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核兵器廃絶平和都市宣言35周年
平和への祈りを込めて
　市川市は、「生命の尊厳」を深く認識し、「核兵器の廃絶」、「恒久平和の確立」を目指し
て、昭和59年11月15日に『核兵器廃絶平和都市宣言』をしました。
　35周年を迎える今年、悲惨な戦争を二度と繰り返すことのないよう、市民のみなさま
と共に改めて「平和」について考えるため、各種事業を実施します。
☎712-8643総務課

　原爆の実相を伝えるパネルなどを展示し
ます。

①アイ・リンクタウン展望施設＝8月7日
（水）～20日（火）午前9時～午後10時 ②曽谷公
民館＝8月28日（水）～9月4日（水）午前9時～午
後9時。いずれも最終日は正午まで

　市川市の戦時下の写真を募集します。写真
は市が電子データ化して保存し、市公式Web
サイトへの掲載や、印刷してイベントなどで展
示します。
募集内容　昭和16年から20年ごろに市川市
で撮影された写真（サイズ不問）で、戦争時の生
活、被害状況、特有の物品など戦争時の様子が
うかがえるもの　
◯ 募集する対象は、写真現物のみ（ネガなどは
対象外）。
◯ 写真現物はデータ化したのち返却します。
寄贈は受けられませんのでご注意ください。
☎712-8643総務課。受け渡し方法は相談

のうえ決定します。

　広島平和記念資料館から借用した被爆関連
資料や本市歴史博物館所蔵の資料を展示しま
す。
8月14日（水）～22日（木）午前10時～午後5

時（8月19日（月）は休館日）
メディアパーク市川グリーンスタジオ
広島で被爆した現物資料の展示、広島市民

の描いた原爆絵画など。8月18日（日）は国立
広島原爆死没者追悼平和祈念館のボランティ
アによる朗読会あり（午前11時と午後2時）

子どものための平和展　
　戦争を知らない世代に平和の大切さを伝え
ていきます。
8月7日（水）～15日（木）午前10時～午後6

時（土・日曜日・祝日は午後5時、最終日は午後4
時まで）、8月13日（火）は休館日
中央こども館
防空壕

ごう

体験、千人針体験など

平和展

平和寄席

　実際に被爆した方（市川被爆者の会）のお話
を聞いて「平和」について考えてみましょう。

①メディアパーク市川グリーンスタジオ
＝8月17日（土）②中央こども館＝8月15日（木）
③アイ・リンクタウン展望施設＝8月12日（月）。
いずれも午後2時

被爆体験講話

平和パネル展 戦時下の写真募集

三遊亭小遊三

　心のゆとりは笑いから。笑いを通して平和の大切さを体感し
てください。
11月17日（日）　午後1時30分（開場は1時間前）～3時40分
文化会館　大ホール
市内在住・在勤・在学の方　抽選で1,600人

出演者　三
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（3面上段参照、1組4人まで入場可）、または往復はがき（1
枚で2人まで入場可）に参加者全員の申込事項（3面上段参照）と
人数、「あなたが平和を感じるときはどんなときか」（車椅子など
での来場はその旨も記入）を書き、9月30日（月）まで（当日消印有
効）に総務課（〒272-8501※住所不要）。重複申し込みは無効。
抽選結果及び入場券（全席指定）は11月1日（金）までに発送

核兵器廃絶平和都市宣言
　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
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防災情報を知って
大雨や台風に備えよう

　大雨の時に円滑に行動するためには「自らの備え」と「適切
な避難情報の入手」が重要になります。以下の内容を参考に
水害に対する「事前の備え」を強化しましょう。　
☎712-8563危機管理課

警戒レベル４で全員避難
　市民のみなさんが直感的に避難できるよう、5段階の警戒レベル
を用いて情報を発令します。このうち、レベル1、レベル2は気象庁
が発表する注意報などにあたり、避難行動の確認などを行う段階で
す。警戒レベル3からは市が発令します。特にレベル４が発令され
たら全員避難の合図です。高齢者や子連れの方など、避難に時間を
要する人はレベル３で避難しましょう。

逃げ遅れゼロへ　避難情報の確認を

早期注意情報
（気象庁が発表）

洪水注意報
大雨注意報等
（気象庁が発表）

避難準備・
高齢者等避難開始
（市川市が発令）

災害発生情報
（市川市が発令）

避難勧告
避難指示（緊急）
（市川市が発令）

警戒レベル１ 警戒レベル２

警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５

大雨が来る前に備えよう
①避難先の確認
　洪水ハザードマップをもとに普段から避難所や避難経路を確認
しましょう。

　自主避難所は、台風の接近により避難情報が発令される恐れがある場合や、豪
雨になる前などに、明るいうちに余裕をもって避難できる施設です。開設状況な
どは、市公式Webサイトまたは、市代表（☎334-1111）でご確認ください。

