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　「第二子も生まれて慌ただしくも充実した生
活を送っています」と市内在住の小

お

篠
ざさ

さん一家。
楽しくも大変な子育て、今号では市内在住の家
族に子育て中のキモチについて伺いました。
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今号から
リニューアル
しました。



　子育てに関することは、パパとママでは感じ方、とらえ方が
違うこともあります。うれしかったことや大変なこと、やって
ほしい家事や気遣いなど、その都度夫婦で気持ちを伝えあう
ことも大切ですよね。お互いを思いやりながら協力して子育
てしましょう。
　もし困っていることがあったら、市川市でさまざまな子育
て支援制度を行っているので気軽に利用してみてください。

プレママ　胎動も始まって、赤
ちゃんが育ってきたなって実
感するね
プレパパ　「どんな服を着せ
ようか」「どこへ行こうか」って
生まれてからのことを話すの
が楽しいね

プレママ　近所に知り合いが
少ないけどママ友できるかな
プレパパ　子育てのイベント
に一緒に出かけてみよう

夫婦で
協力 シェアして子育てを 楽しもう

プレパ
パ・ママ

の

キモチ

パパもママも知っておくと便利な市川市の子育て支援サービス

出産前に知っておきたい 地域のみんなと情報交換
保健センター・南行徳保健センターで出産前の夫婦を対象と
した講座を行っています。夫婦で一緒に勉強してみましょう。
●プレ親学級
赤ちゃんの育児、沐

もく

浴
よく

指導、パパの妊婦体験など
●パパママ栄養クラス
出産を迎える夫婦の食事のアドバイス・試食
☎ 377-4511健康支援課

妊娠中から気軽に出掛けられる拠点が多数あります。
情報交換や仲間づくりに利用してみましょう。
●地域子育て支援センター
保育士による相談や、子育てのイベントなどを行ってい
ます。
●親子つどいのひろば
0歳～就学前のお子さんと保護者、妊婦さんが遊んだり
情報交換をしたりする場所です。
☎711-1736子育て支援課

●こども館
赤ちゃん～18歳の子どもたちの遊び場です。
☎320-3337中央こども館

こんなに動きにくいなん
て。妊婦さんの大変
さが体験できました。

Webで何でも調べられる
時代だけど、やっぱり生
の声が参考になります。

プレママ　つわりの時期
は気持ちも体調も不安定
で少し言葉がきつくなって
いたかも……
プレパパ　妊娠中は気持
ちが不安定になるって聞
いていたから受け入れら
れたよ

変化

赤ちゃん
を迎える

期待と不
安

楽しみ

不安

▲妙典在住の土
と
岐
き
さん一家
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●これまでの「広報いちかわ」が市公式Webサイト・検索 広報　　　（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。

ママ　まだ赤ちゃんから目が離
せないから自分のペースで家事
ができなくて……
パパ　家事や育児の分担を見直
して二人で協力して乗り切ろう

ママ　ずっと働いていたか
ら、育休に入って社会に置
いていかれたように感じる
時もあったな
パパ　一生懸命働いてい
たのを知っているし、復職
するときは応援するね

　妊娠から始まる子育て期間は、悩みや不安も多い時期です。パパもママもそれぞれの役割に追われる
中、夫婦で落ち着いてコミュニケーションをとる時間はなかなかないかもしれません。しかし、大変な時
期だからこそ、日頃の会話から始まるちょっとしたコミュニケーションが大切です。夫婦でキモチや家事
をシェアしながら一緒に子育てを楽しみましょう。

☎711-1736子育て支援課

シェアして子育てを 楽しもう

子育て支援課
堀川 真紀

パパ・ママのキモチ

夫婦でキモチをシェアしよう

近くに頼れる人がいなくて、子育てできるか不安 子育ての情報を知りたい
●産後家庭ホームヘルプサービス（出産1日目～56日目）
出産後の家事や育児の支援が必要な方にホームヘルパーを派遣
します。
訪問時間：午前7時～午後7時（年末年始、祝日を除く）
利用限度：1日2回、1回あたり2時間以内。期間中計30時間まで
1時間あたり800円
☎711-1736子育て支援課

●いちかわファミリー・サポート・センター（生後2カ月～小学生）
地域の会員が、保育園などの送り迎えや産後の手伝いなど、子育
てのサポートを行います。
平日午前7時～午後8時：1時間あたり500円
それ以外の時間：1時間あたり600円
☎377-5503同センター

●母子保健相談窓口「アイティ」
妊娠から子育てまで、切れ目なく支援する窓口です。
◎保健師や看護師が健康や子育ての相談を受けます。
◎母子健康手帳の交付と面談を行います。
◎「子育てマイプラン」を作成します（妊婦用／乳幼児用）。
◎子育て情報を紹介します。
保健センター、南行徳保健センター、行徳支所、市川

駅南口ザ タワーズイースト
☎377-4511健康支援課

●いちかわっこWEB
市公式の子育て応援サイトです。
右記2次元コード参照→

いろいろな支援サー
ビスを利用してみる
のがおすすめです。

ママ　子どもとしかしゃべ
らないから仕事から帰って
きて私の話を聞いてくれる
のがうれしいな
パパ　日中の子どもの様
子が聞けて僕もうれしいよ

赤ちゃんが生まれた喜びと悩み

会話

家事

仕事

▲平田在住の森さん一家
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10.寺町ようかん
色つやもみずみずしく滑らかな口溶けで
甘さも控えめな栗たっぷりのようかん。

11.武蔵鐔
後入れのあんとサクサクの最中皮が絶
妙な一品。

〒272-0033市川南2-7-8京葉ガス本社南館2階
（株）常陽リビング社内いちかわLoveな愛され店事務局

●投票資格　市内在住もしくは在勤・在学の方
●投票する店舗の条件
市内で営業している食品もしくは非食品または
サービスのいずれかを提供・販売していること。

投票者の中から抽選で「いちかわバラ物語」詰め合わせを15人
※当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

（はがきの場合）

長く続けてほしい「いちかわ Loveな愛され店」を、
みなさんの投票をもとに決定し
市公式WebサイトなどでPRします。

飲食店だけでなく美容院や文房具店など、
みなさんが好きな市内のお店に投票して、

お店を応援しませんか。

愛され店を募集します

を

投票方法 申込先

投票条件

プレゼント投票内容

新鮮でみずみずしい市川のやさい 江戸時代か
ら続く

製塩の歴史

行徳の塩

風情を残
す

行徳寺町

❶Instagram
❷はがき
❸特設Webサイト 
　https://www.ichikawa-love.com/
❹eモニアンケート（10／9～10／22）
●投票締め切り　11月30日（金）はがきは必着
詳しくは特設Webサイトまたは右記2次元
コードで確認してください。

❶応援したい店舗名　❷店舗のある地域
❸店舗のジャンル　　❹投票理由

※はがきで投票される方は氏名・住所・性別・年齢・電話番号も記載

な

スイーツに
グルメ、

たくさん種
類があるね

。武蔵鐔のほかにも
市川にゆかりのある
商品を作っています。

1.市川野菜のタンメン
自家製麺とさっぱりしたスープの上
に市川の野菜がたっぷり。

2.無農薬野菜のカレーライス
もちもちとした玄米と、ほどよいスパ
イスが香るルーの中に大きい無農薬
野菜がたっぷり。

3.ネギジェラート
ネギの匂いと辛みがガツンとくる、
驚きの味。

4.行徳物語 塩焼きマドレーヌ
バターの甘い香りとほどよい塩の
しょっぱさがベストマッチ。

5.南行徳新名物 南行サワー
南行徳の「海と塩」をイメージした
さわやかな味わいのサワー。

なん

つば

ぎょう

京山の気になる
他の商品は
「いちかわLove」で
チェック！

1

3

4

2

5

10

11
色つやもみずみずしく滑らかな口溶けで

後入れのあんとサクサクの最中皮が絶

▲菓匠 京山 佐々木勝さん
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市公式Webサイトにも
掲載しています

いちかわLove
冊子配布場所

ここでは紹介できなかった商品も掲載しています。　地域の農家が育てる新鮮野菜や、三番瀬から揚がる水産物、
それらの食材を生かした料理と、市川の歴史や文化にちなん
だお菓子。市内には、地域ブランドである「市川のなし」以外に
もおいしいものがたくさんあります。こうした「市川愛」にあふ
れるご当地グルメを紹介する冊子が「いちかわ Love」です。市
川のご当地グルメとまちの魅力を再発見しに出掛けませんか。

