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2   子育て家庭をサポートします 子ども家庭支援センター

　子ども家庭支援センターは、18歳未満の子どもや子育て、虐待に
関する相談窓口です。　
　4月1日よりセンター内に「虐待対策担当室」を設置し、児童虐待に
対する体制を強化しました。
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2面で詳しく説明します

子どもの 　　　を
見逃さないで

不自然な時間
に

子どもが外に
いる

小さな子どもだけを置いて
よく外出している

頻繁に子どもの
泣き声がする

近所の子ども
に

不自然な傷や

アザなどがあ
る

　近年、児童虐待問題が深刻化しています。家庭内で虐待が起こる背景にはさまざまな要
因がありますが、虐待行為は子どもの心身の成長や人格形成に深刻な影響を及ぼします。
　子どものSOSに気が付いたとき、ご連絡ください。

711-1697子育て支援課

子ども家庭支援センター内に
虐待対策担当室を設置しました



　匿名で構いません。「おかしいな」と感じたらためらわずに相談してください。その一報が子育てに困難を抱えている家庭を援助す
るきっかけになります。早期発見にご協力ください（虐待通報専用☎ 711-1697）。

　要保護児童の早期発見や適切な保護の実施に向けて、地域の関係機関が子どもに関する情報や
考え方を共有し、連携して対応しています。市では子育て支援課が事務局となり、児童相談所、警
察署、健康福祉センター、民生委員児童委員、市関係機関（教育委員会、保健センターなど）、病院な
どがメンバーとなっている協議会です。関係機関で情報共有や対応について連携を図っています。

要保護児童対策
地域協議会

相談窓口

虐待通報窓口
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子育て家庭をサポートします

・育児をすることがつらい

・子どもをたたいてしまうかもしれない

・どうしていいかわからない

・子どもと一緒にいるのがつらい

　保育士・栄養士・保健師な

どがじっくり話を伺います。

ちょっとしたことでも聞きた

いことがあれば、気軽に相談

してください。

　子どもの面会などにより安全性を確認しま

す。その中でも緊急性が高い場合は児童相談所

や警察と連携をします。緊急性が低い場合でも

子育て支援サービスの提供により、養育を支援

します。

・よく怒鳴り声や泣き声が聞こえる

・学校に行っていないように見える

・夜間、子どもが一人でいるようだ

・ 虐待かもしれないが、もし間違って

　いたらと戸惑ってしまう。

身体的虐待

保護者や家庭の様子 子どもの様子

性的虐待 ネグレクト(育児放棄) 心理的虐待

虐待ってどんなこと

こんなサインが気付きのきっかけになります

子ども家庭支援センター
☎711-0679

　生命や健康に危険のある暴
行をすること

□ 長時間または頻繁に子どもの泣き声がする
□ 保護者が子どもをたたいたり、蹴ったりしている
□ 同居しているはずの子どもの姿がまったく見えない
□ 家の中や周囲が乱雑で汚れている
□ 子どもだけを置いて外出することが多い
□ 保護者から兄弟姉妹や他の子どもと比較する発言が多い

□ 不自然な傷・アザ・やけどなどがある
□ 体や衣服が不潔である
□ 話しかけても表情の変化が乏しい、反応が少ない
□ 家庭のことを話したがらない
□ いつもおなかをすかせている
□ 不自然な時間に外にいる
□ 万引きなどの非行行為を繰り返す

　性的ないたずらをしたり、
性的関係を強要したりするこ
と

　健康を損なうほどの不適切
な養育をしたり、危険に無関
心になったりすること

　長期にわたって愛情を与え
ない、ことばによる脅迫、無
視などの行為

子育てに不安を感じたら

子どもの異変に気づいたら
（虐待対策担当室）
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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）で申し込めます。

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

傍聴しよう〈希望者は直接会場へ〉
◆子ども・子育て会議
5月24日（金）午前10時～正午／全日
警ホール第3会議室 （子育て支援課）
◆福祉有償運送運営協議会
5月28日（火）午後7時～8時／ 第1委
員会室／当日先着30人 （福祉政策課）
◆国民保護協議会
6月3日（月）午前10時～11時／ 第1・
2委員会室 （危機管理課）
◆防災会議
6月3日（月）午前11時～正午／ 第1・
2委員会室 （危機管理課）

工業統計調査にご協力を
総務省及び経済産業省所管の工業統
計調査（6月1日基準日）が実施されま
す。この調査は製造業を営む事業所を
対象にその活動実態を明らかにするこ
とを目的として全国一斉に実施され、
調査結果は、経済動向を把握するため
の重要な資料として活用されます。調
査員が調査員証を携行して伺います。
☎332-8746総務課

市川都市計画下水道事業計画の
変更
江戸川左岸処理区の都市計画下水道
事業計画を変更しました。関係図書
は河川・下水道建設課（市川南仮設庁

舎）で縦覧できます。
☎712-6362河川・下水道建設課

蔵書点検などによる図書館の休館
南行徳図書館　5月27日（月）～6月6日
（木）
平田図書室　6月17日（月）～27日（木）
信篤図書館　7月8日（月）～18日（木）
☎320-3346中央図書館

国府台テニスコートの利用再開
スポーツセンター内の国府台テニス
コート第1・第2コートの利用を7月1日
（月）から再開します。また、7月分利
用の抽選・予約の申し込みは6月1日
（土）から始まります。抽選・予約に申
し込むには、市内スポーツ施設での使
用者登録が必要です（既にテニスの登
録をしている方は登録不要）。
☎373-3112スポーツ課

公立保育園で実習してみませんか
保育士資格をお持ちで保育現場で働
いたことがない方、ブランクがあり自
信がないという方、実際に保育の現場
で働いて子どもたちと触れ合ってみ
ませんか。実習を経て、パート保育士
や非常勤保育士として就労している
人もいます。詳しくは市公式Webサ
イトを確認してください。
実習　1日6時間、実習期間10日
時給　1,200円
保育士資格をお持ちの方
☎711-1792こども施設運営課

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容  〈　〉は相談員
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☎
７
１
２
・
８
５
２
９
予
約
・
問
い
合
わ
せ