自主避難所一覧
1. スポーツセンター 2. 大野公民館 3. 東部公民館　
4. 勤労福祉センター 5. 信篤公民館 6. 行徳公民館

 ③土のうステーションの活用
　大洲・広尾防災公園、大柏川第一調節池緑地の3カ所で必要に応じて
開設されます（開設情報は市公式Webサイトを確認してください）。

地域型小規模土のうステーション
　市内19カ所に常時設置されており、必要に応じて土のうを利用でき
ます。
 1. 八幡野公園（須和田1-10） 
 2. 市川南第一公園（市川南3-1）
 3. すずかけ公園（市川南2-4）
 4. 市川駅南公民館（大洲4-18-3）
 5. 保健センター（南八幡4-18-8）
 6. トチノキ公園（南八幡5-11）
 7. 大堤公園（鬼高2-21）
 8. 鬼高公園（鬼高3-13）
 9. アヤメ公園（田尻3-11）
 10. やすらぎ公園（田尻3-5）

 11. 二俣の風公園（二俣2-11）
 12. 原木第三公園（原木1-4）
 13. 信篤公民館（高谷1-8-1）
 14. 消防第2水防倉庫（原木3-10-16）
 15. 本行徳公民館（本行徳12-8）
 16. 南根公園（行徳駅前1-15）
 17. 八幡前公園（宝2-8）
 18. 相之川公園（相之川2-3）
 19. 欠真間公園（欠真間2-4）

 ⑤避難情報の入手手段の
　確認
　市では災害の危険性が高まった時
に避難情報を発令します。避難情報
の入手方法を確認してください。

 ②防水板の設置
　玄関の外などに設置し、水の侵入
を防ぎます。市では工事費用の助成
制度を設けています。詳しくは☎
712-6327街づくり推進課まで問い
合わせください。

 ④非常持ち出し品の準備
　非常持ち出し品は避難するときに持ち出す最小限の必需品です。
　必要最小限のものを収めた防災ポーチがあれば、外出先での急な
災害などにも対応できます。

自分たちでできる５つの備え

●防災行政無線　●市公式Webサイト
●メール情報配信サービス、緊急速報メール
●市公式SNS（Facebook、Twitter）　
●市公式LINEアカウント メール情報配信サービス 市公式SNS 市公式LINEアカウント

避難情報は下記媒体で

配布場所
仮本庁舎／行徳支所／大柏出張所／地域防災課／各公民館

自主避難所の利用について

高齢者等は
避難 全員避難

 災害が発生
（命を守る
最善の行動を）

降雨状況にあわせて皆さんがとる行動を時系列でま
とめた

「マイタイムライン」を作成しておきましょう。
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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

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

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容  〈　〉は相談員
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９
予
約
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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 16（金）

行政書士
本  26（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  19（月）

行政
本  28（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  なし

登記
本  7（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  21（水）

不動産取引
本  5（月）､19（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  26（月）

予
約
制

弁護士法律
（平日）

本  1（木）、2（金）、9（金）、15
（木）、16（金）、23（金）、30（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  2（金）、9（金）、16
（金）、30（金）

弁護士法律
（土曜）

市川教育会館
 24（土）

司法書士
法律（昼間）

本  21（水）
13：00～16：40

支  なし

司法書士
法律（夜間）

本  7（水）、14（水）、21
（水）、28（水） 17:00～20:00
支  14（水）

税金
本  27（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  8（木）、22（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  15（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  13（火）、27（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  6（火）、20（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  なし

人権擁護
本  14（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
なし 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  27（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  8（木）、22（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21（水）
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

8月の市民相談 本＝仮本庁舎、支＝行徳支所

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
7月25日（木）午前10時～正午／全日
警ホール （子育て支援課）
◆住居表示審議会
7月30日(火)午前10時／勤労福祉セ
ンター本館 第2会議室／当日先着5
人程度 　（総務課）
◆市民活動団体事業補助金審査会
8月2日（金）午後1時30分～4時30分
／ボランティア・NPO活動センター

（ボランティア・NPO課）
◆国民健康保険運営協議会
8月2日（金）／午後1時30分～3時30分
／ 第4委員会室 （国民健康保険課）
◆総合計画審議会
8月8日（木）午前10時～正午／ 第4
委員会室 （企画課）

