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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

　超高齢化社会を迎えても安心して生活できるよ
う、自分や家族の人生の最終段階、その時間をどう
過ごすのかについて一緒に考えてみましょう。

12月20日（木）午後1時30分（開場は30分前）～
3時30分

全日警ホール
講 山

やまざき

崎章
ふみ

郎
お

氏（医師）
市内在住・在勤・在学の方、申込順300人
12月19日（水）までに☎712-8521

または FAX712-8789で地域支えあい課

　平成31年4月1日～2020年3月31日の駐輪場定期使用者を募集します。
　駐輪場を定期使用・キャンセル待ちで登録している方（10月5日までに
申請した方）には、11月6日（火）
に使用申請書類を発送します。
住所変更などにより書類が届か
ない場合は新規申請の手続きが
必要です。
　詳しくは市公式Webサイトを
確認してください。

 712-6342交通計画課

●農業委員会
11月7日（水）午後1時30分～2時30分
／ 第1委員会室　　　　 （同事務局）
●子ども・子育て会議
11月14日（水）10時～正午／全日警ホー
ル第３会議室　　 　   （子育て支援課）
●景観審議会
11月12日（月）午前10時～正午／市川
南仮設庁舎1階会議室／当日先着5人

（まち並み景観整備課）

市では現在、地方教育行政の組織及び
運営に関する法律第1条の3の規定に
基づき、平成31年度～2022年度を対
象期間とする市教育振興大綱の策定を
進めています。この案をお知らせすると
ともに、広く意見の募集を行います。
募集期間　11月7日（水）～12月6日（木）
閲覧場所　市公式Ｗｅｂサイト、 企
画課、市政情報センター、市政情報コー
ナー（中央図書館、行徳図書館、大野公
民館図書室、男女共同参画センター）

市内在住・在勤・在学の方、または本
市に事務所・事業所を有する個人、法人
または団体。政策などに利害関係を有
する方、及び本市に関心を持つ方
提出方法　上記閲覧場所で配布の
意見用紙に住所、氏名（ふりがな）また
は団体名（代表者氏名）、意見を書き、
12月6日（木）までに持参、郵送（消印
有効）または FAX712-8763で企画課

（〒272-8501※住 所 不 要 ）。市 公 式
Webサイトからも提出可。

 ☎712-8591同課

地震・津波や武力攻撃などの発生時に
備え、全国瞬時警報システム（Jアラー

前）～3時30分
行徳公民館
当日先着80人
 ☎043-223-2439県環境政策課

（地域整備課）

図書館と関連施設は、図書館システム
入れ替え及び図書整理のため、休館ま
たは一部サービスを休止します。なお、
11月25日（日）午後6時～12月5日（水）
は図書館Webサイトサービスも休止し
ます。また、12月6日（木）から同Webサ
イトの URLが変更になりますので、ご
注意ください。

11月26日（月）～12月5日（水）（情報
プラザのみ11月25日（日）から休館）

☎320-3346中央図書館

11月5日（月）から、1人につき満点エコ
ボカード1枚でクリーンスパ市川（温浴
施設・プール2時間）を無料で利用でき
ます。なるべく平日に利用してください。

先着1,000人
☎712-8704ボランティア・ＮＰＯ課

参加企業20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29日（ 木 ）午 後1時30分（ 受 付
は30分前）～4時

市川グランドホテル（市川1-3-18）
おおむね39歳以下で正社員就職を

ト）を使用した防災行政無線の一斉訓
練放送を行います。

11月21日（水）午前11時
 ☎704-0065地域防災課

工事監査を実施しました。監査結果及
び過去の指摘事項についての措置報
告は、市公式Webサイト、市政情報セン
ターなどで閲覧できます。
監査実施日　6月1日
監査対象　市川市東消防署高谷出張
所新築工事

（監査委員事務局）

 
市川市は、昭和59年（1984年）11月15
日に核兵器廃絶平和都市宣言を行い
ました。 この宣言を広くみなさんに知っ
ていただくとともに、改めて生命の尊厳
を認識し、世界の恒久平和を願います。

 ☎712-8643総務課

三番瀬の再生について、県民、地元住
民、漁業関係者、環境保護団体などから
広く意見を聴くために行います。

11月11日（日）午後2時（受付は30分

希望する方
履歴書複数枚、ハローワークカード

（なくても可）
☎370-8609ハローワーク市川

（商工振興課）

市内の小・中学校知的障がい特別支援
学級の児童・生徒による、劇・合唱・ダン
スなどの学習発表会です。

北部＝11月24日（土）午前10時～
午後4時／文化会館、南部＝12月1日

（土）午前9時10分～午後2時30分／行
徳文化ホールＩ＆Ｉ

☎383-9338指導課

いつ起こるか分からない災害に備え、
家具類の安全対策や防災用品の点検、
避難場所や家族との連絡方法など、身
の回りの防災について再確認しましょ
う。
・家具類は転倒防止器具を使い、家具の
転倒・落下・移動防止対策をする。

