
市川の春を彩り、見る人を元気にする庭や花壇を募集。大切に育てた花や庭を写真に撮り、あなたの思いとともにお送りください。

募集内容
個人・団体・事業者を問わず、応募者自身が維持管
理を行っている市内のガーデニング作品で、応募期
間内に撮影した写真。写真は作品の全体が分かるも
の（２Ｌ判１枚）と補足的なもの（Ｌ判３～５枚）。
募集部門
①バラ部門（個人・団体）「市民の花」バラを中心とし

た作品
②ガーデン部門（個人）自宅の庭など、おおむね３平

方メートル以上の規模の庭・花壇
③ミニガーデン部門（個人）玄関前・ベランダ・テラス・

窓辺など、おおむね３平方メートル未満の庭・花壇。
プランター・鉢植え・ハンギングバスケットなども含む

④学校花壇部門（団体）学校・幼稚園・保育園の花壇
を利用したもの（学校などの許可を得て活動してい
るもの）

⑤コミュニティ部門（団体）商店会・自治会・その他団

　体などが手がけている花壇や植栽帯、集合住宅の
グループで行うガーデニングなど

⑥事業者部門（事業者）業種や規模を問わず、事業
者が維持管理する庭・花壇

※投票審査の対象外として大賞は選定しませんが、
花や庭の素敵な店舗や事務所として、来場者のみ
なさんに紹介します。

審査方法
８月中に写真展示会を開催し、来場者による投票を実施
※写真から見て取れるデザイン、彩り、ガーデニングへ

の取り組み姿勢や活動内容を審査基準とします。

表彰
事業者部門を除く各部門で最多得票の１作品を大
賞とします。
８月下旬に表彰式を実施し、記念品を贈呈する他、
全員に参加賞を用意しています。

あなたのガーデニングの成果を写真で見てもらおう

ガーデニングコンテスト２０１４春作品募集

　新しい季節の訪れを感じさせる素敵な作品が大集合
します。みなさんからの投票で大賞を決定します。作品
はもちろん、一緒に掲示される出展者のコメントシート
には、作品へのこだわり、ガーデニングの楽しさが書か
れています。心のこもった作品を観賞しに、またガーデ
ニングの参考に、お越しください。

☎７０４-０００３健康都市・ガーデニング推進課

展示期間
３月１８日（火）～２３日（日）午前１０時～午後
７時３０分（土曜日・祝日は午後６時まで、最
終日は午後２時まで）
展示場所
メディアパーク市川エントランスホール
※最終日の午後３時に結果発表と表彰式を
実施します。

寄せ植えコンテスト2014春

募集期間　３月１５日（土）～６月３０日（月）
応募資格　応募者自身が維持管理を行っている市内のガーデニング作品
※造園・園芸・花き販売をしている個人・団体（従業員を含む）も事業者部門に応募できます。
※幼児・小・中学生が応募する場合は、保護者との連名で応募してください。

申込用紙に必要事項を書き、写真を添えて６月３０日（月）まで（消印有効）に持参または郵送で、 健康
都市・ガーデニング推進課（〒２７２-８５０１※住所不要）。申込用紙は、同課、市内公共施設で配布する
他、市公式Ｗｅｂサイトからもダウンロード可。

作品展示会開催
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特集

ご寄付いただき、ありがとうございました。 
[12・1月分・敬称略]
＜市川市社会福祉協議会＞

【金員】◎相沢賢太郎（30,000円）◎井澤健彦（3,000円）
◎市川カラオケ好友会（10,000円）◎市川市高齢者クラブ
連合会（520,000円）◎市川市子ども会育成会連絡協議会

（149,829円）◎市川市手工芸連盟（60,000円）◎市川商
工会議所（50,000円）◎うるわしき美人会（30,000円）◎大野
町３丁目子ども会育成会（16,664円）◎大野町４丁目子ども
会育成会（22,494円）◎小笠原道大（1,000,000円）◎岡野
好廣（10,000円）◎京葉ガス「小さな親切」の会（93,645円）
◎国府台ひまわりグループ（29,340円）◎清水ナカ（123,976
円）◎進藤幸子（6,000円）◎菅野一丁目チャリティーバザー

プーと仲間達（36,490円）◎照井親資（500,000円）◎中嶋
貞行（50,000円）◎中村幸子（24,000円）◎菜の花グループ

（20,005円）◎学校法人由田学園富貴島幼稚園（8,803
円）◎福村治郎（10,000円）◎弁天公園花の会（14,310円）
◎星野孝雄（10,000円）◎永島誠（100,000円）◎南行徳メト
ロセンター会（88,510円）◎ミューズ音楽企画（10,000円）◎
匿名６件（454,600円）【物品】◎山形輝雄◎明治安田生命
船橋支部労働組合
＜市川市＞
●ふるさと納税
◎深津康仁（10,000円）◎坂本雄一（10,000円）◎石内直樹

（10,000円）◎清水伸二（10,000円）◎菅原悠一（10,000
円）◎津田尚胤（10,000円）◎岡田聡（10,000円）◎眞島英

里（10,000円）◎眞島友久（10,000円）◎早川潤（10,000
円）◎宮本泰正（10,000円）◎伊藤隆（10,000円）◎金子晶
宣（10,000円）◎能代龍一（10,000円）◎栗原啓（10,000
円）◎松山剛（10,000円）◎角川典子（10,000円）◎進士佳
弘（10,000円）◎古井岳（10,000円）◎山口雄也（10,000
円）◎小島秀一（10,000円）◎三輪恭啓（10,000円）◎
王海陶（10,000円）◎外間浩史（10,000円）◎河田憲一郎