8月・9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。

8月2日／西部公民館、8月23日
／市川駅南公民館、9月6日／本行徳
公民館、9月20日／中央公民館、いず
れも金曜日午前10時～午後4時
申込順各日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

男女共同参画センターの
改修工事を行います
10月初旬～1月末は駐輪場が使用でき
ません。また、11月下旬～2月末は空
調が使用できません。施設の利用は
可能ですが工事の音や荷物の搬入、搬
出などもありますので、気を付けてく
ださい。
☎ 322-6700男女共同参画・多様性

社会推進課

下貝塚地区防犯ボックス開所式
下貝塚3丁目に防犯ボックスを開所し
ます。地域活動の核となる防犯ボッ
クスでは、警察官OBのセーフティア
ドバイザーが防犯対策への助言や地
域の見守り、広報・情報発信活動など
を行います。
7月25日（木）午後3時～3時30分
下貝塚3-19大野中央病院東側
☎ 334-1129市民安全課

　7月31日（水）は、固定・都計税（償
却資産）第2期、国民健康保険税第1
期の納期限です。インターネット
やコンビニエンスストアでも納め
られます。
（納税・債権管理課、国民健康保険課）

税の納期限の確認を

同花火大会に伴い営業時間が変更になります

8月3日（土）午後7時15分～8時30分（荒天の場合は翌日）
大洲３丁目地先 江戸川河川敷
☎ 711-1142同大会実行委員会事務局（観光プロモーション課内）

市川駅南口図書館　臨時休館
　8月3日（土）臨時休館。荒天などで順
延した場合は翌日4日（日）も休館。返却
ポストの利用も不可。
☎325-6241同館

市川駅行政サービスセンター
内各施設の利用時間変更
　8月3日（土）情報（KIOSK）
端末、アイ・リンクルーム／
ホールの利用が午後5時まで
に変更。荒天などで順延し
た場合は翌日4日（日）に変更。
☎704-3111同センター

アイ・リンクタウン展望施設　休所日変更
　8月3日（土）臨時休所、8月5日（月）臨時
開所。荒天などで順延した場合は翌日
４日（日）も休所。
☎711-1142観光プロモーション課

● JR市川駅南口は大変な混雑が予
想されるため、駅コンコース内と
駅周辺での待ち合わせはおやめ
ください。
●ごみは必ず持ち帰りましょう。
● 花火大会に伴う事前の場所取り
は一切禁止です。
● 会場内は禁煙です（加熱式たばこ
などを含む）。また、花火やバーベ
キューなどの火気の使用は禁止
です。
● 歩道橋など路上での観覧は危険
ですのでおやめください。

● 大洲防災公園駐車場は、前日午後
3時～当日午後11時は使用できま
せん。
● 自転車の駐輪は、大洲中学校臨時
駐輪場、行徳会場臨時駐輪場をご
利用ください。ただし、駐輪台数
には限りがあります（車とバイク
の駐車場はありません）。
● 当日は周辺道路で交通規制が実
施されます。警備員・警察官など
の指示に従ってください。
● 会場におけるドローン（無人機）の持
ち込み・操作・飛行などは禁止です。

注意事項
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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

私道整備事業助成金交付要綱を
一部改正
私道所有者が行う私道の整備に要す
る費用の一部を市が助成する「市川市
私道整備事業助成金交付要綱」を7月
3日に一部改正しました。
改正後は、私道の全体整備に加えて一
定規模以上の部分的な舗装工事でも
助成の対象とするなど、対象要件を緩
和しました。
☎ 712-6351道路安全課

2019年全国家計構造調査の実施
この調査は、家計の実態を「所得、消費、
資産、負債」の4つの側面から総合的に
把握し、世帯の所得分布及び消費の水
準、構造などを全国、地域別に明らかに
することを目的としています。8月初
旬から準備調査のために調査員が調
査対象となった地域の全世帯を訪問
しますので、ご協力ください。
☎ 332-8746総務課

ドライブレコーダーは定期的に
確認しましょう
事故やトラブル発生時にドライブレ
コーダーの映像を確認したところ、録
画されていなかったという相談が寄せ
られています。データの記録に用いら
れるSDカードは、繰り返しの記録によ
り劣化する消耗品です。異常の検出や
通知方法は取扱説明書で確認しましょ
う。また、正常に映像が記録されてい
るか定期的に確認し、SDカードのメン
テナンスも定期的に行いましょう。
☎ 320-0666消費生活センター

