
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⽇時：平成30年11⽉19⽇（⽉）14:00〜
　　　　　　　　　　　　　　　場所：第1委員会室

タイトル オリジナル婚姻届を作りました。

⽇時 11⽉19⽇〜

場所 仮本庁舎市⺠課、⾏徳⽀所市⺠課、南⾏徳市⺠センター、⼤柏出張所、市川駅⾏政サービスセンター

内容

⽬　　的
婚姻の届出をされるお⼆⼈が、特別な届出書で思い出に残るような市川市のオリジナル婚姻届を作りました。
デザインには、ガーデニングシティいちかわのキャラクター「クロロとバララ」を取り⼊れた婚姻届となります。
今後、ご婚姻を予定されているカップルへお祝いの⼀つと考えております。

配布⽇
平成30年11⽉19⽇（⽉）

配布窓⼝
仮本庁舎市⺠課／⾏徳⽀所市⺠課／南⾏徳市⺠センター／⼤柏出張所/市川駅⾏政サービスセンター
※市川駅⾏政サービスセンターでは⼾籍届出受付はしておりません。

問い合わせ先 市⺠課　047-712-8650

タイトル 次期クリーンセンター整備・運営事業の延期について

⽇時 ー
場所 ー

内容

次期クリーンセンター整備・運営事業につきましては、現クリーンセンターが平成6年の稼働から約24年が経過し⽼朽化が
進んでいることから、平成36年度の本格稼働を⽬指して建設計画を進めていたところです。しかし、2020年東京オリン
ピック・パラリンピックなどの影響による建設業界の需要増加等の要因により、建設事業費が基本計画の時点より１００
億円以上⾼騰している状況であります。このことから、東京オリンピック・パラリンピック終了まで事業を⼀旦延期し、建設費
の動向について注視することと致しました。
また、事業の延期に併せて、⽣ごみの資源化や次期クリーンセンターの付加価値を更に⾼める⽅法等について検討する
予定としております。

問い合わせ先 清掃施設計画課　047-328-5374

２．その他の会⾒項⽬
タイトル 平和ポスター展と交通安全ポスター展

⽇時 平成30年12⽉12⽇（⽔）〜24⽇（⽉）10時〜19時30分（⼟・⽇・祝⽇は18時まで。17⽇（⽉）は休館
⽇）

場所 メディアパーク市川 1階 エントランスホール

内容

今年度に市内⼩学校・中学校より応募いただいた「平和ポスター」311点の中から、⼊選した36点（優秀賞・優良賞・
佳作）を展⽰します。
市内⼩学校より応募いただいた「交通安全ポスター」331点から⼊選した6点(優秀賞・優良賞・努⼒賞）を展⽰しま
す。

問い合わせ先 総務課　047-712-8643     交通計画課　047-712-6341

平成30年11⽉定例記者会⾒

１．主な会⾒項⽬
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タイトル コレクターと⾏く⾻董市　〜富岡⼋幡宮〜
⽇時 平成30年12⽉23⽇（⽇祝）　9時10分から12時30分
場所 市川市⽣涯学習センター2階　⽂学ミュージアム　企画展⽰室前

内容

企画展「櫛とかんざしの物語」関連イベントです。
コレクターは⾻董市でどんな品物に魅かれるのか、興味ありませんか。
胡蝶庵コレクションの川合マサエ⽒の解説とともに、企画展「櫛とかんざしの物語」を⾒学後、富岡⼋幡宮参拝と⾻董市
をめぐります。
【解説】川合マサエ（胡蝶庵コレクション）
【定員】30⼈
【費⽤】500円（当⽇観覧券付き）
【⾏程】 9時10分　     ⽂学ミュージアム企画展⽰室前　集合
　　　　  9時20分　　  企画展⽰室にて川合⽒による展⽰解説
　　　　 10時20分頃　⼤型バスで富岡⼋幡宮へ出発
　　　　 11時10分頃　富岡⼋幡宮（東京都江東区富岡1-20-3）着　参拝後、⾻董市巡り開始
　　　　 12時30分　   現地にて解散

問い合わせ先 ⽂学ミュージアム　047-320-3334

タイトル 忍者・⻘⿓窟⾒参！　親⼦で楽しめる忍者ショー
⽇時 平成31年1⽉14⽇（⽉祝）　①11時から　②14時から（開場は各回30分前）
場所 市川市⽣涯学習センター2階　グリーンスタジオ

