eメールで必を明記して、埋蔵文化
財調査センターEメールmaibun.fukyu@ccllf.jpへ

自分で書いて自分のこた
えを見つけよう‼

１4：00～１6：00　対象高校生以上の方　定員先着１0人
申Eメールで必を明記して、セルフ･カウンセリング教
室なのはなEメールbellmac3@ab.auone-net.jpへ

日本のうた民謡を唄い健
康づくり

１4：00～１6：00　対象民謡初心者　定員１3人
申往に必を明記して、〒263-003１稲毛区稲毛東3-8-22佐
藤方･安藤民謡会へ。☎･ FAX244-2526も可

作品展示
１2/3㈯･4㈰１0：00～１6：00　展示内容＝土曜の水彩画作品、水墨画、染めて作った
花･アートフラワー、知ってほしいな里親のこと、児童書･絵本から知る里親家庭

12/3㈯　催し名など 時間･対象･定員など

トイレトレーニング講座
１4：00～１6：00　定員先着１2人　料金350円　申Eメールで必
を明記して、ごきげんちっちEメールgokigenchichi.chiba@
gmail.comへ

プレートシューターをつ
くろう‼

１4：00～１6：00　対象小学生以上の方　定員先着１4人
備考当日直接、同センター3階大研修室へ

詩の朗読会、パフォーマ
ンス

１4：00～１6：45　定員１5人
申往に必を明記して、〒263-0005稲毛区長沼町288-227
根本方･千葉県詩人クラブへ。☎･ FAX25１-１685も可

12/4㈰　催し名など 時間･対象･定員など

ネイチャーゲーム&秋のク
ラフトを体験しよう‼

9：30～１0：40、１１：00～１2：１0　定員各先着7人　料金300円
備考就学前児は保護者同伴
申Eメールで必を明記して、ちば市シェアリングネイチ
ャーの会Eメールmanabi.sn2022@gmail.comへ

おはなし会・里親家庭の
物語

１0：00～１0：30　対象小学生　定員先着１2人
申Eメールで必を明記して、バスストップ
Eメールbusstop202１foster@gmail.comへ

木版画の多色摺り体験 １0：00～１2：00、１3：30～１5：00　定員各先着50人
備考当日直接、同センター3階大研修室へ

高品質な造花で30㎝ワイ
ヤーリースにアレンジ

１0：00～１2：00　対象成人　定員先着8人　料金3,500円
申電話で、ラフェド･フルール☎090-１１１7-64１１。 FAX263-
9048･Eメール lafeede.fleur@kni.biglobe.ne.jpも可（必を
明記）

シニアのための楽しい健
康朗読

１0：30～１2：00　対象60歳以上の方　定員１5人
申１１/１4㈪必着。往に必を明記して、〒277-0858柏市豊
上町5-4伊藤方･朗読アンサンブルれもんの会へ

ブックトーク・里親家庭
の物語

１１：00～１１：30　対象中学生以上の方　定員先着１2人
申Eメールで必を明記して、バスストップ
Eメールbusstop202１foster@gmail.comへ

作って楽しむマジック体
験教室

１4：00～１5：00　対象小学生以上(保護者同伴可)
定員１0人　料金500円
申１１/１4㈪までに、Eメールで必を明記して、千葉芸能
クラブEメールmac555new@ybb.ne.jpへ

健康朗読
１4：00～１6：00　定員7人
申１１/１4㈪必着。往に必を明記して、〒267-006１緑区土
気町１4１7-25山口方･さえずりへ。☎090-3472-7420、 Eメール 
htysyama@ceres.ocn.ne.jpも可

私色の野バラ(アートフ
ラワー)

１4：00～１6：00　定員先着8人　料金600円
備考小学3年生以下は保護者同伴　申Eメールで必を明記
して、アートフラワーの会･都賀 Eメールsomebanaart@ 
gmail.comへ。☎・FAX375-845１も可

初めて学ぶ養育里親制度 １4：30～１5：30　定員先着１2人　申NPO法人キーアセッ
トHPから。☎2１5-7802、 FAX2１5-7803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
区 館名 講座･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