本・支
毎週月～金曜日

  8：50～12：00
13：00～17：00
（受付16：30まで）

民事に関する一般的な相談、
市政案内〈市民相談員〉

出張市民相談 大柏出張所 21（金）

行政書士
本  10（月）

13：00～17：00
（受付16：30まで）

相続手続、遺言書、贈与、成年
後見、契約書、官公署提出書
類作成、外国人の在留などに
関する申請など〈行政書士〉支  17（月）

行政
本  26（水） 13：00～15：00

（受付14：30まで）
国、特殊法人などへの苦情や
要望〈行政相談委員〉支  3（月）

登記
本  5（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）

不動産登記、会社登記、境界
問題など〈司法書士・土地家
屋調査士〉支  19（水）

不動産取引
本  3（月）､17（月） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
土地・建物の売買や賃貸など
のトラブル〈宅地建物取引士〉支  10（月）

予
約
制

弁護士法律
（平日）

本  6（木）、7（金）、14（金）、
20（木）、21（金）、28（金）

13：00～16：00
相続・遺言、損害賠償、金銭貸
借、離婚、借地借家、成年後
見などの専門的な法律の知
識を必要とする相談〈弁護士〉
〈認定司法書士〉
※弁護士法律相談（平日）の
予約は毎週金曜日（閉庁日の
場合は前日）8：45から翌週
分を直通電話で受け付けま
す。

支  7（金）、14（金）、
21（金）、28（金）

弁護士法律
（土曜）

市川教育会館
 15（土）

司法書士
法律（昼間）

本  19（水）
13：00～16：40

支  なし

司法書士
法律（夜間）

本  5（水）、12（水）、
19（水）、26（水） 17:00～20:00
支  12（水）

税金
本  11（火）

13:00～16:00 相続、贈与、売買など税の相談
〈税理士〉支  なし

交通事故
本  13（木）、27（木）

10:00～15:00
示談や損害賠償の方法〈県交
通事故相談員〉　※土日祝日
を除く2日前までに要予約支  20（木）

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容  〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週
月～金曜日（毎月第2・4
土曜日は電話相談のみ）

10：00～16：00
（窓口及び
電話相談）

消費生活に関する相談、苦
情処理及び消費者トラブ
ル解決のあっせん
〈消費生活相談員〉

消費生活センター
☎320-0666
支  11（火）、25（火） 10：00～12：00

13：00～16：00
（窓口及び電話相談）

支  市民相談室
☎359-1121

多重債務
予約制

本  4（火）、18（火）
13：00～16：00

多重債務に関する相談〈弁
護士〉※予約制（消費生活
センター☎320-0666）支  27（木）

人権擁護
本  12（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）

家庭問題やいじめ、いやが
らせなどの悩み
〈人権擁護委員〉

男女共同参画・多様性社会推進課
☎322-6700

女性のための
法律相談
予約制

男女共同参画センター
毎週水曜日※休館日を除く 13：00～17：00 女性市民を対象とした法

律相談〈女性弁護士〉男女共同参画センター相談室
☎３２３-１７７７

建築行政
本  毎週月・金、第3水曜日

9:00～17:00
（受付16：30まで）

建築にかかわる民事的な相
談（中高層建築物を含む）
〈建築行政相談員〉

支  毎週水（第3水除く）
建築指導課☎712-6335

労働
予約優先

勤労福祉センター
5（水）、19（水） 18：00～20：00 労働上のトラブルに関す

る相談〈社会保険労務士〉産業振興課☎704-4131

年金
本  25 （火） 13：00～16：30

（受付16：00まで）
各種公的年金について
〈社会保険労務士〉国民年金課☎712-8538

住宅リフォーム
予約優先

本  13（木）、27（木） 13:00～16:00
（受付15：00まで）

増改築、修繕など
〈市川住宅リフォーム相談
協議会相談員〉

街づくり推進課
☎712-6327

後見制度
予約制

社会福祉協議会20（木）
9：00～16：00

高齢者・障がい者の成年後
見制度の相談〈社会福祉
士〉

社会福祉協議会
☎320-4001

6月の市民相談 本＝仮本庁舎、支＝行徳支所

　今、都市は、少子高齢化をはじめ健康、子育て、教育、環境問題などのさま
ざまな社会課題を抱えています。
　そこで、これまでにない新しい発想やテクノロジーなどを使って社会課
題を解決し、便利で暮らしやすいまちを実現するため、「いちかわ未来創造
会議」を設置しました。
　「いちかわ未来創造会議」では、取り組むべき社会課題について議論します。
　ここで出された社会課題の解決に向けて、市川市を実際のフィールドと
した社会実証実験も予定しており、これらを通して、市内に新しい人材やテ
クノロジーを呼び込むほか、市民のみなさんにはいろいろな形で参加して
いただくことも考えています。
　社会課題を一つ一つ解決するために、多様な技術や知見を集め、「いちか
わ」から未来に向けた「新たな価値」を発信していきます。
☎712-8591企画課

いちかわ未来創造会議 発進
「人とつくる未来のまち」

　さらなるごみの減量・資源化の促進のため、ごみの収集体制を一部変
更します。
　詳しくは市公式Webサイトを確認してください。
①剪

せんてい

定枝
燃やすごみの日に収集していた「木の枝」を、資源化促進のため「剪定枝」
として週1回分別収集します。
②「燃やさないごみ・有害ごみ」、「ビン・カン」
月2回の収集としていた「燃やさないごみ・有害ごみ」、「ビン・カン」を、剪定
枝と併せて週1回収集します。分別方法や収集曜日は変更ありません。
☎712-6317生活環境整備課

7月からごみの収集体制が
一部変更となります
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6月・7月の無料耐震相談会
木造戸建て住宅の耐震診断、補強方
法について、専門の建築士が相談に
応じます。相談は1人1時間程度（予
約制）。

6月7日（金）＝東部公民館、6月
22日（土）＝市川駅南公民館、7月5日
（金）＝南行徳市民センター、7月20日
（土）＝中央公民館、いずれも午前10時
～午後4時
各日、申込順5人
自宅の図面
相談会開催日の4日前までに☎ 712-

6337建築指導課

創業支援補助金
創業を予定する方を対象とした補助
金制度です。詳しくは市公式Webサ
イトを確認してください。
募集期間　6月14日（金）まで
平成31年1月1日以降に個人開業ま