（10,000円）◎島崎英一（10,000円）◎池田悟（10,000円）
◎赤木雅帆（15,000円）◎大江貴尚（40,000円）

【2月分・敬称略】
＜市川市＞
●市川市福祉基金
◎市川民謡舞踊連合会（30,360円）

善
意
の
花
園

みなさんの1票で大賞が決まりますみなさんの1票で大賞が決まります

「ガーデニングコンテスト２０１４春」展示写真募集
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　市では、スポーツ振興と競技力向上及び、
生涯スポーツ社会の実現を目指し、指導活
動の促進と指導体制を確立するため、公認
スポーツ指導者制度を制定し、中心となるス
ポーツ指導者を養成しています。
　講習会を修了することで、公認スポーツ
指導者資格と日本体育協会公認スポーツ
リーダー資格を同時取得できます。

　土曜日を中心とした種目別のス
ポーツ教室です。家族・友人で気軽
に参加ください。種目によっては年
齢制限があります。

※テニスの申込みは往復はがきに必要事項（6面上段参照）、学校名、学年を書き、３月２９日（土）までに西村宗一郎（〒272-0021八幡４-１３-２３）。
※日程などは変更になる場合がありますので、初参加の場合はお問い合わせください。

スポーツセンター他
種目によってスポーツ保険、用具

などの実費負担あり

受講者募集

講習
①講義：22時間　②実技：8時間　
検定試験
講義及び実技の全科目を履修された方のみ、
検定試験を受けることができます。また資格取
得者は、別日程の講習会を修了することで、日
本体育協会公認ジュニアスポーツ指導員資格
の取得も可能です。

6月8日～8月24日の日曜日　全7日間
スポーツセンター他
先着40人、市内在住・在勤・在学で4月1日（火）現在満20歳以上の方
8,750円
4月28日（月）必着で申込書を郵送または持参で、スポーツ課（〒２７２-

０８２７国府台１-６-４）
※申込書は、スポーツ課、 総合市民相談課、市内公共施設の他、市
公式Webサイトからダウンロード可。

☎373‐3112スポーツ課

　 種　目　・　対　象 日　　時 会　　場 問い合わせ先

1 ソフトテニス
小学校３年生以上 ５月１０日（土）　午前９時から スポーツセンター 藤枝

☎３３８-４３４５

2 テニス※

小学生 ４月１９日（土）　午前９時から スポーツセンター 西村
☎３３４-０５７４

3 卓球
市内在住の小学生以上 ４月１９日（土）　午前９時から 国分小学校 中島

☎３７１-４３３３

4 陸上競技
小学５年生～、中学・高校生 5月１７日（土）　午前９時から スポーツセンター 永田　

☎０９０-８１１８-８１１３

5 ハンドボール
小学生 ４月１２日（土）　午前９時３０分から 昭和学院中学校・高等学校 八重盛（昭和学院）

☎３２３-４１７１

6 バスケットボール
小学生以上 ４月１２日（土）　午前９時から 冨貴島小学校 梅﨑

☎３３５-０８１２

7 バスケットボール
小・中学生 ４月１２日（土）　午前９時から 大和田小学校 木村

☎３９３-１０３０

8 インディアカ
小学生以上 ４月１９日（土）　午前１０時から 妙典小学校 小鷹　

☎３３９-６７６５

9 バドミントン
小学生以上 ４月  ５日（土）　午後１時１５分から 幸小学校 横川

☎０８０-３２５２-０４６５

10 バドミントン
園児以上※園児は保護者同伴 ４月１２日（土）　午後１時３０分から 信篤小学校 馬渡

☎０９０-７１８５-０１１５

11 バレーボール
小・中学生 ４月１９日（土）　午前９時から スポーツセンター 田嶋

☎３５８-０７６１

12 バレーボール
小・中学生 ４月１２日（土）　午前９時から 行徳小学校 田嶋

☎３５８-０７６１

13 アーチェリー
小学生高学年以上 ４月１９日（土）　午前９時３０分から 曽谷公民館 板橋

☎０９０-３８００-７６７４

14 合気道
６歳以上 ４月１２日（土）　午前１０時から 第一中学校 野本

☎０３-３６５７-５６０４

15 フェンシング
小学生以上 ４月  ６日（日）　午前１０時から 市川小学校 相田

☎３７１-６７７９

16 剣道
小学生（防具着用者） ４月１９日（土）　午前９時３０分から スポーツセンター 浮谷

☎０９０-１８４２-６５３２

17 弓道
小学４年生以上 ４月１２日（土）　午前１０時から 曽谷公民館 高野

☎334-7131

18 ラグビーフットボール
３歳～１５歳 ５月１７日（土）　午前９時から 北方多目的運動広場他 大口

☎０９０-１０３９-６９３０

19 ソフトボール
小学４年生～一般（男女） ４月  ５日（土）　午前９時から 原木公園 豊増　　　

☎３２８-７４００

資 格 取 得 講 習 会

市民スポーツ教室（定期教室）
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