中
央
区

生浜公民館
☎263-0268
FAX263-0907

ボッチャ生浜カップ
１１/26㈯9：00～１2：00　対象小学生以上の方
定員１2組24人(１組2人まで) 
申１１/2㈬～6㈰に電話で

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-１453

カラスとヒトとの付
き合い

１2/9㈮１3：30～１5：00
対象成人　定員１6人
申１１/30㈬までに電話で

川戸公民館
☎265-9256
FAX265-4372

パソコン講座「ワー
ドでチラシを作成し
よう」

１2/7㈬～9㈮9：00～１2：00　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　持物2ギガバイト以上のUSBメ
モリ　申１１/１5㈫までに電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

歴史講座～千葉常胤
の実像に迫る～

１１/１2㈯１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人
申１１/6㈰までに電話で

末広公民館
☎264-１842
FAX264-3746

埋蔵文化財からみる
自然災害

１2/１㈭9：30～１１：30
対象成人　定員１4人
申１１/１１㈮～１5㈫に電話で

椿森公民館
☎254-0085
FAX254-１285

お弁当の日応援
「ウインナーの飾り
切り教室」

１2/4㈰１0：00～１2：00　対象小学生と保護者
（5･6年生は子どものみの参加も可）
定員１0組　申１１/2㈬～１5㈫に電話で

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-498１

もらって嬉しい年賀
状～個性が光る～

１１/25㈮１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人　料金１50円
申１１/2㈬～１4㈪に電話で

松ケ丘公民館
☎26１-5990
FAX263-9280

クリスマスのカップ
蒸しケーキづくり教
室

１2/１7㈯9：30～１2：30　対象小学生
定員9人　料金700円　持物エプロン、三角巾、布
巾、持ち帰り用容器、上履き
申１１/29㈫～１2/5㈪に電話で。同館HPから
も可

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

大人の科学教室「料
理は科学‼」

１2/7㈬１0：00～１2：00　対象成人
定員１6人　料金200円　申１１/2㈬～20㈰に、E
メールで必を明記して、同館 Eメールoubo. 
miyazaki@ccllf.jpへ

花
見
川
区

朝日ケ丘公民館
☎272-496１
FAX27１-6994

千葉市の経済講座「シ
ェアリングエコノミ
ーって何だろう」

１１/29㈫１3：30～１4：30
対象成人　定員20人
申１１/2㈬～8㈫に電話で

公民館
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区 館名 講座･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

花
見
川
区

検見川公民館
☎27１-8220
FAX27１-93１9

県文書館出前講座
「江戸時代のアウト
ローと関八州取締」

１１/30㈬１3：30～１5：00　対象成人 定員24人
申１１/１１㈮必着。往(１通１人)に必を明記し
て、〒262-0023花見川区検見川町3-322-25
検見川公民館へ。同館HPからも可

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-643１

太鼓体験講座「たた
いてみよう」

１１/１3㈰１3：30～１6：30
対象小学生以上の方　定員１2人　料金500円
申１１/2㈬～8㈫に電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-１992

避けたい消費者トラ
ブル‼不安をあおる

「点検商法」を知ろう

１１/22㈫１0：00～１１：30
対象成人　定員１5人
申１１/2㈬～9㈬に電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

パーソナルカラー講
座～何色の服が、自
分を一番素敵に見せ
てくれる？～

１１/20㈰１0：00～１2：00
対象成人　定員１6人　料金500円
持物大きめの鏡、ハサミ、筆記用具
申１１/3㈷～9㈬に電話で

長作公民館
☎258-１9１9
FAX286-6449

正月飾り作り教室～
新たな心で新年を迎
えよう‼～

１１/29㈫１0：00～１2：00
対象成人　 定員20人　 料金１,500円　 持物ニッパ
ー、ハサミ　備考汚れても良い服装で
申１１/2㈬～8㈫に電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0１85

パソコン講座「Wor
dで年賀状作成」

１１/24㈭１3：00～１6：30
対象パソコンで日本語入力ができる成人
定員１0人　持物ワードが使えるノートパソコン
申１１/2㈬～8㈫にEメールで、必を明記し
て、同館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

紙バンドでつくるク
リスマスリース

１１/23㈷１0：00～１2：00　
対象紙バンド手芸未経験の成人
定員１6人　料金800円　持物洗濯ばさみ3個、木
工用ボンド、工作用ハサミ、ウェットテ
ィッシュ、持ち帰り用の袋
申１１/2㈬～8㈫に電話で。同館HPからも可