☎711-1140商工振興課

発見

食べ応え
抜群！

ホンビノ
ス貝

真間について歌われています万葉集

地上150ｍ
からの眺望

を楽しめる

アイ・リンク
タウン

展望施設

商品に関することは直接店に問い合わせてください。

気になるお店が
いっぱい載ってるね。
どこに行こうか
悩んじゃう。

おいし～
。

13.アイリンクドーナツ
油を使わずに焼き上げた、
しっとりした食感。フレー
バーも豊富に６種類。

6.三番瀬干貝
　煮貝の酔っぱらい漬け
甘みもあり、味はハマグリに似た
ホンビノス貝。その干貝などを
薬味と酒で蒸し、漬け込んだもの。

7.行徳港直送
　白ハマグリのパスタ
朝どれ新鮮なホンビノス貝の
大粒でぷりっとしたやわらかい
食感と素材の味を生かしたパスタ。

8.玄シリーズ「ぎょうとく」
ごはんのお供だけでなく、お酒の
おつまみとしても楽しめる。

9.やっぱり行徳でしょ！
その希少性から「幻の海苔」といわれ
る、行徳で採れた焼海苔。

自然派レストラン グレイト（GR8）
市川1-26-10　☎702-8887

魁ジェラート
八幡5-1-26　☎312-6561

パティスリーボンヌヴィサージュ
行徳駅前4-1-6　☎398-7765

Petie's Café
南行徳1-22-7　☎398-8177

貴州菜園
行徳駅前4-6-13　☎395-8260

千葉ットリア Sorriso
行徳駅前3-15-1　☎303-3254

加藤海苔店
南行徳1-16-27　☎396-1188

季彩菓庵 しげつ
行徳駅前4-19-2　☎395-9207

菓匠 京山
富浜2-5-3　☎359-8888（妙典店）、
行徳駅前2-10-14　☎397-8718（行徳店）

酒の及川
南八幡5-21-11　☎376-3680

創作洋菓子 モンペリエ
市川南1-5-17　☎326-2020

12.手児奈
材料全てが千葉県
産の辛口でキレがよ
く、奥深い味わいの
純米吟醸。

6

8

13

1.2. 8.9.

3. 10.

4. 11.

5.

12.

6.

13.

7.

9

12

7 8.玄シリーズ「ぎょうとく」

香りも食感も最高！海苔

あのお店気になる。

▲取材協力＝和洋女子大学食べ歩きサークル「グルメWalker」

仮本庁舎、行徳支所、大
柏出張所、南行徳市民セ
ンター、市川駅行政サー
ビスセンター、アイ・リン
クタウン展望施設、いち
かわ観光・物産案内所、
商工振興課　など
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●農業委員会定例総会
10月9日（火）午後1時30分～2時30分／
第4委員会室　　　　　（同事務局）
●都市計画審議会   
10月16日（火）午前10時（受付は15分前）
／ 理事者控室／当日先着10人

（都市計画課）
●大町レクリエーションゾーン協議会
10月17日（水）午後1時30分／動植物園
内会議室／当日先着5人　　　 （同園）
●東京外郭環状道路特別委員会  
10月19日（金）午後1時30分（受付は30
分前）／ 第1・2委員会室／当日先着20
人程度　　　　　　　 （議会事務局）
●総合計画審議会
10月26日（金）午後3時～5時／ 第3委
員会室　　　　　　　　　 （企画課）

内 ❶木造住宅無料耐震相談会（予約
制）耐震診断士が相談に応じます。月2
回開催。10月は20日（土）実施。❷住宅
リフォーム相談。毎月第2・4木曜日の午
後1時から開催。予約優先。10月は11日・
25日（いずれも木曜日）実施。
 ❶☎712-6337建築指導課
 ❶☎712-6337建築指導課
　 ❷☎712-6327街づくり推進課

市では、建築パトロールを定期的に
行っています。住んでから困らない
よう建築士に工事中のチェックを受
け、工事が完了したら必ず完了検査を
受けましょう。
 ☎712-6335建築指導課

市では、行政相談委員が国や独立行
政法人などへの意見・要望・苦情を直

県内在住の方、当日先着30人
 043-222-5795同協会

（管財課）

平成29年12月21日以前から市に住民
登録している方で、遺骨を保持する方
が対象です。詳しくは案内書を確認
してください。
また、6、12平方メートルの返還普通墓
地は生前申し込みを同時期に同園で
受け付けています。詳しくはお問い
合わせください。
使用許可日　12月21日（金）
申込受付・案内書配布期間　10月9日
（火）～26日（金）（必着）
配布場所　 総合市民相談課、 総務
課、大柏出張所、南行徳市民センター、
市川駅行政サービスセンター、霊園管
理事務所
案内書にある申込書及び専用はが

きに申し込み事項（上段参照）を書き
霊園管理事務所（〒272-0805大野町
4-2481） 
☎337-5696同事務所

資格・人数　看護師免許取得済みで実
務経験があり、本市近隣に在住し通勤
可能で、年末年始や祝日などに勤務で
きる方、3人
雇用期間　平成31年3月31日まで（更
新の可能性あり）
勤務時間　夜勤＝午後7時30分～11
時30分（曜日を問わず）、日勤＝午前9時
30分～午後5時15分（日曜日・祝日） 
時給　夜勤＝2,610円、日勤＝2,690円
☎377-4512疾病予防課

資格・人数　なし、2人  
雇用期間　 11月1日～平成31年3月31
日（以後、更新の場合1年契約）

接伺う無料相談を毎月行っています。
10月17日（水）午後1時～3時（受付

は午後2時30分まで）
総合市民相談課   

 ☎712-8529同課
 

縦覧　 10月24日（水）まで／環境
政策課（市川南仮設庁舎）、清掃施設計
画課（クリーンセンター）、県環境政策
課（千葉市中央区市場町1-1）
説明会　 ❶10月13日（土）午前10
時／クリーンセンター❷13日（土）午
後2時／仮本庁舎❸14日（日）午前10
時／信篤公民館
意見書の提出　環境保全の見地から
この準備書に意見のある方は、県知事
に対して意見書を提出できます。11月
8日（木）必着で県環境政策課（〒260-
8667※住所不要）
 ☎712-6305環境政策課

県労働委員会では、労働関係のトラブ
ルについて労働委員会が間に入り、解
決を目指す「個別的労使紛争のあっせ
ん」を行っています。労働者、使用者
どちらからでも申請できます。
☎043-223-3735同委員会

（商工振興課）

10月1日（月）から時間額895円（従来
から27円引き上げ）に改正されまし
た。詳しくは、千葉労働局労働基準部
賃金室または最寄りの労働基準監督
署にお問い合わせください。
 ☎043-221-2328同室

（商工振興課）

県不動産鑑定士協会所属の鑑定士が
相談を受けます。
10月17日（水）午前10時～午後4時
仮本庁舎

時給　900円   
願書（地域ふれあい館で配布）を10

月17日（水）必着で郵送または持参で地
域振興課（〒272-8501※住所不要） 
☎334-1128同課

65歳以上で、平成30年度介護保険料
の所得段階が第1（生活保護受給者を
除く）～3段階で、生計を維持することが
困難な方に、介護保険料・利用料を減額
する制度があります。支払いが難しい
場合は相談してください。
介護保険料の未納があると、滞納期間
に応じて利用者負担額が3～4割に引
き上げられます。介護が必要になった
時に安心して利用できるよう、介護保険
料の納付にご協力ください。
保険料＝☎712-8542、利用料＝☎

712-8541介護福祉課

失語症の方に、失語症会話ボランティ
ア養成講座を修了したパートナーとの
会話の場を提供します。
原則第2・4水曜日午後2時～3時（開

催しない週もあります。詳しくはお問
い合わせください）
全日警ホール
市内在住の失語症の方、若干名（身

体障害者手帳所持の有無は不問）
氏名・連絡先を☎712-8517または

FAX712-8727障害者支援課（初回に
言語聴覚士による面接あり）

睡眠の仕組みや不眠症など、神経内科
医による講義の他、保健師によるポイ
ント講話、運動指導士による簡単なス
トレッチなど。
11月5日（月）午後1時10分（受付は