・防災用品を点検し、懐中電灯やラジオ
などが使用できるよう電池などを確認
する。

☎320-0668消費生活センター

雨水の再利用や水害対策に役立つ浸
透施設及び小型貯留施設の設置費用
の一部を助成しています（要事前申
請）。詳しくは市公式Webサイトを確認
してください。
○雨水浸透施設
浸透効果の高い地域にある既存の建
築物（新築・増築を除く）が対象です。
○雨水小型貯留施設

・浄化槽転用型＝不要になった浄化槽
の洗浄費とポンプ設置工事に係る費用
が対象です。

・雨どい取付型＝施設購入費、設置に係
わる費用が対象です。

☎712-6361河川・下水道管理課

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

～自分で決めたい、自分のこと～

在宅医療講演会
人生の最期をどう迎えたいですか

平成31年度市営駐輪場

定期使用の申請が始まります

11月7日（水）

12月6日（木）
（抽選対象）

▲山崎章郎氏

中央・行徳・自動車・南行徳・信篤・市川駅南
口の各図書館、平田図書室、男女共同参画
センター情報資料室及び大野公民館図書
室、福栄・塩焼・大柏・稲越の各市民図書室

世界の恒久平和と安全は、人類共通の
願いである。
この普遍の願いにもかかわらず、核軍備
の拡張は依然として行われており、人類
は核戦争の脅威にさらされている。
わが国は、世界唯一の核被爆国として核
兵器の恐ろしさ、被爆者の苦しみを世界
の人々に訴え、再び広島、長崎の惨禍を
絶対に繰り返させてはならない。
私たち市川市民は、生命の尊厳を深く
認識し、国是である非核三原則が完全
に実施されることを願い、いかなる国の
いかなる核兵器に対してもその廃絶と
軍縮を訴え、恒久平和確立のため、ここに

「核兵器廃絶平和都市」となることを宣
言する。　

昭和59年11月15日　市川市

情報プラザ、千葉商科大学付属図書館

西部・曽谷公民館図書室
※東部公民館図書室は工事のため休館中

休館する施設

核兵器廃絶平和都市宣言
貸し出し・貸し出しの延長を休止する施設

貸し出し・貸し出しの延長・返却・予約受付
を休止する施設

傍聴しよう〈希望者は直接会場へ〉

Ｊアラートを使用した
防災行政無線の情報伝達訓練

雨水浸透施設及び
小型貯留施設設置の助成金満点エコボカードで

「クリーンスパ市川」に入ろう

核兵器廃絶平和都市宣言文

監査結果のお知らせ

三番瀬ミーティング

図書館休館のお知らせ

いちかわ若者就職面接会

合同学習発表会

災害に備えて日頃から安全対策をパブリックコメント
市教育振興大綱（案）に関する
意見の募集
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…市公式Webサイトのイベントポータルサイトで申し込めます。  　　…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

暴力はどんな理由があっても決して許
されるものではありません。
市では同月間中、ＤＶ防止講座「子ど
もたちをＤＶ加害者にも被害者にもさ
せないために」や、女性のための情報＆
アートスペース「ベルヴィ」などを行い
ます。全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」による相談などもあります。詳し
くは市公式Webサイトを確認してくだ
さい。

☎322-6700男女共同参画課

労働者を1人でも使用する（農林水産
業の一部を除く）事業主は、労働保険

（労災保険・雇用保険）に加入すること
が法律で義務づけられています。未手
続き事業の事業主は至急、加入手続き
をしてください。
詳しくは千葉労働局労働保険徴収課ま
たは最寄りの労働基準監督署、ハロー
ワークに確認してください。

☎043-221-4317千葉労働局労働
保険徴収課

（商工振興課）

次のことに注意して、動物による事故や
迷惑を防止しましょう。
●公園なども含め、犬の放し飼いは禁
止されています。
●犬の登録と年1回の狂犬病予防接種
は、法律に定められた飼い主の義務で
す。
●猫は屋内で飼いましょう。
●犬猫合わせて10頭以上飼う場合、健
康福祉センター（保健所）への届け出が
必要です。