幕張本郷公民館
☎27１-630１
FAX27１-088１

うさぎさんのつるし
飾り

１１/9㈬9：30～１2：00
対象成人　定員１0人　料金500円
申１0/20㈭～１１/4㈮に電話で

稲
毛
区

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

健康講座「心も健康
寿命　おとなのメン
タルヘルス」

１１/30㈬１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人
申１１/１6㈬～１9㈯に電話で

草野公民館
☎287-379１
FAX287-3672

練功十八法(後段）導
引術と太極拳から生
まれた医療保健操

１１/１6～30の水曜日１0：00～１2：00　全3回
対象成人　定員１0人
申１１/3㈷までに電話で

黒砂公民館
☎24１-28１１
FAX247-１93１

子育て応援講座「親
子遊びを楽しもう」

１１/24㈭、１2/１㈭9：30～１１：30　全2回
対象１歳半～3歳児と保護者　定員１0組
申１１/2㈬～１3㈰に電話で

小中台公民館
☎25１-66１6
FAX256-6１79

江戸流手打ち蕎麦に
挑戦

１１/20㈰･27㈰１0：00～１3：00　全2回
対象成人　定員7人　持物エプロン、三角巾、タ
オル2枚、上履き（運動靴）、持ち帰り用
の容器（長さ2１センチメートル以上）
料金3,000円　申１１/3㈷～6㈰に電話で

山王公民館
☎42１-１１2１
FAX423-0359

新アクティビティ・
トイで元気はつらつ
‼～指先を使って心
の栄養補給を‼～

１2/5㈪１0：00～１2：00
対象成人
定員１2人
申１１/１１㈮～１7㈭に電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

わくわく楽学講座　 
日本文化「折り紙の
世界を楽しむ」

１１/23㈷9：30～１１：30
対象成人　定員１0人
申１１/2㈬～8㈫に電話で

都賀公民館
☎25１-7670
FAX284-0627

鉄オタ先生が語る
「わかしお・さざなみ
50年、日本の鉄道 
１50周年」

１2/１0㈯１0：00～１2：00　対象成人　定員20人
申１１/2㈬～１5㈫に電話で。 Eメール oubo. 
tsuga@ccllf.jpも可(必を明記)。受講決定
者のみ通知

轟公民館
☎25１-7998
FAX285-630１

彩りのある暮らし～
ドライフラワーでク
リスマスアレンジ～

１１/26㈯１0：00～１2：00 
対象成人　定員１0人　料金2,500円
申１１/2㈬～7㈪に電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

料理講習会～簡単お
いしい経済的なよく
ばりおうちごはん～

１１/26㈯１0：00～１2：00 
対象成人　定員１4人　料金500円　
申 １１/１2㈯までに電話で。 Eメール oubo. 
midorigaoka@ccllf.jpも可(必を明記)

若
葉
区

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

3色パステルアート
でカードをつくろう

１１/20㈰１0：00～１2：00 
対象小学生以上の方　定員１0人　料金500円
申１１/2㈬～6㈰に電話で

加曽利公民館
☎232-5１82
FAX232-6408

そば打ち入門講座
１2/１0㈯１2：30～１6：30　
対象成人　定員8人　料金１,000円
申１１/2㈬～１2㈯に電話で。 Eメール oubo. 
kasori@ccllf.jpも可（必を明記）

桜木公民館
☎234-１１7１
FAX234-１１72

津軽三味線演奏会
１１/１9㈯１3：00～１5：00 
定員20人　
申１１/2㈬～5㈯に電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

クリスマスケーキ作
り教室

１2/3㈯9：30～１2：30　対象小･中学生(小学１
～3年生は保護者同伴)　定員１0人
料金800円　申１１/2㈬～１3㈰に電話で

白井公民館
☎228-0503
FAX228-6１68

トールペイント教室
～クリスマスボード
を作りましょう～

１１/24㈭１0：00～１2：00
対象成人　定員１0人　
料金１,000円 
申１１/6㈰～１7㈭に電話で

区 館名 講座･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

若
葉
区

千城台公民館
☎237-１400
FAX237-１40１

そば打ち体験教室　
年越しそばにチャレ
ンジ‼

１１/26㈯9：30～１2：30　対象高校生以上の方
定員8人　料金１,500円
申１１/2㈬～8㈫に電話で。同館HPからも可

みつわ台公民館
☎254-8458
FAX254-3１35

みつわ台近辺にある
遺跡の話

１2/１１㈰１4：00～１5：30　対象成人　定員20人
申１１/１１㈮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

尺八同好会演奏会～
童謡から古典まで～

１2/24㈯１0：30～１１：30　定員１6人　申１１/１5
㈫必着。往（１通2人まで）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
区