10分前）～4時ごろ

ヒューマンフェスタいちかわ
人権週間〈12月4日（火）～10日（月）〉記念イベント

　人権ラブソングコンテストでグランプリを受賞したシンガーソングライター
しおりさんが、ヒューマンフェスタいちかわに登場。中学生人権作文コンテス
ト優秀作品の朗読とヒップホップダンスサークルの演技も行います。
12月9日（日）午後1時30分（開場は30分前）～3時30分
文化会館     

内 講演＆コンサート「Smile for you」
申込順400人    

出演　しおり（シンガーソングライター）
※手話通訳・要約筆記あり

または往復はがきに申し込み事項（上段参照）及び参加人数（複数の
場合は同伴者名も記載。1枚4人まで）、車いす利用の方はその旨を書き、11月
22日（木）必着で男女共同参画課（〒272-0034市川1-24-2）。
☎322-6700同課

傍聴しよう〈希望者は直接会場へ〉

個別的労使紛争のあっせん

不動産に関する無料相談会

市霊園芝生墓地の使用者

千葉県最低賃金の改正

10月は住生活月間

10月15日（月）～21日（日）は
違反建築防止週間

10月15日（月）～21日（日）は
行政相談週間

失語症会話パートナー
派遣事業の利用者募集

快適睡眠講座ー睡眠はこころの
健康のバロメーター

看護師（急病診療所）

非常勤職員（地域ふれあい館）

介護保険料・利用料減免制度

次期クリーンセンター建設事業に
係る環境影響評価準備書の
縦覧及び説明会

募　集

求　人
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日時 場所・会場 対象・人数 申し込み・応募 問い合わせ費用・料金 持ち物講師講内容内 行徳支所 子ども向け ☎市川市の市外局番は047です。仮本庁舎

いちかわインフォメーション
暮らしに役立つ市川市の情報をお届けします。

【申し込み事項記入例】
申し込み先は下記の で確認してください。
※往復はがきの場合は返信用のあて先も記入。
※熱を加えると消える筆記用具は使用しない
でください。

　　　があるものは、市イベントポータルサイト
（右記２次元コード参照）から申し込めます。

①行事・講座名など
　（日時・コースも）
②住所
③氏名（ふりがな）
④年齢（学年）
⑤電話・FAX番号
⑥その他必須事項

Ichikawa
Information

お知らせ

健康・福祉 ①

　市民の方が丹精込めて育てた庭
を公開するオープンガーデンを開催
します。美しい草花の観賞やオー
ナーとの交流をお楽しみください。
詳しくは市公式Webサイトを確認し
てください。
10月20日（土）・21日（日）午前10
時～午後4時（時間は会場によって
異なります）
市内26カ所
☎712-8597まち並み景観整備課

すてきな秋を見つけに行こう

いちかわオープンガーデン

（左）色とりどりの花がお出迎え
（右）実施場所はのぼり旗が目印です



…市公式Webサイトのイベントポータルサイトから申し込めます。  　　…エコボポイント対象  　　…健康マイレージポイント対象 ●各公共施設へは公共交通機関のご利用をお願いします。00 00

内容内容

健康診査

離乳食
教室
電話で

1歳6カ月児
健康診査

1回食

はじめての
歯ブラシ
みがき

発達相談

大野公民館
信篤公民館

妙典子育て支援センター

市川公民館

行徳公民館

4カ月
あかちゃん
講座

歯みがきと
ぶくぶく

うがいの練習

歯みがき
チェック

3歳児
健康診査

2回食

6（火）・20（火）

19（月）

①

①

①

①

①

②

②

②

①

②

7（水））・21（水））

16（金）

30（金）
2（金）

8（木）

9（金）

15（木）
22（木）

16（金）

16（金）

16（金）

14（水））・28（水））

12（月）

12（月）

12（月）

7（水）・21（水））

22（木）

13（火）・27（火）

8（木）・
26（月）

14（水））・28（水））

29（木）

13:00～14:00
に受付

13:00～14:00
14:30～15:30

9:45～10:00
に受付

午前中

9:30～10:00
に受付※１

9:45～10:00
に受付

9:45～10:00
に受付

9:45～10:00
10:45～11:00
に受付

14:45～15:00
に受付

平成29年4月生まれ
（10月中旬ごろ通知
を発送）※内科健診は、
医療機関で個別に行
います。2歳の誕生日以
降は受診できません。

4～6カ月児の保護者
（申込順各35人）

7・8カ月児の保護者
（申込順各35人）

4～6カ月児の保護者
（申込順各24人）

7・8カ月児の保護者
（申込順各24人）

10～11カ月児
とその保護者

乳幼児と
その保護者

4カ月の乳児とその保
護者（参加できなかっ
た場合5カ月の乳児も
可）※予約不要。市川公
民館はベビーカーでの
来館は不可。

2歳6カ月～3歳未満児
とその保護者

3～4歳児とその保護者

平成27年5月生まれ
（10月中旬ごろ通知を
発送）※4歳の誕生日以
降は受診できません。

歯みがき
レッスン
（年齢別）
電話で発達相談

電話で

あかちゃん
講座

日にち日にち 時間時間 対象・定員対象・定員 場所場所
問
合
せ

問
合
せ

※1＝第1子9:30～9:45、第2子以降9:45～10:00
＝保健センター、 ＝南行徳保健センター　 ①☎377-4511保健センター、②☎359-8785南行徳保健センター

保健センターからのお知らせ11月

タウンミーティング
参加者募集

保健センター
申込順60人 
☎377-4511健康支援課

認知症サポーター養成講座で身につ
けた知識をさらに深める講座です。
11月20日（火）午前10時～正午（希

望者には11月21日（水）・22日（木）の
いずれか1日の1時間30分程度、介護
事業所で実習を実施）
全日警ホール

講 正垣幸一郎氏（公認バリデーション
ティーチャー）
認知症サポーター養成講座を修了

した（オレンジリングを持っている）市
内在住・在勤・在学の方、申込順80人
申し込み事項（6面上段参照）、認知

症サポーター養成講座受講歴、実習
希望の有無を書き、11月12日（月）（実
習希望の場合は10月19日（金））必着で
郵送または FAX712-8789または☎
712-8521で地域支えあい課（〒272-
0026東大和田1-2-10）

11月8日（木）午前9時30分～10時
30分  
全日警ホール    
申込順30人    
☎303-8222ハートケア市川

（地域支えあい課）

歯周病菌検査、唾液の検査など。 
11月18日（日）午前10時
保健センター    
申込順100人
☎332-0187市川市歯科医師会口

腔サポートセンター
（健康支援課）

健康チェックや健康相談を行います。
10月21日（日）午前10時～午後1時 
同会（南八幡3-1-1）
申込順60人
10月9日（火）午前9時から☎700-

3700同会　　　　　　（保健医療課）

10月11日・25日、いずれも木曜日午
前10時～正午
ボランティアNPO活動センター
中途失明者対象（新会員募集中）
☎090-5418-9827市川市視覚障

害者福祉会（飯作）
（障害者支援課）

10月19日（金）午後1時～4時
市川公民館（施術は行いません）
☎357-3393市川浦安鍼灸マッサー

ジ師会（冨森）
（介護福祉課）

県眼科医会が目の健康についての相
談にお答えします。
10月8日（祝）午前9時～午後4時

相談専用電話　☎043-242-4271（当
日のみ）
☎0436-26-5567県眼科医会事務局

（保健医療課）

行政書士による、成年後見制度に基づ
く具体的な事例などの相談。
10月12日（金）午後1時～4時
市川公民館
☎047-469-1221コスモス成年後見

サポートセンター千葉県支部
（介護福祉課）

参加企業15社程度と個別面接及び個
別説明などを行います（複数社面接
可）。
11月2日（金）午後1時30分（受付は1

時間前）～4時
浦安市民プラザWave101多目的大

ホール（浦安市入船1-4-1イオン新浦
安店4階）
身体・知的・精神いずれかの障害者

手帳をお持ちの方
 履歴書応募社数分、ハローワーク
カード（なくても可）、障がいを確認でき
る手帳など
☎370-8609ハローワーク市川

（商工振興課）

11月4日
開催

　市長がテーマについて説明し、みなさんと意見交換を行い
ます。

市のごみ処理について

11月4日（日）午前10時（受付は30分前）～11時30分
大野公民館
市内在住または転入予定の方、抽選で50人（子ども連れの参加も可）

またはFAX712-8764、または往復はがきに申し込み事項（6面
上段参照）と参加人数（未就学児を含む場合はその人数も）を書き、10月
16日（火）必着で広報広聴課（〒272-8501※住所不要）。聴覚に障がいが
ある方などで手話・要約筆記を希望する方はその人数も記入してくださ
い。定員に満たない場合は締め切り後も受け付けますのでお問い合わ
せください。
☎712-8633同課