介護職員初任者・介護福祉士実
務者の研修費用を助成
市では、市内の介護保険サービス事業
所や介護保険施設に従事する人材が
確保され、質の高い安定した介護サー
ビスが提供できる環境を整えるため、
介護職員初任者研修費用及び介護福
祉士実務者研修費用に対して助成を

4

しています。なお、市外にお住まいの
方も助成の申請ができます。詳しく
は、市公式Webサイトを確認してくだ
さい。
①介護職員初任者研修または、②

介護福祉士実務者研修を修了し、市内
の同一介護サービス事業所などに介
護職員として6カ月以上継続して勤務
しているなど一定の要件を満たして
いる方
助成額　研修費用の半額（限度額＝①
5万円、②10万円）
令和2年3月31日（火）まで（随時受

付）に郵送または持参で 福祉政策課
（〒272-8501※住所不要）
☎ 712-8547同課

全ての飲食店に消火器の設置が
必要になります
平成28年12月に発生した新潟県糸魚
川市の大規模火災を踏まえ、法改正に
より10月1日から、全ての飲食店に消
火器の設置が必要になります。消防
局では対象となる店舗に対して、職員
が店舗に伺い、聞き取り調査を行いま
すのでご協力ください。
☎ 333-2171予防課

パブリックコメント 公共施設個別
計画（案）に関する意見の募集
本計画では、本市が所有する公共施設
の再編・整備について、令和12年度ま
での今後12年間をどのように進めて
いくかを定めています。
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。

閲覧場所　市公式Webサイト、行政経
営課、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、8月
30日（金）までに持参、郵送（消印有効）
または FAX712-8764で 行政経営
課（〒272-8501※住所不要）。市公式
Webサイトからも提出可。
☎712-8592同課

公共施設個別計画（案）の市民説
明会を開催
担当課より公共施設個別計画（案）の
概要について説明し、みなさんと意見
交換を行います。

8月17日（土）午前10時／行徳文
化ホールI&I、24日（土）午前10時／仮
本庁舎
☎ 712-8592行政経営課

外国人相談窓口に入国管理局
職員が派遣されます
3カ月ごとに相談員として、外国人の
ビザなどについて相談に応じます。
今後の予定は広報いちかわと市公式
Webサイトでお知らせします。
7月30日（火）午後1時～3時
行徳支所
☎300-8051国際政策課

市職員募集 　令和2年4月1日採用の職員採用試験を実施します。
　詳しくは、市公式Webサイトまたは受験案内を確認してください。

受験区分 職種区分・人数 受験資格

一般
行政職

初級 ①事務  ………………………1人程度
②土木  ………………………1人程度

以下の（1）または（2）に該当する人。（1）高等学校卒＝平成12年4月2日～平成14年4月1日に生まれた人（令
和2年4月1日現在で18歳または19歳の人）で、学校教育法に基づく高等学校またはこれと同等と認める学
校などを卒業または令和2年3月までに卒業見込みの人（2）短期大学卒＝平成10年4月2日～平成12年4月
1日に生まれた人（令和2年4月1日現在で20歳または21歳の人）で、学校教育法に基づく短期大学もしくは
高等専門学校またはこれと同等と認める学校などを卒業または令和2年3月までに卒業見込みの人

年齢学歴制
限撤廃

③事務A（クリエイティブ枠）  …… 数人 昭和35年4月2日以降に生まれた人（令和2年4月1日現在で59歳までの人）で、義務教育課程以上を修
了した人 、または令和2年3月までに修了見込みの人

④事務B（職務経験者枠）  ……… 数人 昭和35年4月2日以降に生まれた人（令和2年4月1日現在で59歳までの人）で、義務教育課程以上を修
了した人 、または令和2年3月までに修了見込みの人。ただし、市職員採用試験における大学卒業枠（令
和2年4月1日現在で22歳～28歳の人で大学（短期大学を除く）を卒業した人、または令和2年3月までに
卒業見込みの人）に該当する人を除く⑤土木、電気、機械、化学  … 各1人程度

専門職

⑥栄養士  ……………………3人程度 平成3年4月2日以降に生まれた人（令和2年4月1日現在で28歳までの人）で管理栄養士の免許を取得
している人または令和2年3月までに取得見込みの人

⑦幼稚園教諭  ………………5人程度
昭和35年4月2日以降に生まれた人（令和2年4月1日現在で59歳までの人）で次の（1）（2）の要件を両方
とも満たす人（1）幼稚園教諭の免許を有している人または令和2年3月までに取得見込みの人（2）保育
士の登録を受けている人または令和2年4月までに受ける見込みの人