☎377-1103市川健康福祉センター
（環境保全課）

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。

未処理の PCB使用安定器把握のため、
県では10月からアンケート調査を実施
しています。調査対象者には調査用紙
が送付されますので、回答してください。

☎043-223-4344県環境生活部廃
棄物指導課　　  （循環型社会推進課）

納税通知書送付用封筒の裏面に税目
ごとに有料広告を掲載します。
詳しくは、市公式Webサイトを確認して
ください。
募集期間　11月5日（月）～16日（金）
広告を募集する封筒　市県民税（普通
徴収）、軽自動車税、固定資産税・都市計
画税、国民健康保険税の各納税通知書
送付用封筒

☎712-8652納税・債権管理課

❶11月7日（ 水 ）午 後2時 ／ダイ
エー市川店 （市川1-4-10）❷11月14日

（水）午後2時／行徳公民館❸11月21日
（水）午前10時／全日警ホール❹11月29

日（木）午後2時／南行徳市民談話室
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）

裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙
管理委員会が選挙人名簿からくじで無
作為抽出した名簿を基に、全国の地方
裁判所で作成されます。平成31年の
裁判員候補者名簿に登録された方に
は、今年11月中旬に名簿に登録された
ことの通知を送ります。

☎043-333-5238千葉地方裁判所
事務局総務課　　　　　　  （法務課）

11月25日（日）～12月1日（土）の犯罪被
害者週間に合わせて、犯罪被害者など
に対する理解や支援がなされ、その尊
厳が守られる社会づくりを推進するこ
とを目的に開催します。

11月25日（日）午後1時（受付は1時
間前）～3時40分

千葉市生涯学習センター（千葉市中
央区弁天3-7-7）
内 第1部＝講演「悲しみを生きる力に
～被害者遺族からあなたへ～」／講師
＝入江杏氏（世田谷一家殺人事件被害
者遺族）、第2部＝被害者支援音楽会／
出演＝Carina Voce

申込順300人
☎043-225-5451千葉犯罪被害者

支援センター　　    （男女共同参画課）

電気機器に使用された PCB（ポリ塩化
ビフェニル）は、廃棄物の適正保管・期
間内処理が義務付けられています。業
務用・施設用蛍光灯器具の一部には、
PCB使用の安定器があり、その処理期
間は2023年3月31日までです。

健康や仲間づくり、社会参加に興味
がある、県内に住所を有する原則として
60歳以上（昭和34年4月1日以前生ま
れ）の方
募集案内配布・募集受付期間　11月9日

（金）～12月28日（金）
募集案内配布場所　地域支えあい課

（分庁舎C棟）・行徳支所・南行徳市民セ
ンター・大柏出張所・市川駅行政サー
ビスセンター、同大学校各学園、各地
域振興事務所、県高齢者福祉課。県公
式Webサイトからもダウンロード可。
郵送希望の方は、あて先を書き140円
切手を貼付した返信用封筒（角2）を同
封の上、同大学校事務局（〒260-0801
千葉市中央区仁戸名町666-2）

☎712-8518地域支えあい課、☎043-
266-4705千葉県生涯大学校事務局

　市川の地に人が住み始めたのは、約2万

5千年前の旧石器時代に遡
さかのぼ

ります。以来、

貝塚が数多く発見されている縄文時代、日

蓮と法華経寺に代表される中世、行徳の

塩づくりが盛んだった近世など、現代に至

る長い時の流れの中で、数
あ ま た

多の人びとが

この地を訪れ、この地に暮らしてきました。

そんな人びとの活動の痕跡が市川の歴史を形作り、現代を生きる私たちに地

域への愛着と未来への教訓を与えてくれています。

　この市川の歴史を紹介する施設が、考古博物館と歴史博物館です。考古

博物館では平田１丁目から出土した5千年前のコククジラの骨が、歴史博物館

では昭和の初めの市川町と中山町の街並みを描いた鳥
ちょうかんず

瞰図が、来館者を迎え

てくれます。両館とも、市内の小学生が授業の一環として訪れ、火おこし体験

や複製した縄文土器によるアサリ汁の食体験、昭和30年代の衣食住に関する

生活道具に触れる体験などをしています。

　市川の長い歴史を探求し、未来への道しるべとするためにも、多くの方に博

物館を訪ねていただきたいと思います。

ムラコシコラム 市長 村越祐民

未来につなげる市川の歴史

▲考古博物館にて

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

4（火）・18（火）

17（月）

①

①

①

①

①

②

②

②

①

②

5（水））・19（水））

14（金）

21（金）
7（金）

13（木）

14（金）

20（木）
27（木）

21（金）

10（月）

10（月）

12（水））・26（水））

10（月）

6（木）

6（木）

5（水）・19（水））

20（木）

11（火）・25（火）

18（火）

12（水））・26（水））

19（水）

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5月生まれ
（11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 2 7 年 6 月生 ま れ
（11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12月