テーマ
秋は家族で歯科検診
家族の笑顔は健康なお口から

認知症サポーター養成講座

認知症サポーターステップアップ講座
「認知症の人とのコミュニケーション」

市川市薬剤師会健康フェア

視覚障害者点字講習会

はり・きゅう・マッサージ無料相談

「目の愛護デー」電話無料相談

成年後見無料相談会

うらやす障害者就職面接会
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　私自身の子ども時代は、思い返せば市内

の緑豊かな環境や人情味あふれる商店街

で、のびのびと育まれたと感じます。近所を

走り回って肩を脱臼したこともあるほど、やん

ちゃな幼少期を過ごしました。

　そんな時代と比べると、現在の子育てをめ

ぐる環境は様変わりしており、ライフスタイル

の多様化から子どもを育てる家庭の状況もさまざまです。

　初めての出産の場合、親になるまで赤ちゃんに触れたことがないという人も

増えてきていると聞きます。一方で情報ばかりがSNSなどにあふれていて、ど

れが正しいのか分からない、ということも「今」ならではの課題かもしれません。

　こうした現代の子育てを応援するために、市は産前から産後への一貫した支

援の仕組みづくりを進めています。また、地域ぐるみで子どもたちを育んでいけ

るよう、子育て支援ボランティアの講習会なども行い、子育てを応援してくれる

力強い市民サポーターを増やしています。市川らしい便利で豊かな環境を生

かしつつ、みなさんが安心して子育できるまちにしていきたいと考えています。

ムラコシコラム 市長 村越祐民

安心して子育てできるまちづくり

▲八幡親子つどいの広場にて



幼稚園名 幼稚園名

幼稚園名

所在地 所在地

募集人数

電話 電話

所在地 電話

預かり
保育

預かり
保育

大洲

百合台

塩焼

みどり※1

鬼高

曽谷※1

つくし

原木

大町不二自然

宮久保※1

富貴島

塩浜

市川学園

国分

須和田

市川聖マリヤ☆

東浜

わかたけ

70人

70人

105人

中山3-10-4

鬼高3-14-18

曽谷1-4-1

大和田3-3-3

原木1-8-1

大町103市川1-24-21

宮久保6-7-2

八幡6-12-12

塩浜4-2-28-101

八幡5-1-10

曽谷5-32-18

須和田1-20-3

八幡3-19-12

行徳駅前3-12-14

北方町4-1798

大洲4-3-12

曽谷6-10-1

塩焼5-9-1

信篤

南行徳

新浜

70人

105人

70人

高谷1-8-1

欠真間1-6-15

行徳駅前4-5-2

☎328-2325

☎358-5333

☎396-2521

☎370-3648

☎373-8937

☎397-3857

☎334-1224

☎370-6583

☎371-5440

☎376-5922

☎327-1291

☎337-8337☎322-4095

☎371-7320

☎334-4860

☎399-2578

☎334-4770

☎373-1481

☎371-5457

☎323-5371

☎396-5321

☎338-1661

◎

○

○

◎

◎

○◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

日出学園

ソフィア

真間山☆

三愛

和光

浄光寺

アイリス

国府台文化☆

築葉根

白菊

昭和学院

アンデルセン

若宮

市川学園第2

いなほ

共立

菅野2-21-12

稲荷木3-22-5

真間4-9-1

東国分1-20-12

相之川2-12-28

大野町3-1917

北方2-29-9

中国分3-6-24

北方町4-2171

南八幡3-15-1

宮久保1-3-8

堀之内1-9-17

若宮3-53-4

東菅野4-13-1

国分3-4-12

新田4-15-27

☎322-4012

☎379-1015

☎371-7251

☎373-7272

☎357-2331

☎337-8413

☎335-5530

☎372-7005

☎338-4800

☎378-2160

☎374-8300

☎374-1751

☎339-2057

☎339-1531

☎373-2201

☎377-0851

○

○

◎

○

○

◎

◎

○

○

○

◎

○

○

◎

○

◎

○

○

○

私立幼稚園

市立幼稚園

　入園案内や申請書の配布及び受付の日程につい
ては、各幼稚園に直接お問い合わせください。

入園資格　平成26年4月2日～27年4月1日生まれ（2年保育）。た
だし、私立幼稚園に在園していないこと、各幼稚園の通園区域内
に住んでいること。
申請書配布　10月22日（月）～26日（金）午後2時15分～4時／各
幼稚園
申請書受付　10月29日（月）～11月2日（金）午後2時15分～4時／
各幼稚園に世帯全員が記載された住民票1通を添えて提出
選考　11月22日（木）午前9時／各幼稚園
詳しくは幼稚園のWebサイトでも閲覧できます。

☎711-1785こども入園課

○はリフレッシュ型、◎は就労支援型の預かり保育を実施　☆の園は、子ども・子育て支援新制度に移行している園
※1　みどり・曽谷・宮久保幼稚園は平成31年度から子ども・子育て支援新制度に移行予定

経済的な理由により義務教育に必要
な学用品費などの支払いが困難な保
護者の方に、その費用の一部を援助し
ます。
援助の内容　❶就学奨励費（学級費、
生徒会費などの一部）❷学用品・通学
用品費❸校外活動費（宿泊を伴わない
もの）❹校外活動費（宿泊を伴うもの）
❺修学旅行費❻学校給食費❼体育実
技用具費（中学校のみ）（生活保護を受
けている方は❸・❺のみ対象）
市内在住でⒶまたはⒷに該当する

保護者の方。Ⓐ生活保護を受けてい
る方Ⓑ生活保護世帯に準ずる程度に
経済的にお困りの方
各学校にある申請書に申し込み事

項を書き、必要な書類を添えて学校に
提出。認定結果は学校から通知。
各小・中学校または☎704-0256就

学支援課

親子で遊んで、子育ての情報交換をし
ませんか。「ハッピーハロウィン」のテー
マで制作をします。
10月15日（月）午前10時30分～正午 
東京経営短期大学（二俣625-1） 
市内在住の0～3歳の親子、申込順

20組
☎711-1736子育て支援課

「保育のありかた」についてまとめた
「市川市保育のガイドライン」を、保育
施設の園長の意見を踏まえ改正しま
した。詳しくは市公式Webサイトをご
覧ください。
☎711-1792こども施設運営課

●高齢者サポートセンター市川東部
10月10日（水）午後1時30分～3時
北一会館（北方1-12-3）

内 介護者相互の交流会
申込順15人
☎334-0070同センター　

●高齢者サポートセンター宮久保・下
貝塚
10月20日（土）午後2時～4時
旧大野中央病院（下貝塚3-31-2）

内 10年後も動ける身体でいるために
申込順20人
☎373-0763同センター

●高齢者サポートセンター国府台
10月26日(金）午前10時～正午
国府台町会会館(国府台5-23-5）

内 元気な時から終活を考えよう エン
ディングノートの活用
申込順30人
☎373-6539同センター

（介護福祉課）

資格・経験不問の仕事も多数ありま
す。入会希望者は、次のいずれかの説
明会を受講してください。

10月10日（水）／行徳公民館、18日
（木）／全日警ホール、25日（木）／南行
徳市民談話室、いずれも午後2時 
市内在住で60歳以上または年度内に60
歳を迎える、健康で働く意欲のある方
各回前日までに☎326-7000同セン

ター　　　　　　（地域支えあい課）

●ふれあいの集い
10月11日（木）午後1時～3時30分
急病診療・ふれあいセンター
申込順20人
前日までに☎320-3105高齢者サ

ポートセンター市川第二
●メモリーカフェさくら
体操とゲームで認知症予防。
10月17日（水） 午後1時30分～3時

30分
曽谷カネヅカケアハウス（曽谷2-26-3）
申込順15人   
☎371-6161高齢者サポートセン

ター曽谷
●愛・カフェ
10月25日（木）午後1時30分～3時

30分
学研ココファン市川中山（本北方

3-12-10）
申込順15人
10月23日（火）までに☎334-0070

高齢者サポートセンター市川東部
（地域支えあい課）

❶11月6日❷11月20日❸12月4日、
いずれも火曜日午前10時～正午
男女共同参画センター

内 ❶Wordで表のある文章を作成❷
Excelでグラフ作成など❸ペイントで
写真加工
20代～40代の女性で、休職中の方、

復職を目指す方、スキルアップを目指
す方、申込順15人 （10カ月から未就学
児の無料保育あり。申込順10人。10
月23日（火）までに要予約） 
ノートパソコン（Word・Excel搭載