越智公民館
☎294-697１
FAX294-１93１

郷土の歴史講座「鎌
倉殿の御家人　千葉
氏」

１１/１7㈭１0：00～１2：00
対象成人　定員１8人
申１１/2㈬～6㈰に電話で

おゆみ野公民館
☎293-１520
FAX293-１52１

クリスマスのパン
「シュトーレン」を焼
いてみよう‼

１１/１7㈭１0：00～１2：30
対象成人　定員１5人 料金１,000円
申１１/2㈬～8㈫に電話で

椎名公民館
☎292-02１0
FAX292-463１

墨画体験～入門編～
１１/28㈪１3：00～１5：00
対象成人　定員8人　料金200円
申１１/2㈬～１0㈭に電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

竹細工教室「竹の花
入れ～一重切り」

１１/１7㈭１3：30～１5：30　対象成人　定員１0人
料金500円　申１１/2㈬～5㈯に電話で。 Eメール
oubo.toke@ccllf.jpも可（必を明記）

誉田公民館
☎29１-１5１2
FAX292-7487

みどりお楽しみコン
サート～年中夢来
（むきゅう）の音楽と
マジック～

１１/29㈫１3：30～１5：30
定員先着50人
申１１/2㈬～１4㈪に電話で

美
浜
区

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

中世草庵文学を味わ
う「徒然草における
人間観と美意識」

１１/１8㈮･25㈮１0：00～１2：00　全2回
対象成人　定員20人
申１１/2㈬～4㈮に電話で。Eメールoubo.isobe@
ccllf.jpも可(必を明記)

打瀬公民館
☎296-5１00
FAX296-5566

笑いヨガ
１１/１6㈬１0：00～１2：00　 対象成人　 定員１2人
申１１/7㈪までに電話で。　 Eメール oubo. 
utase@ccllf.jpも可(必を明記)

幸町公民館
☎247-0666
FAX238-4１53

文学講座「永井荷風
と市川」

１１/30㈬１0：00～１2：00　対象成人　定員20人
申１１/8㈫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

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-685１

教育講話～子どもの
遊びが育む思いやり
～

１１/27㈰１0：00～１2：00　対象成人　定員１0人
申１１/9㈬必着。往に必を明記して、〒26１-
0003美浜区高浜１-8-3高浜公民館へ。 Eメール
oubo.takahama@ccllf.jpも可

幕張西公民館
☎272-2733
FAX27１-8944

御朱印帳づくり教室
１2/１0㈯･１１㈰１3：00～１5：00　全2回
対象成人　定員１0人　料金１,500円
申１１/１3㈰～22㈫に電話で。 Eメールoubo. 
makuharinishi@ccllf.jpも可（必を明記）

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

１１/ 8㈫
１4㈪
28㈪

松ケ丘公民館
新宿公民館
末広公民館

松ケ丘公民館
☎26１-5990

花
見
川

１１/ 9㈬ 幕張公民館 幕張公民館
☎273-7522

稲
毛

１１/ 4㈮
１4㈪
25㈮

稲毛公民館
小中台公民館
緑が丘公民館

小中台公民館
☎25１-66１6

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

１１/１0㈭
24㈭

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-１400

緑
１１/ 2㈬

１0㈭
１4㈪
30㈬

おゆみ野公民館
土気公民館
誉田公民館
おゆみ野公民館

誉田公民館
☎29１-１5１2

美
浜１１/１7㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

子育てママのおしゃべりタイム
日時１0：00～１2：00　対象子育て中の方･妊婦（子ども同伴可）
申当日直接会場へ（時間中出入り自由）

花の美術館
場所稲毛記念館
申 １１/１0㈭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
問花の美術館 ☎277-8776 FAX277-4688

教室名（フラワーカレッジ） 日時･定員･料金
リースの寄せ植え １2/　2㈮１3：30～１5：30　定員１5人　料金3,800円
春まで楽しめるふんわりハンギング
バスケット 　　8㈭１0：00～１2：00　定員8人　料金3,800円

お正月飾り 　　１4㈬１3：30～１5：30　定員１5人　料金2,200円
和紙ちぎり絵花ランプ 　　１6㈮１3：30～１5：30　定員１5人　料金3,000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 １１/7㈪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。