⑧獣医師  ……………………2人程度 昭和35年4月2日以降に生まれた人（令和2年4月1日現在で59歳までの人）で獣医師の免許を取得して
いる人または令和2年4月までに取得する見込みの人

技能職 ⑨ 自動車運転手  ……………1人程度

昭和35年4月2日以降に生まれた人（令和2年4月1日現在で59歳までの人）で令和元年7月1日時点で、
次の（1）（2）の両方の免許を有し、直近5年間（平成26年7月1日～令和元年6月30日まで）に2年以上、タ
クシー、ハイヤー、路線バス及び貸し切りバスなどの旅客運送用の自動車運転手として業務歴がある
人（1） 普通自動車第二種運転免許（2） 中型自動車第一種運転免許

育児休業代替
任期付職員

⑩保健師  ……………………5人程度
　保育士  ………………… 10人程度
　 幼稚園教諭  ………………5人程度

採用予定日までに以下の資格のいずれかを取得している人（取得見込み含む）
保健師、保育士、幼稚園教諭

採用予定日　令和2年4月1日⑩については令和元年11月から育児休業取得者に合わせて順次採用。
受験案内配布場所　 人事課、 総務課、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、教育総務課（郵送での受験案内配布も可）。
7月22日（月）～8月16日（金）⑩は8月7日まで（消印有効）に郵送で人事課（〒272-8501※住所不要）　　 ☎712-8573人事課

8月2日（金）午後7時　　 行徳文化ホール I&I
☎ 395-6781同まつり実行委員会（行徳支所総務課内）

　10月27日（日）に開催予定の「行徳まつり2019」の参加者説明会を開
催します。模擬店、フリーマーケット、市民ステージに参加希望の方は出
席してください。参加団体は市内優先とします。本説明会に欠席した場
合、参加できない場合があります。

「行徳まつり2019」参加者説明会 
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「協働花づくり」参加者
花の育て方を学びながら、種からの花
づくりにチャレンジしませんか。

講習会 開催日 時間及び会場 講習内容

第1回 9月13日
(金)

・  午前10時～11
時30分／全日
警ホール
・  午後2時～3時
30分／本行徳
公民館

種まきの
仕方

第2回 10月11日
(金)

移植の
仕方

第3回 11月15日
(金)

定植と
楽しみ方

①花の生育に関する講習会（全3
回）。花づくりに必要な資材を第1回
講習会で配布します。②育てた花苗
を市内小・中学校の花壇へ提供、植栽
（11月中旬）。提供数は20苗を目安と
し、提供数以外の花苗は自由に活用し
てください。
市内在住の方、抽選で100人。サー

クルなど団体申し込みも可。
申込用紙、またははがきに氏名・住

所・電話番号を書き、8月9日（金）まで
（消印有効）にまち並み景観整備課
（〒272-0033市 川南2-9-12FAX712-
8784）。団体申し込みは要電話。
☎ 712-8597同課

10～12月の広報いちかわに掲載
する広告
1号広告（第1週号／4色）50,000円、2
号広告（第3週号／2色）30,000円
7月22日（月）～8月2日（金）に申込書、
広告案、事業説明資料を 広報広聴課
へ提出。複数枠、複数回の掲載申し込
みも可。
☎ 712-8632広報広聴課

ミュージアム・ミュージカル2019
キャスト・サポートスタッフ
12月21日（土）～22日（日）に上演する
オリジナルミュージカル「棲（すみか） 
水の妖精フロマージと炎の妖精ダワ
ルントによる恋についての赤裸々な
事情」の上演にあたり、キャスト・サ
ポートスタッフを募集します。
稽古期間　10月12日（土）～12月15日
（日）、週3回／市内公共施設

説明会　10月5日（土）午前10時30分
～午後6時／メディアパーク市川
オーディション　10月6日（日）午前10時
／メディアパーク市川
市内在住・在勤・在学の小学2年生

以上の方、キャスト＝20人程度、サ
ポートスタッフ＝10人程度（いずれも
経験不問）
☎ 320-3334文学ミュージアム

市川駅前のガーデニングボラン
ティア協賛企業
市川駅前の花壇などにおいて花苗の
提供や水やりのための協賛金に協力
していただける企業ボランティアを
募集しています。なお、協賛していた
だいた企業を紹介するプレートを花
壇に設置します。
☎ 325-2281元気！市川会

（公園緑地課）

健康・福祉

子ども・教育

日本脳炎予防接種　
1期（3回接種）　生後6カ月（標準3歳）
～7歳6カ月未満
2期（1回接種）　9歳～13歳未満
特例対象　平成19年4月1日以前に生
まれた方は20歳未満まで接種が可能
です。高校3年相当の学年で2期未接
種の方には、予診票を郵送しました。
その他の学年で接種を希望する方は
疾病予防課まで連絡してください。
指定医療機関
☎ 377-4512同課