のもの）、電源コード
☎322-6700男女共同参画センター

10月11日（木）午後3時（受付は30分
前）～6時
全日警ホール

内 ❶講演「Art of Human Being　人
としてのあり方」❷ビジネスプランプレ
ゼン❸起業相談ブース❹交流会
講 ❶いぬかい良成氏（教育活動家）
当日先着150人
☎711-1140商工振興課

10月21日（日）❶午前9時（受付・開
場は15分前）～10時❷正午～午後4時
（雨天中止）
塩浜ドッグラン

内 ❶生活に応用できるトリック（芸）を
学びます。
❶畜犬登録している方・申込順5人
☎712-6309環境保全課

❶10月17日（水）午前10時30分
～正午／ヘルシーランドヤスイ薬局行
徳入船店（入船12-23）❷10月18日
（木）午前10時～午後5時／ボランティ
ア・NPO活動センター 
内 ❶NPO法人ライフ・サポートの管理
栄養士による健康・体力増進に関する
講座❷同法人の税理士による相談受
け付け（1人20分）
申込順❶20人❷12人   
いずれも前日までに☎712-8704ボ

ランティア・NPO課

イラスト素材の検索・ダウンロード、年
賀はがき・クリスマスカード作成、他。
11月11日・18日、12月2日、いずれも

日曜日午前10時～正午
男女共同参画センター
申込順24人
3,500円（全3回、テキスト代含む）
ノートパソコン（Windows7以降、

Word搭載のもの）
☎712-8704ボランティア・NPO課
☎080-5432-0508いちかわ ITイン

ストラクターズ

認知症カフェ

女性のための
ステップアップセミナー（全3回）

ちば起業家交流会
in市川・船橋・浦安

❶犬の無料しつけ方教室
❷犬の譲渡会

パソコンスキルアップ講座(全3回)
（市川市協働事業提案制度）

❶「脳」いきいきレクリエーション
❷相続・贈与・遺言作成に関する
　税理士による税務相談

（市川市協働事業提案制度）

就学援助制度

すこやかひろば in二俣

保育のガイドラインを改正

高齢者サポートセンターの講座

シルバー人材センター 入会説明会

こども・教育

高齢者
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歴史と
文化の
散歩道
Vol.68

スポーツの秋にいかがですか

　健康と体力向上を目指し、誰でも簡単に参加できる軽スポーツを体験
しませんか。自分の体力レベルがわかる新体力テストにもチャレンジで
きます。
10月28日（日）午前10時～午後3時
スポーツセンター（国府台市民体育館・陸上競技場）
運動できる服装、運動靴（内・外）、飲み物
☎373-3112スポーツ課 

10月21日（日）午後1時20分
動植物園  
入園料のみ（高校生以上430円、小・

中学生100円）
☎338-1960同園

石炭を燃やして蒸気の力で走る本格的
ミニ蒸気機関車（ＳＬ）の特別運行を行
います。
10月14日（日）①ミニＳＬ＝午前10時

30分～正午・午後1時～2時30分②ミ
ニ鉄道＝午前9時45分～正午・午後0時
45分～4時
動植物園内ミニてつ広場
入園料（高校生以上430円、小・中学

生100円）と乗車券（1歳以上1回100円）
☎338-1960同園

10月12日（金）午後2時（開場は30分前）
メディアパーク市川グリーンスタジオ 

内「星野道夫～地球交響曲　ガイアシ
ンフォニー　第三番～」（1997年・日本・
カラー・ドキュメンタリー作品・150分）
当日先着220人
☎320-3334文学ミュージアム

10月13日（土）❶午前11時 ❷午後2
時、いずれも開場は30分前
メディアパーク市川ベルホール

内 ❶ 「山古志村のマリと三匹の子犬｣
（アニメ・カラー・45分）❷ 「荒武者キート
ン」（1923年・アメリカ・モノクロ・無声・字
幕・67分）
当日先着各回46人 
☎320-3334文学ミュージアム

10月13日（土）・14日（日）・27日（土）・
28日（日）、いずれも午前10時～午後4時
水木洋子邸

●ミニイベント「電蓄で聴くベートーベン」
10月27日（土）午後2時～3時
☎320-3334文学ミュージアム

11月9日（金）午後6時30分～8時  
抽選で120人（未就学児の同伴不可）

出演　三浦一馬（バンドネオン）、川久保
賜紀（バイオリン）  
1,000円

または往復はがき（1枚2人ま
で）に希望者全員の申し込み事項（6面
上段参照）を書き、10月22日（月）必着で
同館（〒272-0813中山1-16-2）
☎333-2011同館

ギターのボディーをたたきながら演奏
するパーカッシブな音と心地よいメロ
ディーを聴きながら、地上150ｍから
の景色とともにすてきな時間を過ごし
ませんか。
10月14日（日）午後２時～２時４５分
アイ・リンクタウン展望施設

演奏　仲内拓磨（アコースティックギタ
リスト）
☎711-1142観光交流推進課、イベン

ト当日は☎322-9300同施設

同緑地を歩きながら、トンボなど秋に見
られる生きものを観察します。 
10月21日（日）午前10時（受付は30分

前）～正午
申込順20人（小学生以下は要保護

者同伴）
☎712-6307自然環境課

　また、そこには、平田・菅野をはじ
め、周辺地域の多くの人々の名が
刻まれていることから、地域の果
樹栽培の発展に尽くした人物で
あったことが窺

うかが

えます。
　さらに碑の表面には、「弘道書」
とあり、この人物は、西久保弘道と
いう、警視総監、東京市長、貴族
院議員などを歴任した人物に当たります。
　菅野駅の開業には、西久保が菅野２丁目周辺に住み、土地を有していたことか
ら、自身の敷地及び建物の資金の大部分の寄付により実現したことが、『西久保
弘道の一生』という伝記に記されています。
　このように、路傍の石造物からは、地域の歴史を知ることや、そのヒントを得ること
ができます。
　なお、この場所は道幅が狭く、自動車などの往来もありますので、見学などには注
意をする必要があります。　　　　　　　　　　　　

（歴史博物館　小野英夫）

成線が市川市域で初めて開業したのは、
大正３年（１９１4）８月で、２年後の大正５年

（１９１6）３月に菅野駅が開業しています。
　今回は、菅野駅のそばにある石造物も紹介します。
　駅の東側の踏切そばにある四つ角の菅野２丁目側
には、いくつかの石造物をみることができます。

　その内、写真にもあるように右端にある石造物には「菅野停留所設置記念」「西
平田市川新田道」「東菅野宮久保道」と刻まれており、道標を兼ねていたことがわ
かります。
　裏側には「大正五年三月十二日設置」とあり、駅の開業記念に設置されたものと
考えられます。
　さらに、駅設置の発起人として、東京神田多町・瀬戸彦八、平田・松丸平太郎、
市川新田・浮谷善次郎、菅野・松丸清之助といった４人の人物が刻まれており、平
田、市川新田、菅野の３人は、地域の主立ちであったといえます。
　注目されるのは、瀬戸彦八という人物で、「菅野停留所設置記念」の石造物の
左後ろ側にある中央の大きな石造物が「瀬戸彦八翁頌徳碑」で、裏面の碑文によ
れば、瀬戸は神田の青物商で果樹園芸に通じていたことがわかります。

▲右端「菅野停留所設置記念の碑」、中央「瀬戸彦八翁頌徳碑」

10月19日（金）午後2時～4時
男女共同参画センター 
市内在住・在勤の方、申込順36人
10月9日（火）～18日（木）に☎320-

0668または直接、消費生活センター

10月27日（土）午前10時～午後4時
国府台病院外来管理治療棟（国府

台1-7-1）
内 ❶健康相談・各種測定・院内紹介ツ
アー・作品展示、ほか❷「リウマチ治療
の進歩」（午後1時30分（受付は30分
前）～3時）
❷当日先着100人
☎372-3501同病院管理課

（保健医療課）

中央図書館で不要になった本を無料で
差し上げます（1人5冊まで）。各50分の
入場入れ替え制（全5回。各回入場人
数制限あり）。車での来場は控えてくだ
さい。転売禁止。
10月27日（土）午前10時（30分前から