内容

⽂学ミュージアムに忍者がやってくる！　忍者体験や忍者と写真も撮れます。
【定員】各回先着240⼈
【費⽤】無料

問い合わせ先 ⽂学ミュージアム　047-320-3334

タイトル 市川梨丸くんとの記念撮影会
⽇時 11⽉22⽇　午前9時30分〜午後2時40分
場所 仮本庁舎２階エレベーターホール

内容

⽬　　的
市⺠課に来庁された⽅々へ喜んでいただけるようなイベントとして、市川市のキャラクターのひとつである市川梨丸君と⼀
緒に思い出となる撮影会を実施します。

概　　要
「いい夫婦の⽇」と⾔われる11⽉22⽇、婚姻の届出をされるカップルが多く、届出時に思い出として撮影をされていること
から、少しでも喜んでもらえるよう市川梨丸君との撮影を職員がご案内します。また、婚姻届出以外で市⺠課に来庁され
た⽅々も、思い出として記念撮影を⾏います。なお、撮影時は「ご結婚おめでとうございます」や「ご誕⽣おめでとうございま
す」などの記念撮影⽤パネルなどを活⽤して撮影を⾏う予定です。

⽇　　時
平成30年11⽉22⽇（⽊）
　
撮影時間
9：30〜9：50 /10：10〜10：30 /10：50〜11：10/11：30〜11：50 /13：00〜13：20 /13：40
〜14：00/14：20〜14：40　　計7回

場　　所
仮本庁舎2階エレベーターホール

問い合わせ先 市⺠課　047-712-8650
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タイトル 第9回市川市こども発達センター発達障がい児シンポジウム
⽇時 平成３１年１⽉１４⽇（⽉・祝）　１３時３０分から１６時３０分（開場１３時）
場所 市川市⽂化会館　⼩ホール

内容

発達障がいの⼦どもたちを⽀えるために必要な障がい特性の理解と⽀援について、多くの⽅に知っていただくことを⽬的に
⾏っています。
〇基調講演　「気になる⼦への適切な理解と⽀援」〜ユニバーサルデザインを学ぼう〜
　　講師　　　明星⼤学⼼理学部　⼼理学科　教授　⼩貫　悟　⽒
〇シンポジウム『「できた」「わかった」が⾃信を育てる』〜ユニバーサルデザインを取り⼊れよう〜
　　シンポジスト　・市川市学校教育部　指導課　　　　　　　　副主幹　杉本⽣美
　　　　　　　　　　・市川市こども発達センター　あおぞらキッズ　主査　　　伊豫眞⼈
　　　　　　　　　　ご家族
【対象者】発達障がいに関⼼のある⽅、⽀援者の⽅　（⼿話通訳・要約筆記・⾞椅⼦席があります。）
【費⽤】無料
【申込】市川市こども発達センターのホームページ、市川市イベントポータルサイト、または電話、FAXにて、
　　　　⽒名（参加者⼈数・お⼦さんの⼈数）、住所を　明記の上、お申込ください。
　　　　電話　047(370)3577
　　　　FAX　047(376)1115
【定員】４００名
　　　　※先着４００名となり次第、受付を終了させていただきます。
【主催】市川市こども発達センター

問い合わせ先 発達⽀援課　047-370-3577

タイトル 猫の譲渡会
⽇時 平成30年12⽉2⽇（⽇）10時から12時
場所 市川南仮設庁舎

内容

　地域問題化しつつある野良猫問題への取り組み並びに猫の飼い主（⾥親）さがしを⾏っている⽅への⽀援の⼀環とし
て、譲渡会を開催します。
　この譲渡会は、市⺠の⽅が飼育・保護している猫の飼い主をさがす会であり、猫の適正飼育に関する知識を習得して
いただくために、飼い主向けの講習会も同⽇実施します。

【募集】
・猫を飼いたい⽅（10時から10時30分に開催する講習会の受講必須。猫は後⽇引き渡し）、申込順35⼈
　11⽉30⽇（⾦）までに申込
【費⽤】
・譲渡にあたってはワクチン代などの⼀部費⽤負担が⽣じる場合あり
【主催】市川市
【協⼒】千葉県動物愛護センター東葛飾⽀所、千葉県市川健康福祉センター（市川保健所）