たは会社などの設立を行った方、また
は補助対象期間完了日（12月31日
（火））までに個人開業または会社など
の設立を行う方
補助率及び補助金額　補助対象経費
の2／3以内で、100万円以内
補助対象となる事業　地域の新たな
需要や雇用を創出する事業
必要書類を郵送または持参で産業

振興課（〒272-0021八幡3-3-2-408

4

グランドターミナルタワー本八幡）
☎711-1140同課

市営住宅空家入居希望者登録　　
市営住宅への入居を希望する方をあ
らかじめ登録して、空家が生じた際に
紹介します。入居を希望する方は申
し込みをしてください。
6月3日（月）～17日（月）午前8時45

分～午後5時15分（土・日曜日を除く）
受付場所　市営住宅課（南八幡仮設
庁舎）、行徳支所1階
募集案内・申込書　受付場所で配布。
郵送希望の方は「住所、氏名、電話番
号、募集案内希望」と書き、205円切手
を同封し市営住宅課に郵送。募集期
間中は市公式Webサイトからダウン
ロード可
住宅困窮度判定基準によって判定

した住宅困窮度の高い方（申し込み
資格など詳しくは募集案内を参照）
申込書と添付書類を6月17日（月）

まで（消印有効）に市営住宅課（〒272-
0023南八幡1-17-15）に郵送または受
付場所へ持参
☎383-9594同課

クリーンスパ市川へ抽選で無料
招待
施設をよりよく知ってもらうために
抽選で500組1,000人を無料招待しま
す（プール及び温泉施設利用料以外は
有料）。
6月24日（月）～28日（金）
往復はがきに申し込み事項（3面上

段参照）を書き、6月3日（月）まで（消印有
効）に同施設（〒272-0012上妙典1554）
☎329-6711同施設

（クリーンセンター）

羽田空港の機能強化などに関す
る市民相談会
国土交通省では羽田空港の機能強化
のため、飛行経路の見直しの検討を進
めています。
現在の飛行経路の影響軽減と羽田空
港の機能強化の取り組みについての
最新情報をお知らせするとともに、

地域のみなさんの相談にお応えする
場として、市民相談会が開催されま
す。
相談会　5月19日（日）午後1時～5時
パネル展示　5月20日（月）・21日（火）
午前10時～午後5時
アイ・リンクタウン展望施設（ザ  タ

ワーズ  ウエスト45階）
☎0570-001-160国土交通省「羽田

空港のこれから」に関するご意見窓口
（生活環境保全課）

自動車税は納期限までに
納めましょう
自動車税の納期限は5月31日（金）で
す。4月26日に自動車税事務所が納
税通知書を送付しましたので、最寄り
の金融機関、コンビニエンスストア、
クレジットカード納付やペイジー納
付などで納期限までに納めましょう。
また、スマートフォンなどを利用し
た「モバイルレジ」での納付が可能と
なりました。詳しくは納税通知書に
同封のしおりをご確認ください。
☎047-433-1275船橋県税事務所、

☎ 043-243-2721自動車税事務所
（納税・債権管理課）

市川駅北口駅前に
EVENT STAGEができます

イ ベ ン ト ス テ ー ジ

ストリートミュージシャン、ジャグリン
グ・パントマイムなどのパフォーマー、
ストリートダンサーのみなさんが、日
頃の成果を披露する場がJR市川駅北
口前にできます。
毎週金曜日 午後5時～8時

初回開催日　5月31日（金）
出演者応募期限　希望日の14日前まで
JR市川駅北口駅前
出演応募は市川駅北口

駅前イベントステージ事
業事務局のWebサイトから
（右記2次元コードからア
クセス可）
☎316-2225同事務局

（観光プロモーション課）

募集案内配布・申込期間　5月20日(月)～6月5日(水)
募集案内配布場所　 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
①市内に引き続き１年以上住所を有し、在住の方（平成30年7月

22日以前から住所を有する方）②遺骨を所持し、その遺骨の世帯主
または戸籍の筆頭者もしくはその配偶者③生前予約申し込みの場
合は、申込者の年齢が65歳以上であること。その他、必要な要件を
満たす方。詳しくは募集案
内を確認してください。
募集案内書に添付の申込

書に必要事項を書き、6月5日
（水）まで（消印有効）に郵送
で霊園管理事務所（〒272-
0805大野町4-2481）
☎ 337-5696同事務所

6月26日（水）午前10時～午後4時30分、7月5日（金）午前10時～午後3
時30分（2日間1コース）
全日警ホール
市内在住で子育て支援ボランティア活動に興味、関心があり、おおむね

20～65歳までの健康な方、申込順30人
6月10日（月）までに窓口または☎ 711-1736子育て支援課

　合葬式墓地とは、ひとつのお墓に多くの遺骨を埋蔵する形の墓地
で、遺骨を保持しているが埋蔵場所がない方、自分または夫婦の埋
蔵場所を確保しておきたい方のためのものです。

　保育園や子育てひろばでのお手
伝いや、子育て講座時の託児など、
親子のサポートをするときに役立
つ講習会です。乳幼児との関わり
方や遊びのめやす、子どもの食事、
乳幼児の病気、赤ちゃんと子どもの
応急手当など、ボランティアに必要
な基礎知識を学べます。

霊園合葬式墓地の募集開始
子どもたちに囲まれながら
ボランティア活動をしてみませんか

いちかわ子育て支援ボランティア養成講習会

お知らせのつづき

　市川市青少年相談員連絡協議会が企画す
る1泊2日のキャンプです。一緒に参加する
仲間と協力し合いながら団体生活に挑戦し、
夏休みの大切な思い出を作りませんか。レ
クリエーションゲーム・クラフト・野外炊事・
水遊びなどを予定しています。

7月20日（土）・21日（日）。7月7日（日）午後に事前説明会、8月25日（日）午
後に事後発表会を勤労福祉センターにて開催
少年自然の家
市内在住の小学4～6年生、抽選で88人（少年自然の家まで保護者の送迎