小学生のためのこわい
おはなし会    　　　　　     
暑さも吹き飛ぶゾーッとするおはな
しを聞きにきませんか。怖い話・不思
議な話の朗読、絵本の読み聞かせ、他。
8月7日・14日・21日、いずれも水曜

日午後2時～2時30分（30分前からカ
ウンターで整理券を配布。整理券を
持って5分前にじゅうたんコーナーに
集合）

内容 場所 日にち 時間
問
合
せ

対象・定員

プレ親学級

（詳細は市公式
Webサイト）

6（金） 13:15～16:15
① 初産でR1年11月
～R2年1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）

7（土） 9:30～12:30

13（金） 13:15～16：15
②

14（土） 9:30～12:30

パパママ
栄養クラス
電話で

12（木） 13:30～15：30 ①
R1年11月～R2年
1月に出産予定の
妊婦とその夫（妊
婦のみも可）

申込順各36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（予約制）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 日にち 場所 対象・定員
問
合
せ

妊婦
歯科健康診査

R2/3/31まで 市妊婦歯科健康
診査指定歯科医院

市に住民登録があり
妊娠の届け出をした方 ①

問診・口腔診査。受診票は母子健康手帳交付時に母子保健相
談窓口（アイティ）で交付。市外からの転入者や手元にない方は
連絡してください。平成30年度版妊婦歯科健康診査受診券も使
用できます。

早期発見の
ための

口
こうくう

腔がん検診

R2/3/31まで 口腔がん検診
指定歯科医院

R2/3/31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9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

こどもとしょかん おはなし室
小学生、当日先着各45人
☎ 320-3346中央図書館

生きている虫が信篤図書館に
やってくる                            
自然博物館から、生きている虫がやっ
てきます。本物の虫を見て、触って、
図書館の本に描いてある虫と比べて
みませんか。博物館の学芸員の話も
聞けます。
8月2日（金）午前11時（5分前に図書

館1階に集合）～正午
信篤図書館
4歳～小学生
☎ 328-8831信篤図書館

児童扶養手当現況届の提出を
お願いします
児童扶養手当の認定を受けている方
は、現況届の提出が必要です。対象者
には7月下旬に文書を発送します。9

月2日（月）までに提出がないと、11月
分以降の手当を受け取ることができ
ません。また、2年以上未提出の場合
は、時効により手当を受ける権利がな
くなります。なお、所得超過により手
当を受けていない方も現況届の提出
が必要です。また行徳支所で8月6日
（火）と27日（火）の2日間のみ児童扶養
手当受給者を対象に、ハローワークに
よる出張就労相談コーナーを開設し
ます。開設時間＝午前10時～正午、午
後1時～5時。
8月1日（木）～9月2日（月）午前8時

45分～午後5時15分（毎週水曜日は午
後8時まで）

こども福祉課、 福祉課前スペー
ス
児童扶養手当認定者
こども福祉課から指定された書

類、印鑑
☎712-8539こども福祉課

夏場の生ごみ臭い対策
　夏場に気になる生ごみの臭い対策を紹介します。

■ 臭いを抑える３つの切り「使い切り・食べ切り・水切り」
　一番大切なのは、食材をごみにしないようにすることです。買いす
ぎに注意し、まだ食べられる食品を捨てず、調理時の「過剰除去」に気
を付け、「使い切り・食べ切り」をしましょう。また、生ごみは水分を含む
と腐敗が進行します。ぬらしてしまった生ごみは、しっかりと「水切り」
をしましょう。

■ 生ごみにひと手間「振りかけ・混ぜ・吹き」
　台所にあるものを使った消臭も効果的です。

塩　生ごみに直接振りかけることで腐敗を防ぎ、臭いを抑えること
ができます。
お茶・コーヒーの出がらし　よく乾燥させたものを生ごみに混ぜ
ることで、臭いを軽減させられます。
酢・クエン酸　水で半分に薄め、スプレーなどで吹きかけます。菌
の発生が抑えられます。