講座・教室名 日時・定員・料金

料理教室「太巻き祭りずし」 １１/１8㈮･１2/１6㈮･１/27㈮9：30～１4：00　
全3回　定員24人　料金4,500円

剪定・刈込みバサミと鎌の刃砥ぎ １１/１9㈯１0：00～１2：00
定員 20人　料金200円
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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。

特別市政功労者、市政功労者･団体の表彰
市政の振興･発展に尽くされた方や多大な寄附をされた方を表彰し、その功労をたたえました。 順不同･敬称略
功績概要など詳しくは、 千葉市　市政功労者表彰式　

問秘書課 ☎245-5010 FAXFAX245-5529

特別市政功労者
市議会議員　中村公江　地域振興功労　井村進　岡野龍夫　鈴木孝子
統計功労　佐々木喜代枝　社会福祉功労　川島文子
こども･青少年功労　池田謙司　大山尋美　髙橋利行　福谷章子
消防功労　秋元静　髙橋富子
市政功労者
市議会議員　麻生紀雄　岩井雅夫　植草毅　亀井琢磨　川合隆史　櫻井崇　
田畑直子　段木和彦　蛭田浩文　人事委員会委員長　酒井正利　
地域振興功労　井田和彦　小島正勝　駒井貞夫　白神照正　髙橋信一
髙橋善克　段木和彦　戸田大輔　西川繁喜　瀧ヶ崎英男　矢野正康
統計功労　木下ひろみ　椎名洋子　常泉 江　中島靜子
社会福祉功労　秋山雅代　石渡千代子　岩本朝子　植草朱実　鵜澤 　
大瀬万里子　大竹慶子　尾﨑友子　小田切榮一　草壁陽子　齋藤幸子　坂本八重子
清水葉子　杉原恵理　鈴木茂子　田口綾子　谷村三佐子　⻆田真貴子　鶴岡タイ子
井良弘　東郷德子　外山千枝子　中平利枝　行木和子　波多野加代子　花岡洋子

林まゆみ　増冨みどり　真鍋信枝　三田ヨシ子　持丸義男　元木美代子　
山野内智子　横関芳子　吉岡俊江　吉野しのぶ　米元雅江　新村久美
影絵ラ･ルミエール　末広奇術会　ちば元気づくり友の会　
社会福祉法人千葉重症児･者を守る会
こども･青少年功労　飯田和成　岩井敦士　小川智之　表武志　小山道子　
笹川学　佐藤賢一　三小田和茂　信充子　田中俊明　田中美和
新田登志江　塙修一郎　平澤和子　交通安全功労　小川晃弘
健康功労　安久津靖彦　池田政文　太田豊　神田章弘　𫝆田進　
髙橋良仁　水野谷恭子　溝渕宗秀　斎藤博明

都市功労　栗生明　小倉自然の森を育てる会
産業･経済功労　岩山眞士　堀江亮介　望月泰伸　
消防功労　飯髙治郎　小野真理子　香取くみ子　仮屋薗清　小山輝彦　
酒井憲和　篠﨑和範　鈴木さえ子　中島彰　中嶋宏利　中嶋正彦　
野村勝弘　長谷川直実　長谷川愼終　山田イネ子　山田伸子　鷲巢順子　
学校保健功労　太田豊　椎名泰文　古川隆男　三浦敬子　水野谷恭子
溝渕宗秀　森本浩司　小川育宏　丸山勤　加藤学　星野修
スポーツ功労　飯塚弘　伊 征三　内海博　折笠康雄　小嶋敦
小手川一枝　篠塚正則　鈴木みき子　松田公
国際交流功労　春木進　平澤昭男
寄附　秋岡ソノ　新井卓　市川文江　宇佐美雅浩　長田研自
海堀周造・立田佳子　神𥔎眞子・板倉剛　近桂一郎　斉藤誠　佐藤信太郎　
髙橋久美子　楢橋朝子　日和崎圀子･日和崎星児･日和崎陽児･日和崎光児
福田美蘭　 尾邦子　宮島かをり　横湯久美　渡辺征喜　
昱株式会社千葉支店　アデコ株式会社　株式会社アミューズ　
イオンディライト株式会社　イオンリテール株式会社　株式会社伊勢豊　
株式会社内山アドバンス　株式会社SCミート　有限会社旭陽　
株式会社金太郎カンパニー　株式会社金太郎ホーム
株式会社キーペックス　信金中央金庫　
株式会社セブン-イレブン･ジャパン　株式会社センエー　
千葉県保険医協会　千葉港運倉庫株式会社　
協同組合千葉市管工事業協会　株式会社成美建装　福井電機株式会社　
明治安田生命保険相互会社千葉支社　楽天モバイル株式会社