必須。一緒に申し込んだ友達と同じ班になるとは限りません）
5,000円
はがきに申し込み事項（3面上段参照）、性別、メールアドレス、学校名、学

年、保護者名（ふりがな）を書き、6月7日（金）必着で学校地域連携推進課
（〒272-0023南八幡1-17-15南八幡仮設庁舎）
☎383-9386同課

いちかわ子ども村キャンプで
夏の思い出を
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【芸術祭･文化祭】
市川市写真展出品作品
テーマ　自由（未発表のもの）
出品規格　カラー・モノクロ、単写真・
組み写真いずれも可（1人2点まで）。
大きさ＝横65×縦80cm以内。形式＝
額装またはパネル貼りに限る。額装に
はアクリル・塩化ビニールなどを使用
すること（ガラス不可）。また、裏面に
つり下げ用のひもをつけること。詳し
くは各公民館、文化施設などで配布の
公募要項を確認してください。
搬入期日　6月16日（日）午前10時～午
後2時
展示日程　6月18日（火）～23日（日）午前
10時～午後5時（最終日は午後2時まで）
文化会館　地下展示室

出品手数料　1人1,000円（高校生以下
は500円）
出品申込書を書き、作品搬入時に

会場にて受け付け
☎090-2313-5846市川市写真連盟（重光）

（文化振興課）

健康・福祉
認知症カフェ　　
認知症の方や家族、地域の方、専門職な
どとお茶を飲みながら、認知症と介護に
ついて情報交換をする交流の場です。
認知症の方とその家族、関心のある方

●結っこカフェ
5月30日（木）午後1時～3時
西部公民館
申込順20人
5月28日（火）までに☎ 318-5565高

齢者サポートセンター国分
●オレンジカフェ
5月21日（火）午後1時30分～3時30分
NPO法人生きがいと助けあいSSU

市川（塩焼2-11-14）
200円
☎359-9888同団体

（地域支え合い課）

市民スポーツ教室（バウンド
テニス教室）に参加しよう
バウンドテニスは、いつでも、どこで
も、だれでもできる生涯スポーツで
す。用具は協会で準備します。
7月13日、10月12日・26日、11月9

日・23日、12月7日、1月11日、いずれも
土曜日午前9時30分～午後3時
スポーツセンター第二体育館
小学生以上
運動のできる服装、体育館用シュー

ズ、飲料水
☎090-4135-0118市川市バウンド

テニス協会（関根）
（スポーツ課）

子ども・教育

幼稚園子育て相談　　
教育・子育てに関する相談を受け付け
ます。車での来園不可。
5月22日・29日、いずれも水曜日午

前9時30分～午後4時
百合台幼稚園
0歳～未就学児の保護者
☎ 383-9338指導課（水曜日午前9

時～午後4時）
6月から申し込み電話番号が変わります。
☎080-3150-9804幼児教育相談員（相談
日の午前9時～午後4時）。日程などは市
公式Webサイトを確認してください。

すこやかひろば
親子DEミニクッキング
「スクスクおやつを作ろう」  
卵・牛乳・小麦不使用のかぼちゃ入り
米粉蒸しパンを作ります。栄養士の
おやつの話、食べ物の手あそび、他。

①6月19日（水）／行徳公民館②
6月20日（木）／男女共同参画セン
ター、いずれも午前10時30分～正午
市内在住の1歳6カ月～2歳11カ月

の親子（平成28年7月～平成29年12月
生まれ）。申込順20組。兄弟を連れて
の参加不可。
1組100円
6月3日（月）午前9時から☎ 711-1736

すこやか応援隊

　カラフルな野菜の色がもつ抗
酸化のチカラを引き出し、10年
後も今日と変わらず健康で若々
しい自分を手に入れるために、
無理なく続けられる野菜の食べ
方を提案します。

時間　午前10時15分～午後1時30分
500円程度
エプロン、三角巾またはスカーフ、ふきん2枚（食器用）、ビニール

袋1枚、筆記用具、みそ汁おたま半分程度（塩分測定希望者のみ）
☎ 377-4511保健センター健康支援課

※ 聴覚障がい者の方は各会場2週間前まで（南行徳保健センターの
み5月24日（金）まで）に、申し込み事項（3面上段参照）、希望日と
手話通訳または要約筆記必要と書きFAX316-1568同センター

※印は、聴覚障がい者優先枠　申込順4人

ヘルスメイト と クッキング
（食生活改善推進員）

七
な な

色
い ろ

野菜のチカラ  知って差がつく抗酸化習慣

内容 場所 日にち 時間
問
合
せ

対象・定員

プレ親学級
6/3（月）～
14（金）に

12（金） 13:15～16:15
① 初産で2019年9
～11月に出産予
定の妊婦とその
夫

各回申込順45組
（1人での参加も
可。どちらか1人
の場合は祖父母
1人まで同伴可）

13（土） 9:30～12:30

5（金） 13:15～16：15
②

7（日） 9:30～12:30

パパママ
栄養クラス
電話で

27（土） 9:30～11：3013:30～15：30 ① 2019年9～11月
に出産予定の妊
婦とその夫（妊婦
のみも可）

申込順36人

3（水） 13:30～15：30 ② 申込順24人

母と子の
相談室 

随時
電話で

① 気分の落ち込みなど、心の不調を感じ
る妊婦、乳幼児をもつ保護者（要予約）②

うつの心配相談・
自死遺族相談

随時
電話で

① うつかもしれないと悩む本人、家族の
方、家族を自死で亡くした方（要予約）②

歯とお口の
相談

歯科医師会口腔
サポートセンター
（八幡2-9-9）

月～金曜日 9:00～17:00
③ 在宅で療養中の方、身体にハンディを
抱えている方など土曜日 9:00～12:00

内容 日時 場所 対象・定員
問
合
せ

早期発見の
ための

口
こうくう

腔がん検診

2020/3/31まで 口腔がん検診
指定歯科医院

2020/3/31時点で
30歳以上の方 ①

1次検診、2次検診（1次検診の結果、必要な方のみ）とも各
600円。70歳以上の方、県後期高齢者医療被保険者、非課税世
帯者は無料。
はがきまたは封書に申し込み事項（3面上段参照）と生年月日

を書き、郵送で保健センター歯科担当（〒272-0023南八幡
4-18-8）。後日、受診券兼予診票を送付。

保健推進員の
訪問

生後3カ月過ぎの赤ちゃんがいる家庭に訪問し、4カ月赤
ちゃん講座や母子保健相談窓口（アイティ）の案内をします。

①

②

新生児・
1～2カ月児訪問

母子健康手帳別冊にある出生連絡票を書き、郵送。同票到
着後、保健師・助産師が訪問。同票の郵送がない場合は、生
後2カ月以降に訪問。生後28日までに訪問を希望する場合
は、同票の送付と各保健センターに電話してください。