平成31年度市税納税通知書
送付用封筒の有料広告

11～12月は
「労働保険適用促進強化期間」

11月は「ＤＶ（ドメスティック・
バイオレンス）根絶強化月間」

11月は「動物による
危害防止対策強化月間」

犯罪被害者週間
「千葉県民のつどい」

PCB使用安定器の
掘り起こし調査を実施

シルバー人材センター入会説明会

裁判員制度の名簿記載通知を発送

募　集

千葉県生涯大学校学生
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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

勤務内容　市内の放課後保育クラブ
における児童の生活支援など
勤務場所　市内放課後保育クラブ

（46施設119教室）。自動車通勤不可
資格・人数　65歳未満で❶保育士、教
諭免許（幼・小・中・高）、社会福祉士のい
ずれかの資格を有する方❷高卒など
であって、児童福祉事業または2年以上
放課後児童健全育成事業に類似する
事業に従事した方（時間数及び職種な
どの規定あり）❸大学において下記の
課程を修めて卒業した方（社会福祉学
科、心理学科、教育学科、社会学科、芸術
学科、体育学科）、30人
選考試験　筆記・面接。12月7日（金）
雇用期間　平成31年4月1日～2020年

社会福祉協議会所定の履歴書で受け
付け（郵送不可）

☎320-3124同協議会保育クラブ担
当室

（青少年育成課）

11月8日・22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視覚障害者福祉

会（飯作）
（障害者支援課）

11月17日（土）午後2時（受付は1時
間前）～3時

国際医療福祉大学市川病院研究棟
（国府台6-1-14）
内 講演「あなたにも身近な形成外科」
の他、リハビリ体操、血圧測定

申込順150人
講 松﨑恭一氏（同大学医学部形成外
科学主任教授）

☎375-1111同病院総務課
（保健医療課）

親子で楽しく遊んで、子育ての情報交
換をしませんか。
内 子育てミニ講座「０～３歳までの成
長過程と関わり方」

11月12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歳までの親子、申

込順20組
☎711-1736すこやか応援隊

市では、2020年度の開庁を目指して新
第1庁舎の建設工事を進めています。
今回の見学会では工事概要の紹介・建
設現場の見学・ショベルカーやクレーン
などへの試乗などを行います。

12月9日（日）午前10時、午後2時（2

3月31日（更新あり）（試用期間3カ月）
月額　210,500円（6時間勤務）、更新
時昇給あり、交通費規定内支給、賞与な
し

平日の午前9時～午後5時に電話後、
社会福祉協議会所定の履歴書で受け
付け（郵送不可）

☎320-3124同協議会保育クラブ担
当室

勤務内容　市内の放課後保育クラブ
で保育クラブ支援員の補助
勤務場所　市内保育後保育クラブ（46
施設119教室）。自動車通勤不可
資格・人数　65歳未満の方（高校生不
可）・30人程度
雇用期間　12月1日～平成31年3月31日
時給　950円、交通費規定内支給

平日の午前9時～午後5時に電話後、

回開催。各回1時間程度）雨天決行
新第1庁舎建設工事現場
市内在住の小学校3～6年生とその

保護者（子ども1人につき保護者2人ま
で）、抽選で15組程度

または往復はがきに申し込み
事項（6面上段参照）と参加を希望する
回を書き、11月16日（金）まで（消印有
効）に新庁舎建設課（〒272-8501※住
所不要）。申込者には約1週間前までに
郵送で通知。

☎704-0066同課

義務教育学校である塩浜学園は、義務
教育9年間のつながりを大切にした教
育活動を推進しています。行徳支所管
内から指定学校変更を受け付けてお
り、バス通学や自転車通学も可（自転車
通学は7～9年生のみ可。一定の条件
のもと、許可が必要です）。