問い合わせ先 環境保全課　047-712-6309

タイトル お正⽉ミニＳＬ特別運⾏について

⽇時

平成31年1⽉3⽇（⽊）
「ミニＳＬ」10時30分から12時、13時から14時30分
 「はやぶさ」9時45分から11時45分、12時45分から16時

場所 動植物園内　ミニてつ広場

内容

　お正⽉の特別開園にあわせて、本物同様に⽯炭で⾛るミニSL（蒸気機関⾞）が⾛ります。また、当⽇は、新幹線Ｅ
５系「はやぶさ」も⾛ります。

問い合わせ先 動植物園　047-338-1960
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タイトル ⼤町レクリエーションゾーン　初夢フェスティバル
⽇時 平成31年1⽉13⽇（⽇）　9時30分から16時30分
場所 動植物園、⾃然博物館、少年⾃然の家

内容

　動植物園では、クラフト作り・こま廻しなど、お正⽉遊びのイベントを実施します。また、市内⼩学校吹奏楽部の演奏会
も開催いたします。ＺＯＯワンポイントガイドでは、「ブタ」について飼育員がお話します。少年⾃然の家では、プラネタリウ
ム投影会他、いろいろなイベントも併せて開催いたします。

問い合わせ先 動植物園　047-338-1960

タイトル ワオキツネザルの公開
⽇時 平成30年10⽉30⽇（⽕）より公開中
場所 動植物園

内容

　10⽉9⽇、福⼭市⽴動物園（広島県）より2頭のメスのワオキツネザルが来園しました。当園には2頭のオスのみ飼育
しており、今後は、新しい⼦供の誕⽣を期待しております。

問い合わせ先 動植物園　047-338-1960

タイトル 平成31年市川市消防出初式
⽇時 平成31年1⽉12⽇（⼟）9時30分から
場所 ⼤洲防災公園

内容

１　部隊観閲　市⻑による消防職団員及び婦⼈消防クラブ員の服装等の点検
２　表彰　　　　消防業務等に協⼒された⽅々に知事や市⻑からの表彰
３　演技　　　　きやり、まとい
　　　　　　　　　競技チアダンス（シャイニングプラネッツ）
　　　　　　　　　消防⾳楽隊ドリル
４　その他　　　なりきり消防⼠（⼦供⽤防⽕⾐を着て記念撮影）
　　　　　　　　　⾼度救助資機材展⽰
　　　　　　　　　地震体験⾞
※⾬天の場合は10時から消防局5階ホールで式典を⾏います。
※実施についての問い合わせは消防局テレホンガイド(333-3636)にてご確認ください。

問い合わせ先 （式典関係）消防総務課　047－333－2149　（訓練関係）警防課　047－333-2139

タイトル ⽂化財防⽕デー消防総合訓練
⽇時 平成31年1⽉25⽇（⾦）10時から11時　※⼩⾬決⾏　中⽌の場合は6時に決定
場所 ⽇蓮宗⼤本⼭正中⼭法華経寺（国指定重要⽂化財）

内容

1.⽬的　　　　　1⽉26⽇の⽂化財防⽕デーにあたり、⽂化財を⽕災や震災などの災害から守るため
　　　　　　　　　関係者、付近住⺠と消防機関が⼀体となった消防訓練を共同で実施することにより、
　　　　　　　　　⽂化財愛護思想の普及⾼揚を図ることを⽬的として⾏います。

2.内容　　　　　マグニチュード7.2の⾸都直下地震が発⽣し、⽇蓮宗⼤本⼭正中⼭法華経寺境内
                   の祖師堂で⽕災が発⽣したことを想定し、通報・連絡訓練、避難・重要物搬出
                   訓練、初期消⽕訓練、救出・救護訓練、⼀⻫放⽔訓練等の消防総合訓練を実施
                   します。

3.参加機関　　市川市消防局、市川市消防団、船橋市消防局、船橋市消防団、婦⼈消防クラブ
　　　　　　　　　 みどり幼稚園

問い合わせ先 東消防署　047-334-0119
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タイトル 平成３０年度　「新成⼈の集い」（成⼈式）
⽇時 平成31年１⽉13⽇（⽇）　１０：００〜１３：００（予定）