入場券配布）～午後3時
メディアパーク市川グリーンスタジ

オ
当日先着順（第1～3回＝各300人ま

で、第4・5回＝制限なし）
 持ち帰り用袋
☎320-3346中央図書館

ハロウィンのコスプレをして図書館の
中で撮影できます。職員がおすすめス
ポットを紹介。
10月28日（日）午後4時30分～6時
中央図書館    
中学生以上で10代の方、申込順5組

（1組1～4人）
☎320-3346または直接、同館

消費生活講座「知って得する
税知識　相続税・贈与税」

❶国府台病院祭
❷市民公開講座

YAハロウィン
コスプレフォトツアー

ZOOワンポイントガイド
ボリビアリスザル

グリーンシアター

ベルホールシネマ

リサイクルブック市

鉄道の日イベント

水木洋子邸一般公開
「水木邸公開15年に寄せて」

東山魁夷記念館コンサート

アイ・リンク スカイコンサート
大柏川第一調節池緑地
秋の自然散策
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鬼高さんしゃ祭・
いちかわ防災フェスタ

中央図書館
◎図書館バックヤードツアー
図書館の裏側を司書が案内します。
時間　午前10時30分～11時30分、午後3時30分～4時30分
市内在住・在勤・在学で初参加の方、各回申込順10人（小

学生以下は保護者同伴）
直接同館

中央こども館
❶ハロウィン変身コーナー
変身グッズで撮影できます。
❷レッツＧＯしゃてき・はいるかなボール（こども実行委員企画）
時間　❶午前10時～午後1時30分、午後3時30分～4時
　　　❷午後2時～3時
メディアパーク市川入口前広場（雨天時は中央こども館内）

◎いちかわ防災フェスタ
家庭での減災対策の取り組みの輪を広げるため、防災○×クイズやスポーツ感覚で体験できる
防災訓練、小学生防災川柳表彰式・作品展、三遊亭円福による防災落語などを行います。
時間　午前10時～午後4時
☎712-8563危機管理課

◎いちかわ市民活動・ボランティアフェスティバル
市民活動団体のステージ発表や活動紹介、福祉作業所の手
作りお菓子の販売などを行います。
時間　午前10時30分～午後3時30分
コルトン広場（一部現代産業科学館で開催）
☎080-1284-2856市川市ボランティア協会

（ボランティアNPO課）

◎ぐるっとスタンプラリー
スタンプカードに3施設4カ所のスタンプを集めます。
賞品あり
時間　午前10時～午後4時（受付は終了15分前まで）
タワーコート（スタート・ゴール）
5歳～小学6年生（小学3年生以下は要保護者同伴）

開館時間 午前１０時～午後７時３０分（土・日曜日、祝日は午後6時まで）
休館日 毎月曜日（祝日の場合は翌開館日）、年末年始、館内整理日
☎320-3346中央図書館

隠れたアートスポットがいっぱい
メディアパーク市川（生涯学習センター）
　中央図書館や中央こども館などがあるメディア
パーク市川。学習のための場と情報を広く提供する
ことを目的に平成6年11月に開館され、「よむ」「きく」
「まなぶ」「あそぶ」を１つの施設で楽しめます。
　みなさんにもなじみのある施設の中には、写真のよ
うな珍しいオブジェがあります。このほか、エレベー
ターからだと市の花バラが見える床など、新しい発見
が見つかるかもしれません。
　読書・芸術の秋に足を運んでみませんか。

　鬼高にあるメディアパーク市川・県立現代産業科学館・ニッケコルトンプラザの
「さんしゃ」による年に1度の感謝祭です。今年は防災フェスタも同時開催します。
詳しくは市公式Webサイトを確認してください。
10月21日（日）（荒天中止、雨天時は時間や内容を変更）

（生涯学習センター）

I C H I K AWA  S POT

メディアパーク
市川

ニッケコルトン
プラザ

現代産業科学館

小川再生親子ふれあい農園の稲刈りの
終わった田んぼ周辺に咲く花などを観
察します。
10月14日（日）午前10時（動物園券売

所前集合）～11時30分（荒天中止）
☎339-0477自然博物館

奈良時代の歴史書『続日本紀』巻23～
25の講読。
11月28日（水）～2019年12月25日、

毎月第4水曜日午後2時～3時30分
歴史博物館
抽選で70人
往復はがきに申し込み事項（6面上

段参照）を下記、11月5日（月）まで（消印
有効）に考古博物館（〒272-0837堀之
内2-26-1）
☎373-2202考古博物館

学芸員による講義を受けたあと、本物
の縄文土器を手本にしながら、縄文土

10月21日（日）午前11時～午後2時
（雨天中止）
やまぶき園（奉免町191-2）
☎320-7241同施設

（障害者支援課）

10月21日(日)午前11時～午後3時
いちかわ観光・物産案内所
☎ 324-7751同所　 

  （地域整備課）

●市川市能楽連合会　謡と仕舞の会
観世流・宝生流・喜多流。
10月21日（日）午前9時50分～午後5時
文化会館
☎372-4403同会（齊藤）

●市川の民話のつどい
市の民話を写真映像を交えて紹介しま
す。当日中山メモリアルギャラリーの入
場は無料です。
10月13日（土）午後2時～3時30分

器の複製をつくります。 
11月4日・11日・18日・25日、12月16日

いずれも日曜日午前10時～午後3時
考古博物館ほか
抽選で20人
1,000円
往復はがきに申し込み事項（6面上

段参照）を書き、10月17日（水）まで（消
印有効）に考古博物館（〒272-0837堀
之内2-26-1）
☎373-2202同館

コース（約8キロメートル）　ＪＲ市川大
野駅（午前9時55分改札口周辺集合）→
万葉植物園→浜道→スポーツ公園→
水神社→天満宮→子安神社→姥山貝塚
（昼食）→安楽寺→神明社→こざと公
園→ＪＲ市川大野駅（解散）
10月23日（火）午前10時～午後3時

（小雨決行）
 昼食・飲み物
☎324-7751同会（いちかわ観光・物

産案内所）第1月曜日を除く午前10時
～午後4時　　　　（観光交流推進課）

全日警ホール  
☎090-7207-5888市川民話の会事

務局（小林）
●市響「合唱の集い」  
第1部＝行徳混声合唱団、市川混声合
唱団／第2部＝国府台女子学院合唱部
10月14日（日）午後2時開演（開場は

30分前）
文化会館
☎339-3554市川交響楽団協会（篠

田）
●市民将棋大会の参加者募集
11月11日（日）午前9時45分～午後5

時
全日警ホール

参加区分（クラス）　名人戦の部(希望
者）、Ａ（有段者）、Ｂ（1～2級）、Ｃ（3～
5級）、女子アマ王位戦関東大会（優勝
者は全国大会に招待）
1,500円（中学生以下1,000円） 
はがきに申し込み事項（6面上段参

照）、参加クラスを書き10月31日（水）必
着で郵送（〒272-0021八幡3-6-1-2103
寺下紀子）または☎090-7833-2455市
川市将棋愛好会連盟 （寺下）