12月1日（土）午前10時～11時／
南行徳公民館、午後2時～3時／塩浜学
園前期校舎（旧塩浜小学校）

入学希望の家族または地域の方
上履き（塩浜学園会場のみ）
☎397-1250塩浜学園

（義務教育課）

●高齢者サポートセンター真間
11月8日（木）午後1時30分～3時
真間稲荷神社集会所（真間4-5-4）

内「災害に備えて確認しましょう」
申込順30人
☎322-8811同センター　

●高齢者サポートセンター国分
11月14日（水）午後1時～2時45分
西部公民館

内 国分地域交流会「知ろう　話そうデ
イサービス」

申込順20人
☎318-5565同センター　

●高齢者サポートセンター国分
11月15日（木）午後1時～2時30分
西部公民館

内 介護者家族の交流会
☎318-5565同センター

平成31年4月からの入所申請を受け
付けます。詳しくは市公式Webサイ
トを確認してください。
申請書類配布場所　青少年育成課

（南八幡仮設庁舎）、 総合市民相
談課、子育て支援課（アクス本八幡）、

子育てナビ行徳、大柏出張所、市
川駅行政サービスセンター、市公式
Webサイトからダウンロード可
申請受付期間　❶11月30日（金）～
12月17日（月）❷12月18日（火）～平
成31年1月15日（火）（12月5日（水）・
12日（水）は午後8時まで受け付け。
11月30日（金）～12月2日（日）のみ右
記の市内3カ所で受け付け。12月3日

（月）以降は南八幡仮設庁舎のみ受
け付けで郵送不可）。低学年、心身に
障がいのある児童及び❶の期間に
申請した児童優先。
●申請受付場所

☎383-9419青少年育成課

ISG国府台
冬の健康スポーツ教室 12 ～3月

国府台市民体育館、他
はがき（1人1枚1教室のみ）に、参加希望教室（教室コードと教室名）と

申し込み事項（6面上段参照）・性別・生年月日（親子プレスクールは保護
者、子ども共に）・電話番号を書き、11月10日（土）必着で ISG国府台

（〒272-0827国府台1-6-4）。国府
台市民体育館または同施設クラブ
ハウスにある申請書での申し込みも
可※応募者多数の場合は抽選し、
11月14日（水）合否はがき発送予
定。教室に余裕がある場合は11月
19日（月）午前9時から申込順で電
話予約（電話予約は複数教室・複数
人数も可）。

 ☎371-7800 ISG国府台 ▲みんなで楽しくヒップホップ

教室
コード

月1

土1

土3

土4

土5

土2

木1

木3

木4

木2

水1

水2

水3

水4

火1

火2

定員

30人

50人

60人

40人

50人

30人

60人

50人

40組

開催
期日

月曜日
全9回

毎週
土曜日
全15回

毎週
木曜日
全13回

毎週
水曜日
全14回

火曜日
全12回

時間

11：10～12：00

9：15～10：05

11：15～12：30

9：10～9：50

10：00～10：50

10：15～11：05

9：00～9：50

13：45～14：35

14：45～16：00

10：00～10：50

 9：30～10：20

10：30～11：20

11：30～12：45

11：40～12：30

11：00～11：50

12：00～12：50

¥4,600
（9回）

¥5,300　
（15回）

¥7,600　
（15回）

¥4,700  
（13回）

¥5,300　
（13回）
 ¥6,600　

（13回）
（ポール

レンタル代
1回¥100）

¥5,000　
（14回）

¥7,100　
（14回）
¥5,000　

（14回）

¥6,500　
（12回）

教室名

脳トレ 筋トレ さびない体づくり

楽しく筋トレ　パワーＵＰ

入門　誰でもできるハタヨガ

スーパー入門 ヒップホップダンス
（幼児、3歳～6歳）

チャレンジ ヒップホップダンス
（小学1年生～中学3年生）

楽しく筋トレ　バランスＵＰ

からだ  リカバリー
（手に入れようスムーズな動き）

笑顔で筋活　1日3分

ノルディックウォークで　ー10歳

からだ  リメイク
（手に入れよう動きやすい関節）

楽しもう　 エアロビクス

らくらく　エアロビクス

ハタヨガで 元気 長生き

フィジカルストレッチ

親子プレスクール 1歳児クラス
（対象：平成30年4月1日現在1歳）

親子プレスクール 2歳児クラス
（対象 ：平成30年4月1日現在2歳）

南八幡
仮設庁舎 午前

10時～
午後8時 午前

10時～
午後5時

午前
10時～
午後5時行徳

公民館

大野
公民館

午後
5時～8時 ー

11月
30日（金）

12月
1日（土）

12月
2日（日）

参加費
など

視覚障害者点字講習会

けんこう教室

新庁舎建設工事現場の親子見学会

平成31年度放課後保育クラブの
入所申請を受け付け

市立塩浜学園学校説明会

すこやかひろば in 二俣

こども・教育 高齢者サポートセンターの講座

高齢者

放課後保育クラブ補助支援員

放課後保育クラブ支援員

求　人

健康・福祉



92018年（平成30年）11月3日　No.1603
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歴史と
文化の
散歩道