場所 市川市⽂化会館

内容

＜主催＞市川市、市川市教育委員会
＜開催趣旨＞⼤⼈になったことを⾃覚し、⾃ら⽣き抜こうとする⻘年を祝い励ます。
＜参加対象＞平成10年4⽉2⽇〜平成11年4⽉1⽇⽣まれの⽅
＜参加⼈数＞市内住⺠登録者　4,467⼈（H30.11.9現在）
＜内容＞（１）式典：⼤ホール　　１１：００〜１２：３０
　　　　　　　【第１部】オープニング公演（福栄中学校合唱）、市⻑祝辞、来賓紹介、講演、
　　　　　　　　　　　　　新成⼈代表挨拶（実⾏委員）
　　　　　　　【第２部】実⾏委員によるクイズなど
　　　　　　（２）その他の催事
　　　　　　　　　　　・「先⽣からのビデオレター」コーナー　（地下１階 展⽰室・⼤会議室）
　　　　　　　　　　　・着物着付け直し、茶席体験コーナー（４階　和室・茶道室）
　　　　　　　　　　　・フォトスペース

問い合わせ先 社会教育課　047-320-3343

タイトル 市川市⼦ども会育成会連絡協議会「歳末助け合い募⾦贈呈式」

⽇時 平成３０年１２⽉２５⽇（⽕）　１４時００分  から  １４時３０分

場所 仮本庁舎４階　第４委員会室

内容
  社会福祉に役⽴ててもらうことを⽬的に市内各地の⼦ども会から集めた募⾦を市川市⼦ども会育成会連絡協議会か
ら市⻑へ贈呈する式典。（市⻑へ募⾦を贈呈した後、市⻑からその募⾦を市川市社会福祉協議会に寄付。）

問い合わせ先 ⻘少年育成課　047-383-9419

タイトル 平成30年度　合同学習発表会
⽇時 【北部】平成30年11⽉24⽇(⼟)10：00〜、【南部】平成30年12⽉　1⽇（⼟）9：10〜
場所 【北部】市川市⽂化会館　⼩ホール、【南部】⾏徳⽂化ホールI＆I　⼤ホール

内容

１．⽬　　的
・⼩・中学校の知的特別⽀援学級に在籍する児童・⽣徒が⽇々の学習で積み重ねた⼒を発揮する場を設ける。
・発表を通して特別⽀援教育への理解と啓発を推し進める。
２．内　　容
特別⽀援学級児童⽣徒による、劇・合唱・合奏・ダンス等の発表
３．⽇程及び会場
【北部】平成30年11⽉24⽇(⼟)　市川市⽂化会館　⼩ホール
10：00　　開場・受付  10：20　　開会式  10：30　　演技開始  15：55　　演技終了・閉会式
参加校　市川⼩、真間⼩、中⼭⼩、国分⼩、⼤柏⼩、若宮⼩、平⽥⼩、鶴指⼩、北⽅⼩、百合台⼩　第⼆中、第
三中、第四中、第五中、第⼋中、東国分中　（16校）
【南部】平成30年12⽉　1⽇（⼟）⾏徳⽂化ホールI＆I　⼤ホール
9：10　　開場・受付   9：25　　開会式  9：45　　演技開始  14：20　演技終了・閉会式
参加校　⾏徳⼩、信篤⼩、⼆俣⼩、新浜⼩、富美浜⼩、新井⼩、塩焼⼩、南⾏徳⼩、第七中、⾼⾕中、福栄中
（11校）
４．主　　催
市川市特別⽀援教育研究連盟、市川市特別⽀援学級設置校校⻑会
５．後　　援
市川市教育委員会、市川⼿をつなぐ親の会、市川市社会福祉協議会
６．成　　果
・⼦どもたちが⽣き⽣きと発表できる場を設け、保護者を含めた多くの市⺠の参加を得ることで、特別⽀援教育への理解
を深める⼀助となっている。
・発表会を⽬標に、⼦ども同⼠が協⼒したり、意欲的に取り組んだりする姿が⾒られる。また練習段階から、通常学級の
児童⽣徒への発表の場を持つなど、校内での交流及び共同学習の機会としても取り組まれている。

問い合わせ先 指導課　047-383-9338、合同発表会事務局　信篤⼩学校　敷地　047-328-0165
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