（文化振興課）

天高く積み上げられた
本のモニュメント

何冊あるか数えてみよ
う

円盤に書かれた「市川」が分割され
さまざまな鳥にデザインされています

☎320-3346中央図書館、
☎320-3337中央こども館

☎379-2005現代産業科
学館（鬼高1-1-3）

☎378-3551ニッケコルト
ンプラザ（鬼高1-1-1）

さまざまな鳥にデザインされていますさまざまな鳥にデザインされています

体験学習「土器をつくろう」（全5回）

考古博物館講座
「『続

しょくにほんぎ

日本紀』を読む」Ⅹ

「ボランティアガイド市川案内人の会」に
よるウォーキング 柏井の歴史を訪ねて

【芸術祭・文化祭】

やまぶき祭

市川産焼ノリ、ホンビノス貝、
シジミの直売

季節を感じる散策会「秋のたんぼ」
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●これまでの「広報いちかわ」が市公式Webサイト・検索 広報　　　（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。♥ 市民活動事業補助金対象
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●大島暁油彩展スペインそして故郷/10月3日
（水）～14日（日）午前10時～午後4時30分（入館
は午後4時まで）/芳澤ガーデンギャラリー /☎
090-6304-0043大島
●2018年市川市平和展/10月7日（日）・8日（祝）午
前10時～午後5時/全日警ホール /市川市原水協
/☎378-6752小林（昼間）
●新生くろまつダンスパーティー /10月7日（日）午
後1時20分～4時20分/行徳公民館/1,200円/要
申し込み /新生くろまつダンスサークル /☎356-
7708大森（昼間）
●「第3回定期演奏会（吹奏楽）」/10月7日（日）午後
2時～６時/全日警ホール /市川ウインドオーケス
トラ/☎374-3546鹿野（昼間）
●南八幡写真クラブ写真展/10月12日（金）～14日
（日）午前10時～午後6時（12日は正午から、14日
は午後4時まで）/全日警ホール /南八幡写真クラ
ブ /☎370-6507和田
●第32回「公募・輪の輪展」の開催/10月13日（土）
～17日（水）午前10時～午後6時（17日は午後3
時まで）/文化会館/輪の輪工芸美術会/☎090-
1250-6636野竹内
●真間女声コーラス43周年演奏会/10月13日
（土）午後2時～4時/文化会館/全席自由1,000円
/要申し込み /真間女声コーラス /☎090-6041-
0836黒田（昼間）
●初心者向け粘土で作るミニ苺と花/10月16日・
23日いずれも火曜日午前10時30分～午後0時30
分/宮田地域ふれあい館/1,500円（材料費込み）/
要申し込み /夢の花クレイアート/☎324-4277林
（昼間）
●夢ふたたび作品展/10月17日（水）～21日（日）午
前10時～午後5時（21日は正午まで）/全日警ホー
ル /「げんき会」市川失語症友の会/☎090-5346-
8010及川
●親子で楽しむ絵本読み聞かせ広場/10月20日
（土）午前10時～11時30分/男女共同参画セン
ター /500円（資料代）/要申し込み /NPO法人子
育て・教育支援センターピア/☎050-3395-4187
木村
●サマーアートキャンプ写真展/10月20日（土）
午前11時～午後4時／芳澤ガーデンギャラリー/

NPO法人 Art for children's SHINE/☎090-8569-
7394柴田
●秋のダンスパーティー /10月21日（日）午後1時
30分～4時30分/行徳公民館/1,000円/ダンス
サークル プロムナード/☎396-4037中津川
●大人のためのフルート演奏会/10月23日（火）
午前11時～11時45分/新井地域ふれあい館/マ
マさんフルートアンサンブル バンビーノ/☎080-
8867-3003河野（昼間）
●わたしのまちの写真展/10月24日（水）～30日
（火）午前9時30分～午後4時30分（30日は午後2
時まで）/木内ギャラリー/☎080-5473-9882伊藤
●ゴンドラの会展―写真・絵画・書/10月24日（水）
～28日（日）/午前10時～午後6時（24日は午前11
時から、28日は午後4時まで）/全日警ホール /ゴン
ドラの会/☎090-3220-3090大塚（夜間）
●市民講座子供のおねしょについて /10月25日
（木）午前9時30分～11時/新浜幼稚園/要申し込
み /千葉地区国立幼稚園・こども園PTA連絡協議
会/☎043-297-7011斉藤（昼間）
●キルト展 時を奏でるキルト達/10月25日（木）～
28日（日）午前10時～午後5時（受け付けは午後4
時30分まで）/芳澤ガーデンギャラリー /倉石泰子
とキルターズグループ /☎090-1209-1792倉石
●失語症の方のご家族が集う会です /10月27日
（土）午後1時30分～3時30分/信篤公民館/失語
症者家族会/☎090-6344-7899松井（昼間）
●懐かしの青春フォークが甦る /10月28日（日）
午後1時～2時/観賞植物園/FOLK・L&G/☎090-
1543-7506笠井
●第3回本八幡子供将棋まつり /10月28日（日）午
後1時～4時/勤労福祉センター分館/要申し込み
/本八幡子供将棋教室/☎090-6508-3925内ヶ崎
（昼間）
●スペシャル憲法カフェいちかわ /10月28日（日）
午後5時30分～7時30分/全日警ホール /1,500円
/要申し込み /憲法カフェいちかわ /☎090-8853-
1245門田
●第三十一回那須大卿書篆刻同人展/11月2日
（金）～4日（日）午前10時～午後6時（4日は午後
4時まで）/行徳文化ホール I&I/墨隆書道会/☎
357-0357那須（昼間）
●Bの会三人展（油彩）/11月2日（金）～7日（水）午
前11時～午後6時（2日は午後1時から、7日は午後
5時まで）/全日警ホール /Bの会/☎080-5016-

6282松田（昼間）
●年賀状木版画づくり /11月4日・11日・18日・25
日いずれも日曜日午前9時～正午/中央公民館
/2,500円/要申し込み /木版画同好会/☎322-
3466阿部
●傾聴ボランティア養成講座/11月10日・17日・24
日、12月15日、平成31年1月19日、2月16日いずれも
土曜日午後1時30分～4時30分/行徳公民館、行
徳文化ホールI&I/1,000円/要申し込み/傾聴ボラ
「うさぎの耳」/☎373-3880村山
♥法華経寺・真間山弘法寺との係り /11月11日
（日）午後0時15分～5時/山崎製パン企業年金基
金会館（市川1-3-14）/500円/要申し込み /万葉の
里真間史蹟

せき

保存会/☎322-2554陶山（つやま）

語学・教育
●海外で使える旅行英会話と基礎/月3回土曜日
午前10時～11時(上級)、午前11時～正午(中級)/
男女共同参画センター /月3,000円、教材費別途/
アニーズ英会話/☎332-2029大塚
●楽しく中国語初～中級　見学随意/第1～3水
曜日午後7時～8時30分/信篤公民館/月3,000円
/中国語サークル /☎322-7255加藤
●60～80歳まだ出来る初英会話/毎週金曜日午
前10時30分～11時30分/勤労福祉センター本館
/入会金1,000円、月4,400円/ABC英会話/☎090-
6007-1034相良(夜間)
●ビジネス・時事英語活用会話/毎週日曜日午
前10時～正午/勤労福祉センター分館/入会金
2,000円、月2,000円/ABCサークル /☎323-3305
林

スポーツ・健康
●健康太極拳･八段錦(60歳以上)/第1･3土曜日
午前10時～正午/いきいきセンター北方/月500
円/太極拳同好会B班/☎335-5203松本(夜間)
●楽しく健康体操(60歳以上)/第2木曜日･第4火
曜日午前10時～11時30分/いきいきセンター北
方/月1,000円/健康体操同好会/☎332-3878今
川
●菅野健康体操ヨーガ /毎週木曜日午後1時～3
時/菅野公民館/1回600円/菅野健康体操ヨーガ
/☎322-5522吉田(夜間)
●楊名時太極拳で心と体を健康に /毎週金曜日
午前10時～正午/八幡地域ふれあい館/1回500
円/健康太極拳教室/☎379-1580鳥飼
●ダーツ仲間、初心者募集中/第1・3木曜日、第2・
4土曜日午前9時30分～正午（土曜）、午後2時～4
時30分（木曜）/鬼高公民館/月1,000円/鬼高ダー
ツクラブ /☎327-4039石川（昼間）
●太極拳10月3ヶ月コース会員募集/毎週日曜
日午前9時30分～10時30分/南行徳公民館/入
会金1,000円、月2,000円/太極拳 清風会/☎090-
7820-6318斉藤

舞踊・ダンス
●回して踊ろうバトントワーリング /毎週水曜日
午後6時～7時/曽谷公民館/月4,000円/ユニバー
サルバトン/☎090-9347-8621田中
●はじめてのフラダンス　親子歓迎/第2・4火
曜日午後7時30分～8時30分/西部公民館/入会
金3,000円、月2,500円、その他300円/KWUM 
HULA Luana/☎080-6723-2869雫石（夜間）

音楽・芸能
●詩吟で楽しく健康に始めませんか /第1･3土
曜日午後2時～4時/大野公民館/月2,000円(5月
と11月は月3,000円)/大野詩吟クラブ翔/☎090-