男女共同参画センター
備考①～④託児あり(対象１歳6カ月以上の就学前児。2週間前までに申し込み）
申①②④⑥⑦（⑥は１１/１5㈫までに）Eメールで必のほか、①～④は託児希望の場
合その旨も明記して、同センターEメールsankaku@f-cp.jpへ。電話も可。③市助産師
会HPから。⑤同センターへ電話で。

☎209-877１ FAX209-8776
月曜日、祝･休日休館

ちば男女・みらいフォーラム2022
催し･講座名 日時･対象･定員など

①女性の健康講座「つらい頭痛にサヨ
ナラしたい～毎日頑張る女性のため
のセルフケア」

１2/4㈰１0：00～１2：00
対象女性
定員先着20人

②心がつながるやさしいお菓子づく
り～イタリアのクッキー「ビスコッテ
ィ」～

１2/7㈬１3：00～１5：00　場所蘇我コミュニテ
ィセンターハーモニープラザ分館　
定員先着１0人　持物エプロン、三角巾、布巾　
料金500円

③市民企画講座　子育てとジェンダ
ー豊かな「いのち」を守り育むジェン
ダーセンシティブ

１2/8㈭１3：30～１5：30　場所蘇我コミュニテ
ィセンターハーモニープラザ分館
定員先着35人

④男の家事力アップ講座(料理編）初
心者でも作れる‼絶品煮込みハンバ
ーグ

１2/１１㈰１0：00～１2：00　場所蘇我コミュニテ
ィセンターハーモニープラザ分館　
対象男性　定員先着１2人　料金１,000円　
持物エプロン、三角巾、布巾、持ち帰り用の
密閉容器2個

催しなど
催し名など 日程

⑤ハーモニープラザフェスタ「親子で
楽しむはじめてのコンサート」

１１/26㈯１0：45～１１：30　場所蘇我コミュニテ
ィセンターハーモニープラザ分館　
定員先着１00人
料金500円（3歳未満児の膝上鑑賞に限り無
料）

⑥DV被害者支援のためのステップア
ップ講座

１１/26㈯１3：00～１5：30
対象DV被害者の支援活動に従事した経験が
ある方またはDVに関する基礎知識がある
方　定員20人

⑦自己尊重のためのコミュニケ―シ
ョンセミナー～モラルハラスメント
とコミュニケーションの違い～

１2/１㈭･22㈭１3：30～１6：00　全2回
対象女性
定員先着１2人

いきいきプラザ･センター
対象市内在住の①～④⑥⑧60歳以上の方
申 １１/１㈫9：30から催しの前日までに直接、各プラザ･センターへ。電話、FAX（必
を明記）も可