☎712-6317生活環境整備課
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特別児童扶養手当・障害児福祉
手当
両手当とも診断書などによる審査及
び所得制限と支給制限あり。施設入
所者（通所は除く）、障がいを理由とす
る公的年金の受給者は対象外。
◆特別児童扶養手当及び同手当の所
得状況届の提出
20歳未満で、重度または中程度の障
がいの状態にある児童の父母または
養育者を対象に手当が支給されます。
手当の資格を持つ方は、8月9日（金）～
9月11日（水）に、所得状況届を障がい
者支援課に提出してください。対象
者には必要書類は7月末ごろ郵送しま
す。届け出がない場合、8月分以降の
手当が受けられません。
◆障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がいの状態に
あるため日常生活で常時の介護を必
要とする方を対象に手当が支給され
ます。
☎ 712-8512またはFAX712-8727

同課

かるたを作ってあそぼう　   
自分で詠んだ短歌・俳句・川柳をかる
たにしてみんなで遊ぶワークショッ
プです。夏休みの自由研究にも最適。
8月3日（土）午後2時～4時
メディアパーク市川 第2研修室
清水麻利子氏（花實同人）
小学生～高校生、申込順30人
☎ 320-3334文学ミュージアム

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。
7月24日、8月7日・28日、いずれも水

曜日午前9時30分～午後4時
百合台幼稚園（曽谷6-10-1）
0歳～未就学児童の保護者
相談日の午前9時～午後4時に☎

080-3150-9804幼児教育相談員
☎ 383-9338指導課

高齢者

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宮久保・下
貝塚
7月29日（月）午後1時～2時30分
旧大野中央病院（下貝塚3-31-2）
家族介護教室「健康的な体重を保

つために 1日3食 食べる理由」
20人
☎ 373-0763同センター　

◆高齢者サポートセンター大柏
7月30日（火）午後2時～3時30分
大野公民館
家族介護教室「だまされないこと

が幸せ」詐欺被害に遭わないために
30人
☎ 338-6595同センター

（介護福祉課）

認知症カフェ　
◆いっぷくカフェ
おいしいコーヒーを飲みながら、認知症や
介護のことを一緒に考えてみましょう。
7月31日（水）午後0時30分～2時30分
夢茶房就労継続支援Ｂ型施設（八

幡4-5-11東和マンション）
12人
ドリンク・ケーキなど、200円から
前日までに☎ 376-3200高齢者サ

ポートセンター八幡
◆やんべぇカフェ
高齢者の介護予防・認知症予防の効果
が期待できるアートセラピーを体験
しましょう。
7月30日（火）午後1時30分～3時30分
南行徳公民館
15～20人
☎ 359-6660高齢者サポートセン

ター南行徳第一
（地域支えあい課）

スポーツ

「市川市民元旦マラソン大会」
リニューアルのお知らせ
元日に開催していた同大会を、節目と
なる第70回大会を機にリニューアル
し、「（仮称）市川市民マラソン大会」とし
て、令和2年1月19日（日）に開催します。
詳しくは、決まり次第お知らせします。
☎ 318-2013スポーツ課

ウオーキングサッカー体験会　
走らない、ぶつからない、ゆるいサッ
カーです。小学校高学年から高齢者
まで、男女問わず楽しめます。
7月28日（日）午前10時～正午
市川駅南公民館
動きやすい服装、運動靴（屋内用）、

飲料など
☎ 090-3515-9292北市川スポーツ

クラブ（松村）
（スポーツ課）

講座・講演

高齢者生活支援サポーター養成
研修
買い物や電球の取り換えなど、高齢者

のちょっとした困りごとへのお手伝
いをする際に役立つ、高齢者や介護に
関する基本的な事がらを学びます。
8月27日（火）午後0時45分～4時、28

日（水）午後0時45分～4時30分、いず
れも受付は30分前（2日間の研修です
が、どちらか1日のみの受講も可）
全日警ホール
市内在住・在勤・在学の18歳以上の

方、申込順50人
申し込み事項（3面上段参照）、性

別、受講日を☎ 712-8521またはFAX 
712-8789で地域支えあい課

ハピキャリセミナー
「育休復帰に向けて」
育児休業後に職場復帰する際に生じ
る不安を解消するため、職場復帰の
前後に行いたい両立のポイントなど
を解説し、円滑な職場復帰を支援しま
す。パートナーの方も一緒に参加で
きます。

①9月5日（木）／あじさい保育園
（妙典5-12-16）②9月8日（日）／男女共
同参画センター、いずれも午前10時～
正午
林田香織氏（wonderLife LLP代

表）
育児休業中の方、おおむね1年以内

に育児休業を取得予定の方など、い
ずれも20人程度（6カ月～未就学児の
無料保育あり、先着10人、8月30日
（金）までに要予約）。親子同席受講
も可。
☎ 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）