7906-3780山下
●始めてみよう　子供ミュージカル /毎週金曜日
午後6時～8時/市川駅南公民館/入会金6,480円、
月8,230円、楽譜代3,390円/本八幡子どもミュー
ジカル /☎090-9645-8080伊藤
●アルゼンチンタンゴを音と映像で /年4回午
後1時30分～4時30分/男女共同参画センター
/1回1,000円/タンゴ・クラブ市川/☎080-1080-
9179弓田
●詩吟教室・初めての方、見学歓迎/第1・3月曜
日午後2時～4時/幸公民館/入会金1,000円、月
1,000円/岳央吟道会 幸教場/☎370-2118大久保
（夜間）
●詩歌吟詠　初めての方歓迎します /第1・3火
曜日午後0時45分～4時/中央公民館/月1,500円、
6月・11月は追加で1,000円/桜吟会市川第二/☎
334-9352大嶋
●民謡、会員募集、60歳以上/毎週金曜日午前10
時～正午/いきいきセンター市川/月1,000円/民
謡同好会/☎090-2169-6344﨑田

書道・絵画
●楽しく絵手紙はじめませんか /第3火曜日午前
10時～正午/市川駅南公民館/月1,500円/絵手紙
水仙の会/☎705-5653荒井(昼間)
●水彩画アクリル画デッサン油彩等/火または水
曜日各月3回午後1時～4時/全日警ホール /入会
金3,000円、月7,000円/市川アートクラブ/☎050-
3076-0412浅野
●シニアの為の絵手紙始めませんか /第2火曜
日午後2時～5時/勤労福祉センター本館/入会金
100円、月1,200円/国連NGO新日本婦人の会市
川支部/☎090-9005-4963森(昼間)
●書を楽しむ60歳以上初心者歓迎/第2･4土
曜日午前10時～正午/いきいきセンター分館/月
1,000円/書道同好会/☎090-5801-8948西川
●水彩画アクリル画デッサン油彩等/第2・4木曜
日午後1時～3時/男女共同参画センター /入会金
3,000円、年会費60,000円（半期ごとに分納）/AOIE
（アオイエ）/☎080-8838-9675工藤
●水彩画・油絵・絵手紙・デッサン /月6回（水曜日、
木曜日、土曜日各2回）午後3時～6時/勤労福祉セ
ンター分館/入会金2,000円、月4,000円/アート
ルームミドリ/☎378-5204伊藤
●絵手紙（要予約）体験　見学可/第1・2水曜日午
前10時～11時30分/南行徳市民談話室/月1,200
円/絵手紙同好会/☎397-4739峯﨑（昼間）

その他
●俳句無料体験募集/第2･4金曜日午後1時～
4時/男女共同参画センター /無料3カ月間/俳句
「河」/☎327-9080酒井
●初心者OK 男達で料理を楽しむ /第3日曜日
午前9時～午後1時/行徳公民館/入会金1,000円、
月2,000円/だんちゅう会/☎080-5033-9647宇
賀神(夜間)
●図書館を応援するボランティア /第1･3日曜
日受付午前11時～午後3時/中央図書館/年会費
1,000円/市川図書館友の会/☎321-1696橋場
●会員募集中。ご一緒に対局を /毎週火～日曜
日午後1時～4時/いきいきセンター市川/入会金
1,000円、会費半年2,000円/市川碁友会/☎324-
4119有富
●季節のお花を生ける /第1・3木曜日、第2・4土曜
日午後1時30分～4時/行徳公民館/花代実費/鈴
禾会（れいかかい）/☎396-7147川口（夜間）
●囲碁会員募集/毎週火～日曜日午後1時～4時
30分/いきいきセンター宮久保/入会金1,000円、
年会費4,000円（分納可）/宮久保囲碁クラブ /☎
090-3818-7662李（昼間）
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【川柳選評】 マスミさんは後2年ぐらいでは衰えませんよ。４年後は冬の北京、６年後
はパリです。レッツゴー。 照子さんの耳はＡＩのようですね。中七が川柳味のある良い
言葉選びです。美しい老いです。準一さんの句は、奥さんの気持ちを詠んだような
気がします。身の丈は読む人によってサイズが変わりますね。ちよ子さんの句は、若さ
があっていいですね。老いを詠む人が多い中で、光り輝いています。蓉子さんは疎
開先で苛

いじ

められていたのをガキ大将に助けられたのでしょうね。温かい句です。

本広場への掲載は、各施設にある「平成30年度市民の広場掲載依頼書」に
より、‘記載の決まり’に従ってお申し込みください。

☎712-8632、FAX712‐8764広報広聴課

このコーナーは１週号に
掲載しています。

たのしもう
………………イベント・公演会………………

やってみよう
……………仲間募集～趣味・交流……………

■各部門の締め切り日と掲載号
締め切り日現在で、直近の掲載号への応
募作品とします。はがきなどの用紙に、
未発表のものを締め切りごとに1人3作
品（要ふりがな）まで
【応募方法】 応募部門・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を明記のうえ、各締め切り
日までに、直接または郵送で広報広聴課（仮本庁舎）（〒 272-8501※住所不要）
☎712-8632同課

締め切り日（消印有効） 掲載号
短歌 10月19日（金） 12月1日号
川柳 11月20日（火） 1月1日号
俳句 12月20日（木） 2月2日号
締め切り日にご注意ください
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広報うちかわ

　今号で子育ての特集を担当しました。リニューアル第1号ということで

プレッシャーも感じていたのですが、取材させていただいたすてきなみな

さんのおかげで無事発行を迎えることができました。そして、いろいろな

表情を見せる子どもたちのかわいいのなんの。不思議そうにカメラを見

たり、全然見てくれなかったり、時たま笑顔を見せてくれたり、ファインダー

越しに胸キュンです。自分も子育て奮闘中ですが、わが子もこんな小さ

かったなと思い出を重ねながら取材してしまいました。

　今号からリニューアルした広報いちかわ、みなさんに読みやすく、親し

みを持っていただけるよう努力してまいります。これからも広報いちかわ

をよろしくお願いします。



広告

市では有料広告を掲載しています。なお広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。詳しくは広告主にお問い合わせください。
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「マイタウンいちかわ」の過去の放送
内容は、 市公式YouTubeチャンネル
（2次元コード参照）から。

10月6日（土）～12日（金） 10月13日（土）～19日（金）

特集 動植物園に行こう特集 10月6日号からリニューアル
「広報いちかわ」

J:COM市川（CATV）
デジタル11ch      〈広報広聴課〉
放送時間 ： 9：00／12：00／
20:00／23：00

アイ・トピックス

市内の話題・出来事をお届けします。

詳しくは市公式SNSを見てください。       〈広報広聴課〉
市公式SNS
2次元コード

　ことし百歳を迎える高齢者を対象に、市長が直接お祝いに伺う百歳高齢者訪
問が行われ、奥野静枝さん、石川陽子さん（写真）に賞状と花束、記念品が手渡さ
れました。
　奥野さん、石川さんに今回の訪問の感想について伺うと「ありがとうございま
す」「みなさんに支えられて生きてきました」と感謝の言葉を述べられ、感極まり
言葉に詰まる場面もありました。

　気づけば9月ももう10日。だ
んだんと季節が変わってきま
すね
#カコソラ#市川市#千葉#川
#ichikawa #ichikawacity #sky
#chiba #river #雲#japanese
#sunset#cloud#夕焼け#夕景
#skylovers #september#ins
tagood

　今回の特集では、市内の和洋菓子店な
どが自慢の地域ブランド「市川のなし」を
使って開発した、さまざまな加工品を紹介
しています。詳しくは下記2次元コードか
ら視聴できます。

市川のなし
グルメ＆スイーツ

百歳を迎えて

江戸川夕景

　9月1日は市の体験学習事業「米っ人(こ
めっと)くらぶ」の稲刈り作業日でした。
　この稲は田植えから草取りなど、参加し
た家族が春から大切に育ててきたもので
す。
　今年の出来は、猛暑にも負けずずっしり
とたくさんの実がついたそうです。

春から育ててきた
稲を収穫

#江戸川#アイリンクタウン#市川市#彼岸
花#リコリス#曼珠沙華 #higanbana
#lycoris#もう9月も19日だった#Septe
mber#花#秋#flower#chiba#japan#ic
hikawacity#nature#instagood#autu
mn

秋の気配
みーつけた！

　動植物園では9月
15日から17日まで、
「市川のなし」の大玉
コンクールに出品さ
れた梨の展示を行い
ました。 中には赤ちゃ
んの顔と同じくらい
のものもありました。

僕の顔より大きいかも

Twitter Facebook Instagram

9/17 9/15

9/19
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9/29/15～21

市川市住民基本台帳人口（8月31日現在） ▶487,380人　男 247,330人／女 240,050人／242,795世帯　2018年（平成30年）10月6日　No.160112