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

①健康フェスティバル
１１/１3㈰9：30～１１：30、１3：00～１5：00
内容骨密度・体組成測定、健康相談など
定員各先着40人

②シニア向けピラティス １１/2１㈪１3：30～１5：30
定員26人

花見川いきいきプラザ ☎2１6-0080 FAX2１6-0083
③薬と上手に付き合うためには～
漢方薬やサプリメントを含めた基
礎知識～

１１/30㈬１3：30～１5：30
定員30人

花見川いきいきセンター ☎286-8030 FAX286-803１
④講演会「高齢者のための口腔ケア
～丈夫な歯を作るために～」

１１/9㈬１3：00～１4：00
定員先着25人　持物室内履き

さつきが丘いきいきセンター ☎250-465１ FAX250-4652

⑤地域交流「秋の大笑い寄席」 １１/20㈰１0：00～１１：00
定員40人　持物室内履き

土気いきいきセンター ☎205-１000 FAX205-１00１

⑥健康フェスティバル
１１/6㈰１0：00～１2：00･１3：30～１5：30のうち30
分ごと
内容骨密度･血管年齢などの測定
定員各先着6人

⑦地域交流「土気オータムコンサー
ト～ヴィオリラの調べ～」

１１/１3㈰１0：30～１2：00　
定員先着30人

美浜いきいきプラザ ☎270-１800 FAX270-１8１１

⑧健康フェスティバル
１１/20㈰9：30～１１：30、１3：１5～１5：１5
定員各先着40人
内容骨密度･体組成･血管年齢などの測定、健康
相談

講座・教室名 日時・定員・料金
手作り教室「ハーブでクリスマスリース
作り」

１１/24㈭9：30～１2：00
定員 20人　料金3,200円

手作り教室「卓上クリスマスリース作
り」（木製）

１2/3㈯１0：00～１5：00
定員 １2人　料金１,000円

祭事教室「手軽に楽しめるおせち料理」１2/9㈮9：30～１4：00
定員 24人　料金2,000円

緑いきいきプラザが休館 
１１/28㈪～30㈬、１階ロビーの床張り替え修繕のため臨時休館します。
問緑いきいきプラザ☎300-１3１3 FAX 300-１5１１

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8回第１節 １１/１㈫･2㈬
千葉市営競輪第8回第2節 5㈯･6㈰

レース名 日程
千葉市営競輪第8回第3節 １１/20㈰･2１㈪

TIPSTAR DOME CHIBA（千葉競輪場）
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日本夜景遺産に認定された千葉ポートタワーでは、冬の風物詩の
ロマンチックで温かいイルミネーションが皆さんをお迎えします。
★クリスマスイルミネーション
期　　間　11月19日㈯～12月25日㈰

　　　　　　17：00～21：00
★イルミネーションツリーと工場夜景の特別ナ
　イトクルーズ
　千葉港にひしめく工場夜景とクリスマスイル
ミネーションを船上から楽しめます。
日　　時　11月19日～12月24日の土曜日、
　　　　　12月25日㈰17：00～17：50
定　　員　各先着90人
料　　金　大人1,200円、小･中学生600円

　　　　　　（ポートタワー入館料含む）
＊開催日の14：00～16：30にポートタワー

　　1階団体受け付けでチケットを購入
詳しくは、 千葉ポートタワー　

問千葉ポートタワー 
　☎241-0125 FAXFAX203-1588

中央公園プロムナードや中央公園周辺をイルミネーションが鮮や
かに彩ります。今回は、イルミネーションと一緒に楽しめるイベン
ト「YORU MACHI」を3年ぶりに開催します。中央公園のスケー
トリンクとイルミネーションのコラボレーションを、ぜひお楽しみ
ください。詳しくは、

期　　間　11月26日㈯～来年3月12日㈰17：00～22：00
場　　所　 中央公園プロムナード（千葉駅前大通り）、中央公

園、通町公園 
問千葉都心イルミネーション実行委員会（千葉商工会議所内）
　☎227-4103 FAXFAX227-4107

イルカのオブジェなどを使ったフォトスポット
や、海をバックにさんばしひろばを彩る青色のイ
ルミネーションが、ロマンチックな雰囲気を演出
します。
期　　間　 11月19日㈯～来年2月28日㈫
　　　　　17：00～23：00
場　　所　さんばしひろば
詳しくは、 ちばみなと　イルミネーション

問みなと活性化協議会（交通政策課内）
☎245-5348 FAXFAX245-5568

きらきら輝き、心躍るイルミネーション。
千葉市で、幻想的な冬の夜を過ごしてみませんか。
＊�電力需給の状況や新型コロナウイルスの影響により、中止･変更と
なる場合があります。最新の情報は、ホームページでご確認くだ�
さい。

マクハリイルミ22/23

千葉ポ千葉ポートタワーートタワー
クリスマスフクリスマスファンタジーァンタジー

「届け希望の光／輝く未来へのチャレンジ」をコンセプトに、輝かしい
未来を目指し新たなチャレンジを繰り返す幕張新都心を表現します。

夜空へ向かう“希望の光“と音楽で演出される大型オブジェ、光のイラ
ストの投影、子どもたちの願いが描かれた輝くオーナメントなど、色と
りどりの光がまちを彩ります。
期　　間　11月11日㈮～来年1月31日㈫17：00～23：00
場　　所　JR海浜幕張駅前（南口広場･北口広場）
★点灯式
日　　時　11月11日㈮17：30～18：00
幕張新都心の各所でイルミネーションを楽しめます。期間中のイベン

トなど詳しくは、 マクハリイルミ　

問 幕張新都心イルミネーション実行委員会
　（窓口代行（同）リードエージェント） 
　☎304-5925 FAXFAX304-5926

千葉市の
イルミネーション

千葉都心イルミネーション
ルミラージュちば2022/2023

ちばみなとシーサイドイルミネーションちばみなとシーサイドイルミネーション

ルミラージュちば

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、6日㈰9：00～9：15「秋の千葉市を楽しもう‼のんびり緑区散策」
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多くの品種があり食味もさまざま。品種によって
収穫時期が異なり、旬の期間が長い野菜です。市内
では9月初旬から収穫が始まり、出荷量が最も多い
のは11月頃です。