①

②

保健センターからのお知らせ7月

＝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、

③☎332-0187歯科医師会口腔サポートセンター

日程 会場 申込順
１ 5月29日（水） 東部公民館 23人
２ 5月31日（金） 信篤公民館 20人
３ ※ 6月4日（火） 南行徳保健センター 24人
４ 6月6日（木） 柏井公民館 20人
５ ※ 6月12日（水） 保健センター 30人
６ ※ 6月13日（木） 行徳公民館 25人
７ 6月18日（火） 曽谷公民館 20人
８ 6月21日（金） 大野公民館 19人
９ 6月27日（木） 西部公民館 30人
10 6月28日（金） 幸公民館 15人
11 ※ 7月5日（金） 市川公民館 26人

おとなの食育講習会

実習献立
●豆苗とトマトのジャージャン豆腐　
●かぼちゃとくるみのサラダ
●アスパラととうもろこしのワンタンスープ　
●パンナコッタ　ミックスベリーソース



子どもとふれあって楽しみましょう
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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 子どもにおすすめ☎市川市の市外局番は047仮本庁舎

6

高齢者サポートセンターの講座　　
◆高齢者サポートセンター信篤･二俣
5月29日（水）午後1時30分～3時
信篤公民館
家族介護教室「想

おも

いを遺
のこ

すエンディ
ングノート」
三原由紀氏（ファイナンシャルプラ

ンナー）
申込順20人
☎ 327-3366同センター

◆高齢者サポートセンター八幡
5月29日（水）午後1時30分～2時30分
同センター
家族介護者教室「介護者の健康を

考える」
申込順12人
☎ 376-3200同センター

◆高齢者サポートセンター真間
5月30日（木）午後1時30分～3時
真間稲荷神社集会所（真間4-5-4）
家族介護教室「知っ得　薬の飲み方」
申込順30人
☎ 322-8811同センター

◆高齢者サポートセンター市川第二
5月31日（金）午後1時30分～3時30分

急病診療・ふれあいセンター
家族介護教室「終活ってなぁに　

自分らしい最期を迎えるために」
申込順25人
☎ 320-3105高齢者サポートセン

ター市川第二
（介護福祉課）

講座・講演
消防局の講習　　
修了者には各講座修了証を発行しま
す。開始時間を過ぎての来場は受講
不可。
消防局（車での来場不可）
市内在住・在勤・在学の中学生以上

の方、申込順各30人
5月20日（月）から☎333-2111消防

局救急課
◆普通救命講習Ⅰ
AEDを使用した成人に対する心肺蘇
生法、異物除去法。
6月15日（土）・6月25日（火）、いずれ

も午前9時～正午
◆上級救命講習
AEDを使用した成人、小児、乳児に対
する心肺蘇生法、異物除去法、三角巾

の使用法、筆記試験
6月7日（金）・6月30日（日）、いずれ

も午前9時～午後5時

市民手話教室 （全15回）　　
手話に興味があり学びたい方のため
の手話教室です。
7月4日～11月7日、いずれも木曜日

午前10時～正午
行徳公民館
市内在住・在勤・在学の初めて受講

する方、申込順20人（再度受講不可）
テキスト代1,000円
往復はがきに申し込み事項（3面上

段参照）を書き、5月27日（月）まで（消
印有効）に郵送または持参で障がい者
支援課（〒272-8501※住所不要）
☎712-8517同課

プロが教える男性料理教室 
あなたも台所デビューしませんか
共働き家庭が増え、今は「男子厨

ちゅう

房
ぼう

に
入る」が普通になっています。若い方
から定年後の方まで参加者同士の交
流を楽しみながら料理を作ってみま
せんか。初心者大歓迎。
6月9日・23日、いずれも日曜日午前

10時（受付は30分前）～午後1時

男女共同参画センター　
市内在住・在勤・在学の70代までの

男性、申込順16人
2,000円（2回分の材料代）

または申し込み事項（3面上
段参照）を5月30日（木）までに☎ 322-
6700、FAX322-6888で男女共同参画・
多様性社会推進課
☎322-6700同課

ウィズカレッジ ’19　異なる視点
が未来を創

つく

る　女性の政治参画
日本は他国に比較して、女性議員が
少ない状況です。女性の政治参画を
進めるために、私たちができること
を一緒に考えてみませんか。ジェン
ダー平等な政治の実現をめざすパリ
テ・アカデミーから講師をお招きし
ます。
6月29日（土）午後1時～3時
男女共同参画センター
申きよん氏（パリテ・アカデミー共

同代表）
申込順50人程度（生後10カ月～未

就学児の託児あり、申込順10人、要予
約）

または☎ 322-6700男女共同
参画センター（男女共同参画・多様性
社会推進課）

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）
7月7日・21日・28日、いずれも日曜

日午前10時～正午
男女共同参画センター
初めてのプログラミングを楽しも

う、ご案内文章作成（Word）、パソコン
のトラブル・インターネットのセキュ
リティーについて学ぼう、他
1人で参加可能な方、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（OS：Windows7

以降、マイクロソフト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

家庭と学校を結ぶ楽しい
読書講座Ⅰ
講演会「子どもの成長と絵本・物語」
6月1日（土）午後2時30分（開場は15

分前）～4時
メディアパーク市川第2研修室
斎藤惇夫氏（児童文学作家）
当日先着50人
☎304-0381市川子どもの本の会

（指導課）

 月・日 曜日     清掃地域

05.18 土 新田２～４、曽谷１～４（第１から第４）
05.19 日 鬼越(全）、鬼高（全）、新井（全）、島尻、

広尾１、日之出、南行徳１・２
05.20 月 平田（全）
05.22 水 八幡６、東菅野４の一部(古八幡、冨

貴島）
05.25 土 新田１・５
05.26 日 高石神、宮久保１（大境）、河原、下新宿、本

塩、欠真間(全）、本行徳、妙典(全）、塩焼、
関ケ島、伊勢宿、末広(全）、相之川(全）

05.27 月 富浜（全）、宮久保(全）
05.28 火 東菅野４・５（美里苑）、福栄(全)
05.29 水 本北方１
05.30 木 曽谷６・７(第５)、下貝塚(全)
06.01 土 市川４(根本）、北方２、本北方１の一部