Vol.69

　次は土器の破片をつなぎ合わせ
て、元の形に戻す接合作業です。
同じような破片ばかりで混乱してしま
いそうですが、文様や色、割れ口の
形などを見ながら根気よく探します。
それでも一部の破片が見つからず
隙間ができてしまった場合は、石こう
を入れて元の形を復元します。
　接合作業が終わると、実測作業です。土器を観察し、製作方法や文様、断面
の様子などさまざまな特徴を表現した実測図を作成するもので、整理作業の中でも
特に経験と知識が求められます。文様をはっきりと写しとりたいときには、和紙と墨
を使い拓

たく

本
ほん

をとることもあります。完成した実測図はパソコンで清書し、資料として
発掘調査報告書に掲載する準備をしていきます。
　こうした作業を経てまとめられた発掘調査報告書は、図書館などに置かれ、誰も
が閲覧できるようになります。みなさんの身近な場所でも多くの発見があったかもし
れません。専門的な内容も多少含まれていますが、興味のある方はぜひ一度手に
とってみてください。　　　　　　　　　　　　　　 （考古博物館　割田 吏）

の人びとが活動した痕跡が残る「遺跡」。こ
れは地域の歴史を知るための基礎となる大切

な文化財ですが、工事などの事情でやむを得ず壊さ
れてしまうこともあります。それに先立ち、遺跡の情報
を保存するために行われるのが発掘調査です。
　発掘調査は、大きく2つの作業に分けることができま

す。ひとつは発掘現場で竪穴住居跡などの遺
い

構
こう

や、土器・石器などの遺
い

物
ぶつ

を調
査し、図面や写真に記録する「発掘作業」。もうひとつは発掘作業で得られた成
果を整理・検討し、後世に伝えるための発掘調査報告書にまとめる「整理作業」で
す。今回は、百合台小学校の児童が訪れた文化財整理室で行われている整理
作業のうち、特に発掘された土器が整理されていく様子をご紹介します。（2〜3面
も参照）
　文化財整理室に運ばれた土器は、まず水洗いし、ブラシで土を落とします。一
見単純な作業に思えますが、土器には色が塗られていたり、墨で文字が書かれて
いたりするものもあるため、表面を観察しながら慎重に洗浄します。その後乾燥させ
たら、発掘場所を表す記号を、どんな小さい土器片であっても直接書き込んでいき
ます。これを注

ちゅう

記
き

といい、その後の作業にとって重要な行程となります。

発掘された土器の「その先」 ～文化財整理室の作業風景～

●高齢者サポートセンター南行徳第一
11月15日（木）午後1時30分～3時
行徳公民館

内 聞いてみよう「老後の住まいと選び方」
申込順50人
☎359-6660同センター

●高齢者サポートセンター国府台
11月22日（木）午後1時30分～3時
国府台町会会館（国府台5-23-5）

内 介護者の交流会
申込順10人
☎373-6539同センター

（介護福祉課）

「自分で自分を癒やすコツ」を学びます。
日々の疲れや緊張、滞りをゆるめ、明日
からを健やかに過ごすヒントを得てみ
ませんか。
講 加藤智子氏（ヨガ教師）

12月1日（土）午後1時（受付は30分
前）～3時

男女共同参画センター
市内在住・在勤・在学で60歳以下の

方、申込順30人（生後10カ月～未就学
児の託児あり、申込順10人）

または☎322-6700男女共同
参画課

11月18日（日）❶午前9時（受付は15
分前）～10時❷正午～午後4時（雨天
中止）

塩浜ドッグラン（小型犬ゾーン）
内 ❶生活に応用できるトリック教室
❷犬の譲渡会

❶畜犬登録している方・申込順5人
❷市内在住の方

❶☎712-6309環境保全課

11月16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

内 テーマ＝省エネ・節電、家庭での安全

11月14日（水）までに☎090-8962-
3189NPO法人子育て・教育支援セン
ターピア（松本）　

 （子育て支援課）

11月12日 （月）は開館記念日のため特
別開館し、観覧料が無料になります。な
お、翌13日（火）は休館となります。

☎333-2011同館

火災が発生しやすい時期に備え、家族
で楽しく防火・防災意識を身に付けら
れるよう、なりきり消防士体験、ミニ消
防車試乗体験の他、さまざまな消防体
験ができます。

11月11日（日）午前10時30分～午後
0時30分

ニッケコルトンプラザ　コルトン広場
（鬼高1-1-1）

☎333-2116消防局予防課

で上手な電気の使い方他。
11月5日（月）～15日（木）に☎320-

0668または直接、消費生活センター

第1部は国府台病院杉山温人氏（病院
長）が、肺炎で寝たきりにならないため
に自分でできることをテーマに講演し
ます。第2部はラーラ・マンドリンクラブ
のコンサートが行われます。