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？

①サトイモの皮を剥きゆでる。竹串がすーっと通ったらざるにあける。
②�①をボウルで熱いうちに潰し、調味料を入れて混ぜる（食感が残
るよう、全部潰さない）。

③�ニンジン、タマネギは薄めにスライスし、塩もみする。5分程お
いたら、水で軽く洗い、よく絞る。②に入れさっと混ぜる。

④食感がよくなるよう、細かく切ったきゅうりと卵黄をトッピングする。

旬…9～12月

サトイモのポテトサラダ

サトイモ

〈材　料〉2人前
サトイモ…300g　　ニンジン…20g
タマネギ…100g　　マヨネーズ…大さじ5
醤油…小さじ1　　砂糖…小さじ1/2
塩…少々　　黒コショウ…少々
きゅうり…少々　　卵黄…1個分

日直　ピーチ
（アカハナグマ）

わたしの名前は、ピーチ‼今年の2月から
きた新米で少しおく病なせいかくだけど、少
しずつなれてきたわ。なかよくしてくれると
うれしいな。
自こしょうかいするわね。わたしは、アカ

ハナグマというアライグマのなか間なの。

NPOやボランティアなどの市民活動を知ろう‼参加しよう‼
千葉市民活動フェスタ
NPOやボランティア活動に関する相談、体験コーナーなどを行います。
日　　時　11月19日㈯10：00～16：00　　会　　場　きぼーる1階
特設ウェブサイトによる情報発信
動画による活動団体の紹介など市民活動に関する情報を発信します。
詳しくは、 千葉市民活動フェスタ2022　

期　　間　11月6日㈰～12月4日㈰
問市民活動支援センター�☎227-3081�FAXFAX227-3082

市民活動支援センター
NPOやボランティア活動に関する情報の提供や相談、施設の貸し

出しなどを行っています。自分自身に合った活動を見つけたい方や、
団体の運営で困っている方のお手伝いをします。
詳しくは、 千葉市民活動支援センター

開館時間　9：00～21：00（日曜日、祝日は18：00まで）
所 在 地　中央区中央2-5-1千葉中央ツインビル2号館9階

アカハナだけに、鼻の色が赤い？いいえ、ちがうわ、身体が赤い色
に見えることからアカハナグマという名前がついたの。
わたしたちメスは、いつも15～30ぴきの大きなむれですごしてる

けど、オスはむれずにすごしているわ。
長いしっぽでバランスをとりながら高い所を登ったり、自まんの長

いつめと鼻を上手に使って、あなをほったり、くだもの、小動物、こ
ん虫を食べたりするの。おまけに、泳ぎもとく意‼よく動くおかげで
おなかがへるから、すききらいなくいっぱい食べるわ。わたしがすき
なのは、リンゴとふかしたサツマイモ♡

次に、わたしの先ぱいヒカリくんをしょうかい
するわね。こうき心も食よくもいっぱいあって、す
っごく元気なの。それに、ヒカリくんは、ラタン
ボールからエサをとるのがとても楽しいみたい‼
このラタンボールはね、わたしたちのファンが、
作ってくれたものなの。本当にありがとう～♡

昔、Twitterで話題になったヒカリくんのハ
ートマークのおっぽを知ってる人いるかな？み
て、すてきでしょ？いまは毛の生えかわりでハ
ートマークが見えないけど、じゅん調にいけば
来年の1月には見れるかもしれないの。見にき
てね♡
さい後に、いつかわたしたちの赤ちゃんがで

きるかもしれないから、そのときもまた会いに
きてね♡
問動物公園�☎252-1111�FAXFAX255-7116

レシピ提供（千葉市つくたべ推進店）＝和dining�野�-inacaya-（若
葉区野呂町1583-187）清水梢シェフ

問農政課�☎245-5758�FAXFAX245-5884

千葉市つくたべBOXを販売します（つくたべ特製レシピ付き）
申込期間　11月1日㈫～12日㈯
発 送 日　11月17日㈭（収穫状況により変更の可能性あり）
対　　象　市内在住の方（届け先も市内に限る）
数　　量　先着50セット　　料　　金　3,500円
購入方法　ホームページから。詳しくは、 千葉市つくたべ　

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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