（北方中央）
06.02 日 押切、湊、湊新田(全)、新浜１、南行徳

３・４、大洲(全）、大和田１・３・５、田尻
４・５の一部、原木４、国分２・３（根古
屋）、若宮１、北方町４（東南・富士見
台）、曽谷１、奉免町（ひめみや）、柏井町

１（第１、東昌台）、柏井町３（第３団地）
06.03 月 本北方２、国府台(全）
06.05 水 香取(全）、行徳駅前３・４
06.06 木 本北方３、北方３、若宮２
06.07 金 八幡１、南八幡１(八幡上・下）、若宮３

(上町）
06.08 土 稲荷木(全）
06.09 日 中国分(全）、国分１、大和田２・４、東

大和田(全）、大町、大野町（全）、稲越
町、北方町４(千足）、曽谷５・８（第６）

06.10 月 高谷、二俣(全)、真間４・５

06.11 火 北国分(全）、中山３・４
06.12 水 中山１・２
06.15 土 須和田(全）、北方１
06.16 日 南八幡１（しらさぎ）、鬼越(全）、鬼高

（全）、新井（全）、島尻、広尾１、日之
出、南行徳１・２

06.17 月 平田（全）
06.18 火 新田２～４、曽谷１～４（第１から第４）
06.20 木 若宮３（下町）、市川南１～４、市川２
06.22 土 八幡６、東菅野４の一部(古八幡、冨貴

島）

●自治（町）会・個人の自主的な清掃活動です。ご協力ください。●協力していただいた際に揚げられた泥土は市で回収します。●泥土の回収は、清掃日直後の月曜日か火曜日
（清掃日が月・火曜日の場合は、その週）に伺います。●なお、一般ごみ・一般廃棄物などは回収しません。●不定期（臨時）に側溝清掃する場合は連絡してください。  （道路安全課）排水側溝清掃

各館に直接お申し込みください（申し込み受付開始は午前10時）
（子育て支援課）

行事名 うたって遊んで
ふれあいリトミック

親子で楽しめる
幼児期のリズム運動遊び ベビーマッサージ 親子で楽しむ

絵本の世界

講師 猪野純氏
（音楽療法士）

安西千紗氏
（ヨガインストラクター）

岡田祐紀子氏
（ベビーマッサージセラピスト）

大西紀子氏
JPIC読書
アドバイザー

場所 中央
こども館

相之川
こども館

本北方
こども館

中央
こども館

末広
こども館

中央
こども館

中国分
こども館

南八幡
こども館

電話番号 ☎320-3337 ☎356-7381 ☎337-8936 ☎320-3337 ☎359-1671 ☎320-3337 ☎375-6547 ☎376-1118

日程 6月1日
（土）

6月20日
（木）

6月6日
（木）

6月8日
（土）

6月7日
（金）

6月22日
（土）

6月27日
（木）

6月21日
（金）

時間 午前10時30分～11時15分 午前10時30分～11時30分

対 象
1・2歳の
幼児と
その保護者

1歳6カ月
以上の幼児と
その保護者

1・2歳の
幼児と
その保護者

3歳以上の
幼児と
その保護者

生後4カ月～1歳の誕生日を
迎えるまでの
乳児とその保護者

乳幼児と
その保護者

定 員 申込順15組 申込順15組 申込順14組 申込順15組 申込順20組

子育て応援HOLIDAY

）（

こども館

高齢者
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発売初日のチケット購入方法
特W…発売初日は10：00から特
別電話☎393-7111またはWeb
で受付。（窓口販売はありません）
窓W…発売初日は10：00から下
記施設窓口または財団Webで
受付。電話予約は15：00から。
☎379-5111文化会館/☎701-
3011行徳文化ホールＩ＆Ｉ/☎
374-7687芳澤ガーデンギャラ
リー。いずれも発売翌日からは、
電話・窓口（上記3施設）・Webで
受付。

文化会館

6月1日(土)発売 特W

NASSYI FES.Presents
「CHARAMETAL BAND CHARAMEL 
Ghoul City TOUR 2019」
出演＝ふなっしー、にゃんごす
たー、アックマ、カパル/8月2日・
30日、いずれも金曜日19:00/大
ホール/全席指定7,400円/4歳
以上有料。3歳以下は保護者1人
につき1人まで膝上鑑賞可

好評発売中
午後のクラシック ～編曲ミラクル～●主
6月1日（土）14：00/小ホール/全
席自由800円/ 100円引き/
ママも楽しい0歳からコンサート●主
7月2日（火）11：00/大ホールホ
ワイエ/全席自由600円/子ども
膝上無料、席が必要な場合は
有料

ひまわりコンサート～4つの手
が奏でる魔法～●主
7月20日（土）14：00/ローズルー
ム/全席自由800円/ 100円引
き/子ども膝上無料、席が必要な
場合は有料
キエフ・クラシック・バレエ
プリンセス・ストーリーズ●主
7月27日（土）15：00/大ホール/
全席指定 一般3,800円、4歳～高
校生1,800円/ 一般のみ300円
引き/3歳以下入場不可/当日学
生向けワークショップあり、詳し
くは財団Webサイトを確認して
ください

受付中
春のうたごえ　オペラ「カバレ
リア・ルスティカーナ」全1幕（イ
タリア語上映・字幕付）●主
令和2年3月8日（日）/大ホール
◆合唱団員募集
合唱指導＝藪西正道、西野薫。詳

しい申込方法は財団Webサイト
を確認してください

行徳文化ホールI&I
6月14日(金)発売 特W

杉山清貴 acoustic solo tour 2019
9月28日（土）15：00/全席指定
6,000円/

好評発売中
おやこ寄席「落語体験講座」●主
7月21日（日）11：00/大会議室/
全席自由大人1,000円、子ども
(高校生以下)500円/子ども膝
上無料、席が必要な場合は有料
熊本マリ＆石田純一「作曲家の
ラブレター」●主
8月3日（土）14：00/全席指定 1
階席4,000円、2階席3,500円/
各席500円引き/
歌舞伎公演「太刀盗人」（ワーク
ショップ付き）●主