11月15日（木）午後1時30分（開場は
30分前）～3時30分

文化会館
当日先着440人
☎334-1128地域振興課

ボランティア活動経験者が日頃の活動
を振り返り、今後も活動を続けていくた
めに知っておきたい知識や技術を身に
つけます。

11月14日（水）・22日（木）、いずれも
午前10時～正午

勤労福祉センター本館
内 講 1日目＝「ボランティアを振り返ろ
う」「ボランティアの魅力とは」國府濱敦
子氏、2日目＝「これから目指すボラン
ティア」「ボランティアに期待すること」
村越洋子氏（社会福祉法人慶美会）

市内在住のボランティア活動経験
者、当日先着30人

☎320-4002社会福祉協議会 地域
福祉・ボランティアセンター

（ボランティア・ＮＰＯ課）

支援が必要な子どもへの理解、保護者
と支援者（教員、保育士、学校や療育の
現場などで子どもの支援に関わってい
る人）の相互理解と連携を深めていく
方法について講演会を行います。

11月17日（土）午前10時（受付は15
分前）～正午

男女共同参画センター
保護者、教員、保育士、療育など子ど

もの支援に関わる方など申込順72人
講 松浦俊弥氏（淑徳大学准教授）

動植物園、自然博物館、少年自然の家な
どでさまざまなイベントを開催します。
当日は家族の日を記念して、小中学生
は入園無料となります。詳しくは市公
式webサイトで確認してください。

11月18日（日）　午前9時30分～午
後4時30分（入園は午後４時まで）

動植物園・自然博物館・少年自然の家
入園料（高校生以上４３０円・当日は

小中学生は無料）
338-1960動植物園

自動車図書館「みどり号」が、3,000冊の
本を載せて大柏川ビジターセンターに
登場。本の貸し出しや絵本の読み聞か
せを行います。「自動車図書館に乗って
みよう」のコーナーでは、運転席で記念
撮影もできます。

11月17日（ 土 ）午 後1時30分 ～3時
30分（絵本の読み聞かせは午後2時～
2時30分）

大柏川ビジターセンター
☎320-3346中央図書館

「子どものスマホ依存」
児童虐待防止講演会

11月は児童虐待防止推進月間です

～特徴と対応について～
　ここ数年の間にスマホ（スマートフォン）が
急激に普及し、大人だけでなく子どもの生活に
も大きな影響を与えています。スマホ依存の
状態になると子どもの成長にどのような悪影
響があるのか、国府台病院の児童精神科医が
その特徴と対応についてお話しします。 

11月27日（火）午前10時30分～正午
全日警ホール

講 牛島洋景氏（国府台病院児童精神科医）
申込順200人
☎711-1736子育て支援課

▲接合した土器の隙間を埋め、元の形を復元

ヨガ体験講座

消費生活講座

中級ボランティアスクール

❶犬の無料しつけ方教室・
❷譲渡会の開催

市川市自治会連合協議会
大講演会

「共に切り拓こう 子どもの未来」
保護者と支援者の連携と協力で

講座・講演

東山魁夷記念館
開館記念日は観覧料無料

お出かけ ①

オータムファイヤー
フェスティバル

自動車図書館がやってくる 
in 大柏川ビジターセンター

大町レクリエーションゾーン
秋のフェスティバル
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子どもからお年寄りまで楽しめる
駅前公園
　駅前公園は東京メトロ東西線行徳駅から歩いて5
分程度と好立地で、散策路を抜けると大きな噴水が
あります。園内にいると駅前だということを忘れてし
まうくらい緑が多く、桜やバラも楽しめます。
　園内にはミニＳＬのレールが敷かれ、毎月第2日曜日

（8月を除く）に無料開放されます（雨天中止）。また、
夏季には25mプールや子ども用プールも無料で利用できるほか、季節を問
わずフリーマーケットが開催されることもあります。
　子どもからお年寄りまで楽しめる公園なので、一度訪れてみてはいかが
でしょうか。