8月10日（土）14：00/全席指定 
一般3,000円、高校生以下1,000
円/ 一般のみ1,000円引き/

芳澤ガーデンギャラリー

5月18日（土）午前10時受付開始
市川こどもアートクラブ2019●主
6月22日（土）「ストローでヒンメ
リを作ろう」・23日（日）「ストロー
で動く人形を作ろう」、両日とも
①10：00～12：00②14：00～
16：00/参加費500円（材料費込
み）/申込順各回10人/小学1年
生～中学3年生

木内ギャラリー
市川ゆかりの作家展
筧智子作品展～動物園でおや
つにしよう～●主
5月23日（木）～6月2日（日）/9：
30～16：30/入場無料/月曜休館

総合問い合わせ

☎379-5111
（公財）市川市文化振興財団
http://www.tekona.net/

公演案内
 は主催公演

ローズメンバーズ（友の会会員） 高校生以下 未就学児入場不可

お出かけ

江戸川の地域交流会　   　　
●江戸川・水フェスタinいちかわ
川遊びを通じて自然愛護の心を育み
地域交流の輪を広げることを目的に、
「江戸川・水フェスタ inいちかわ」を開
催します。
当日は、Eボート（10人乗り、手こぎ）
レースに加え（参加チーム募集は締め
切りました）、水上バイクやモーター
ボートなどの体験乗船、スタンプラ
リー、スーパーボールすくい、グラウ
ンドゴルフなどのアトラクションを用
意しています。車での来場不可。
6月1日（土）午前9時～午後2時30

分（荒天中止）
江戸川及び河川敷（市川緊急用船着

場周辺、市川橋より500メートル下流）
当日参加できるアトラクションには

有料（1回100円～）のものがあります。
☎712-6361河川・下水道管理課

▲10人乗りEボートレースの様子

●江戸川クリーン作戦
国土交通省と江戸川沿い2区11市町
による江戸川クリーン作戦。市民の
憩いの場である江戸川をみなさんの
手できれいにしませんか。
6月1日（土）午前9時～10時
江戸川河川敷（雨天中止・小雨決

行、水色ののぼり旗周辺に集合）
☎712-6317生活環境整備課

市川産の焼ノリ、ホンビノス貝、
シジミなどの直売
市川産の海の幸を味わいませんか（天
候により、品物がない場合あり）。
5月19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）

動植物園バラまつり
春のバラの香りに包まれた一日を満
喫しませんか。
5月25日（土）午前10時～午後2時（雨

天中止）
大町公園（バラ園）
近隣の中学校吹奏楽部の演奏、ハ

ワイアンフラダンス、安木節、バラガ
イドツアー、バラの即売会、バルーン
アート、障がい者団体の出店、他
☎338-1960動植物園

▲一面に咲き誇るバラ

宮内庁新浜鴨場見学会
国内には2カ所しかない貴重な宮内庁
の施設です。普段は入ることのできな
い新浜鴨場を市民限定で公開します。
6月20日・27日、いずれも木曜日午

前9時15分～正午
宮内庁新浜鴨場（新浜2-5-1）
市内在住の方、抽選で各35人
往復はがき（1枚4人まで）に参加者

全員の必要事項（3面上段参照）と希望
日（1日のみ）、希望集合場所（文化会館
または行徳支所）を書き、5月31日（金）
必着で広報広聴課（〒272-8501※住
所不要）。代表者を返信宛先としてく
ださい。記載もれ・重複申込・両日申
込・郵便料金不足は無効。宮内庁に参
加者名簿を提出するため、申込後の追
加・変更は不可
公開抽選　6月4日（火）午前11時15分
／勤労福祉センター
☎712-8633同課

▲宮内庁職員が中を案内します

…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 00 00

対象

費用負担無し 予防接種の一部公費助成あり
（要申請）

昭和37年4月2日から
昭和54年4月1日までの間に
生まれた男性

●妊娠を希望する女性
●妊娠を希望する女性のパートナー
●妊娠している女性のパートナー

市が発行した「クーポン券」が必要です。

①
抗体検査

「クーポン券」を医療機関に提出し検査を
受けます（無料）。
※免許証等本人確認書類を医療機関に
持参してください。
昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生れ
の方には、5月10日に「クーポン券」を発送
しました。
なお、昭和37年4月2日から昭和47年4月1
日生れの方には、令和2年3月に発送する
予定ですが、今年度中に検査ご希望の方
はお問い合わせください。

各自医療機関で受けてください。

(1) 「千葉県風しん抗体検査」（無料）
※ 「千葉県風しん抗体検査」については、
県Webサイトに掲載。
(2) 妊婦検診時の風しん抗体検査
(3)上記(1)(2)以外の風しん抗体検査

②
予防接種

予防接種費用の公費助成は、風しん抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方のみ
対象になります。

「クーポン券」を使用（無料）

予防接種費用はいったん全額お支払いく
ださい。申請後一部費用をお戻しします。
※ 上記（2）妊婦検診で風しん抗体価の低
下を指摘され、出産後に予防接種を受
けた方については、平成30年9月20日
以降の予防接種費用が助成の対象に
なります。

③
費用助成 全額公費助成

麻しん風しん混合ワクチン　
 5,000円助成（要申請）
風しんワクチン 3,000円助成（要申請）

④
申請方法 不要

以下3点を疾病予防課へ郵送、または持参。
● 市川市予防接種自己負担金交付金申
請書兼請求書（市公式Webサイトから
ダウンロードできます）
● 風しん抗体検査の結果が確認できる
もの。
●ワクチン接種費用の領収書原本

実施医療
機関

全国の実施医療機関（厚労省HP掲載）。
市内の医療機関は「クーポン券」発送時
に同封していますので、ご確認ください。

「千葉県風しん抗体検査」の実施医療機
関は、県公式Webサイトで確認できます。

　昨年７月以降、首都圏を中心に風しんの発生が続いています。風し
んは「風しんウイルス」の飛

ひ

沫
まつ

感染によって起こります。妊婦が妊娠
早期に風しんにかかると障がいのある子どもが生まれる可能性が高
くなります。市では、下表のとおり風しん抗体検査及び、抗体検査の
結果十分な量の抗体がない方への予防接種費用の公費助成を実施し
ます（詳しくは市公式Webサイトでご確認ください）。
　なお、妊娠している方は予防接種を受けることはできません。