I C H I K A W A  S P O T

園内にはさまざまな遊
具があり、

子どもたちが思い思いに
遊んでいます

ミニ SLは大人気で、
運行日には園内に行列ができます

11月10日（土）・11日（日）、24日（土）・
25日（日）午前10時～午後4時

水木洋子邸
☎320-3334文学ミュージアム

日本の伝統文化である茶道を通じて、
在住外国人と日本人との交流を深める
イベントです。茶道未経験の方も気軽
に参加してください。

11月25日（日）午前10時～正午
男女共同参画センター
外国籍の方とその家族、日本人の方、

申込順各5人（10カ月～未就学児の無
料保育あり。申込順5人）
講 鈴木侑子氏（裏千家教授）

☎322-6700同センター

11月16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「風と共に去りぬ」（1939年 アメリ
カ・カラー・有声・字幕・212分）

当日先着220人
☎320-3334文学ミュージアム

11月17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まんが世界昔ばなし「いばら姫／
おやゆび姫／しらゆき姫」（アニメ・カ
ラー・33分）
❷ジキル博士とハイド氏（1932年・アメ
リカ・モノクロ・有声・字幕・98分）

当日先着46人
☎320-3334文学ミュージアム

小・中学部の学習発表会や美術作品展
示、高等部の作業製品頒布などがあり
ます。

11月10日（土）午前9時10分～午後2
時15分

須和田の丘支援学校（稲越校舎）

上履きまたはスリッパ
☎383-9338指導課

江戸時代、享保年間以降、江戸の人口
は100万人を超えたといわれていま
す。この大消費地をまかなうため、銚子
方面からの鮮魚を輸送した「鮮魚街道

（なまかいどう）」についての勉強会で
す。

12月2日（日）午後2時～3時30分
歴史博物館
抽選50人
会員200円、一般300円
往復はがきに申し込み事項（6面上

段参照）を書き、11月17日（土）まで（消
印有効）に、同館（〒272-0837堀之内
2-27-1）

☎090-9231-4383同会
（歴史博物館）

市川産の海の幸を味わいませんか。天
候により、品物がない場合もあります。

11月18日（日）午前11時～午後3時
いちかわ観光・物産案内所
☎324-7751同施設

（地域整備課）

●市民合唱祭
市内53団体が出演する2日間の合唱発
表会。葛飾区との文化交流として、葛
飾区の1団体がゲスト出演します。出
演団体など、詳しくは公民館などで配
布のチラシを見てください。

11月10日（土）午前11時50分開演、
11日（日）午後0時30分開演

文化会館
☎334-7832市川市合唱連盟（酒井）

●市川市三曲協会定期演奏会
豊かな日本の古典音楽のうち20曲を
箏
こと

・三
さんげん

絃・尺八で演奏します。
11月11日（日）午前11時～午後4時
文化会館
☎337-1463同協会（柴田）

（文化振興課）

もみじ観賞会

「ボランティアガイド市川案内人の会」による
ウオーキング 紅葉を訪ねて

歴史博物館企画展示「発見 体験 昔のくらし」

　大町公園では、イロハモミジなど約500本が紅葉となり、深まる秋を満
喫できます。期間中、公園内のもみじ山は毎日開門します。（荒天時は閉
門）

11月17日（土）～12月2日（日）午前9時～午後4時
大町公園
☎338-1960動植物園

コース（約8km）　JR市川大野駅→駒形大神社→もみじ山→長田谷津→
観賞植物園（昼食）→市川霊園→親子ふれあい農園→天満天神宮→JR
市川大野駅（解散）

11月30日（金）午前10時（5分前に JR市川大野駅改札口周辺集合）～
午後3時

昼食・飲み物
☎324-7751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）

　例年好評の「発見　体験　昔
のくらし」を今年も開催します。
市内の昔の写真や、昭和30年代
の生活用具などを触ることがで
きます。大人は懐かしく、子ど
もは新しい発見が得られる展示
を家族で楽しんでください。

平成31年2月17日（日）まで
歴史博物館
☎373-6351同館

湊新田2-4　駐車場なし　トイレあり（多目的トイレあり）
☎712-6367公園緑地課

秋を見つけに出かけてみませんか

2

ベルホールシネマ

学校祭
「須和田の丘フェスティバル」

博物館友の会勉強会
利根川河岸から江戸川河岸へ

グリーンシアター

【芸術祭・文化祭】

茶道DE交流会
（Tea ceremony party）

お出かけ ②

市川産の焼ノリ、ホンビノス貝、
シジミなどの直売

水木洋子邸一般公開
「水木邸公開15年に寄せて」