大人の風しん抗体検査・予防接種
のお知らせ

☎ 377-4512 疾病予防課
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【芸術祭・文化祭】
オペラ公演「ガラ＆トスカ」
6月2日（日）午後2時（開場は1時間前）
文化会館

出演　木村珠美（プロデュース）、神尾
昇（指揮）、秋谷直之、飯塚真登香、他
5,000円（全席自由）

チケット取り扱い　☎ 379-5111文化
会館
☎325-0088市川オペラ振興会（木

村）
（文化振興課）

「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
☎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）
◆将門伝説を訪ねて（大野・大町）
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→大野城跡→法蓮寺→
駒形大神社→動物園（昼食）→禮

らい

林
りん

寺
→天満天神宮→本光寺→JR市川大野
駅（解散）
6月4日（火）午前10時～午後3時
昼食・飲み物は各自持参

▲和歌とともに植物が展示されている万葉植物園

◆将門伝説を訪ねて（八幡・菅野）
コース（約5キロメートル）　JR本八幡
駅南口（午前9時55分南口階段下集
合）→藪知らず→葛飾八幡宮→不動院
→白幡天神社→御代の院→JR本八幡
駅北口（解散）
6月18日（火）午前10時～正午
飲み物

（観光プロモーション課）

自然博物館の催し
いずれも荒天中止。
☎339-0477自然博物館

◆湿地の環境整備をお手伝い    
20初参加の方は要問い合わせ。

5月26日（日）午前10時（観賞植物園

入口集合）～正午
◆長田谷津散策会
6月1日（土）午前10時（動物園券売

所前集合）～11時30分
◆野草の名札付けをお手伝い
車を利用の方は要問い合わせ。
6月2日（日）午前10時（観賞植物園

入口集合）～正午
◆おやこ自然観察会「水辺のいきもの」

水辺のいきものを自分たちで捕まえ
て観察します。親子で楽しめる自然
の観察会です。
6月9日（日）午前10時～正午
自然観察園
親子、申込順20組
往復はがきに参加者全員の申し込

み事項（3面上段参照）を書き、自然博
物館（〒272-0801大町284）

歴史博物館　民俗学講座①
大正13年刊行の『東葛飾郡案内記』な
どをテキストに、当時の町の概要や民
俗について考えます。
6月1日（土）、7月6日（土）いずれも

午前10時～正午
歴史博物館
☎ 373-6351同館

市川スポーツガーデン塩浜　
親睦ソフトバレーボール大会
普段の練習の成果を発揮するもよし、家
族や仲間での参加もよし、奮って参加し
てください。今年度は部門を設けませ
ん。ただし、コート内の男性は2人まで。
6月23日（日）午前9時30分（受付は

30分前）
塩浜市民体育館
1人200円（保険料含む。当日集金）
はがきまたは FAX395-1166に

チーム名、選手の氏名・年齢・性別・住
所・電話番号（代表者に◎）を書き、6月
8日（土）必着で塩浜市民体育館内市川
スポーツガーデン塩浜事務所（〒272-
0127塩浜4-9-1）
☎395-1166同事務所（月・水・金・土

曜日の午前10時～午後3時）
（スポーツ課）

いちかわミュージック・パーク
一般公募により選ばれたさまざまな
ジャンルのミュージシャンが市内6会
場ですてきな演奏をお届けします。
5月26日（日）

①ニッケコルトンプラザ（鬼高1-1-1）

＝午前10時～午後5時40分、②本八幡
駅南口J:COMスタジオ（南八幡4-2-5）
＝午前10時30分～午後5時③Honda 
Cars市川 市川鬼高店（鬼高4-8-8）＝午
後1時～3時、④千葉トヨタ市川店（鬼
高3-19-20）＝午前10時30分～午後3
時30分、⑤道の駅いちかわ＝午前10時
～午後4時50分、⑥東京メトロ東西線
「行徳駅」駅前広場＝午後1時～6時
☎711-1142観光プロモーション課

博物館友の会の催し
往復はがきに申し込み事項（3面上

段参照）を書き、各申込締切日までに歴
史博物館（〒272-0837堀之内2-27-1）
☎090-9231-4383同会

●見学会①成田山新勝寺を巡る
年間1，000万人の参拝者があるとい
われる成田山新勝寺。この成田山の
歴史を学びながら境内を散策し、その
魅力を考えます。
6月9日（日）午前8時45分（京成八幡

駅改札口集合）～午後1時30分
抽選で50人
会員＝700円、一般＝1,000円（書道

博物館入館料、資料代）
申込締切日　5月30日（木）（消印有効）
●見学会②「行徳の神

み

輿
こし

と可動堰
ぜき

」
平成30年4月と7月に新設オープンし
た「行徳神輿ミュージアム」と「行徳ふ

れあい伝承館」や江戸川放水路に架か
る「行徳可動堰」などを訪ねます。
6月13日（木）午前9時（東西線妙典

駅そば白妙公園集合）～正午
抽選で50人
会員＝500円、一般＝800円（ミュー

ジアム入館料、資料代）
申込締切日　5月30日（木）（消印有効）

▲神輿や製作工程が見学できる行徳神輿ミュージアム

◆勉強会　明智光秀の乱を中世の文
脈で考える
6月2日は「本能寺の変」の当日です。
この日にちなみ、この謎に満ちた事件
について、原因を光秀個人の野望や怨

えん

恨
こん

などですませず、中世という時代の
中で考えます。
6月2日（日）午後2時～4時
歴史博物館
抽選で50人
会員＝200円、一般＝300円

申込締切日　5月23日（木）（消印有効）
（歴史博物館）

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。

　6月は環境月間です。市では、市民や事業者のみなさんに環境問題を
身近な問題として考えてもらうため、「いちかわ環境フェア」を毎年開
催しています。
　今年の環境フェアは「キミが主役。地球を救うecoヒーロー」をテー
マに、子どもから大人まで楽しく体験し、広く環境への関心を深めても
らえるようなステージイベントやクイズラリーなどを行います。

いちかわ環境フェア

6月2日（日）午前10時～午
後3時30分（荒天中止）
ニッケコルトンプラザ（鬼

高1-1-1）、メディアパーク市
川（こどもとしょかん）
☎ 712-6306生活環境整

備課

お出かけのつづき

昨年のいちかわ環境フェアの様子

環境問題を考えよう