消防局の講習 
修了者には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・在勤の中学生以上の方、

申込順各30人
7月22日（月）から☎ 333-2111消防

局救急課
◆外傷応急手当講習
応急手当ての目的及び重要性・止血の
方法・けがや骨折をした場合の応急手
当て方法
8月2日（金）午前9時～正午

◆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。
8月7日（水）、22日（木）、いずれも午

前9時～正午
◆普通救命講習Ⅲ
AEDを使用した小児・乳児に対する心
肺蘇生法、異物除去法。
8月17日（土）午前9時～正午

和洋女子大学公開講座「発達障害
の診断意義と発達支援について」
知的な遅れを伴わない発達障害を中
心に、最新の研究知見や臨床現場に基
づきライフ・ステージからみた特徴と
支援についてお話しします。
8月10日（土）午後1時（受付は30分

前）～2時30分
和洋女子大学
金井智恵子氏（和洋女子大学こど

も発達学科准教授）
保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の

いずれかの資格をお持ちの方、申込順
30人
FAX371-2271またははがきに申し

込み事項（3面上段参照）と性別、メー
ルアドレスを書き、8月7日（水）必着で
和洋女子大学地域連携センター
（〒272-8533国府台2-3-1）
☎ 371-1473同センター

（教育総務課）

多様な人材採用支援セミナー　
女性、テレワーカー、派遣スタッフな
どの多様な人材の活用や、SNSの活用
により、企業の人材不足の課題解決に
アプローチする講座（全2回）。
8月23日（金）、9月4日（水）、いずれ

も午後2時～4時30分
船橋市役所（船橋市湊町2-10-25）
船橋市及び近隣市の企業の人事・

総務担当者、申込順各30人
☎ 047-436-2477船橋

市商工振興課、FAX047-
436-2466、申 し 込 み
フォーム（右記2次元コー
ド参照）

（産業振興課）

シニアのキャリアデザインセミ
ナー＆個別相談会
千葉県ジョブサポートセンターと市
川市・浦安市・鎌ケ谷市・習志野市・船
橋市・八千代市共催でシニア向けセミ
ナーを開催します。多様な働き方や
仕事の探し方、応募書類の書き方など
を学べます。このセミナーは、雇用保
険受給者の活動実績になります。

8月14日（水）①午前10時～正午＝
シニアのキャリアデザインセミナー②
午後1時30分～午後4時＝個別相談会
鎌ケ谷市役所（鎌ケ谷市新鎌ケ谷

2-6-1）
①おおむね55歳以上の方、申込順

30人②セミナー受講者のうち希望者、
申込順4人
☎ 047-445-1240鎌ケ谷市商工振

興課
（産業振興課）

 月・日 曜日     清掃地域

07.21 日 鬼越(全）、鬼高（全）、新井（全）、島
尻、広尾1、日之出、南行徳1・2

07.22 月 八幡6、東菅野4の一部(古八幡、冨貴
島）、富浜（全）、宮久保(全）

07.25 木 新田1・5
07.28 日 東菅野4・5（美里苑）、福栄(全)、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）

07.29 月 本北方1

07.30 火 曽谷6・7(第5)、下貝塚(全)
08.01 木 市川4(根本）、北方2、本北方1の一部

（北方中央）、本北方3、北方3、若宮
2

08.02 金 若宮3(上町）
08.03 土 本北方2
08.04 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）

08.05 月 香取(全）、行徳駅前3・4、国府台(全）
08.07 水 八幡1、南八幡1(八幡上・下）
08.08 木 稲荷木(全）
08.10 土 高谷、二俣(全)
08.11 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）

08.12 休 真間4・5
08.13 火 北国分(全）、中山3・4
08.14 水 中山1・2
08.15 木 須和田(全）、北方1、若宮3（下町）、市

川南1～4、市川2

08.16 金 南八幡1（しらさぎ）
08.18 日 新田2～4、曽谷1～4（第1から第4）、

鬼越(全）、鬼高（全）、新井（全）、島
尻、広尾1、日之出、南行徳1・2

08.19 月 平田（全）
08.22 木 八幡6、東菅野4の一部(古八幡、冨貴

島）
08.25 日 新田1・5、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）

08.26 月 富浜（全）、宮久保(全）

●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

子ども・教育のつづき



こども館名 行事名（内容） 日時・対象・定員
中央
こども館
☎320-3337

いろいろ工作
「ビー玉コロネ」

8月21日(水)～24日(土)午後3時30分
小・中学生、当日先着12人

市川
こども館
☎322-1404

いろいろ工作
「ビッグヨーヨー」

7月24日(水)～27日(土)午後3時30分
小・中学生、当日先着15人

いろいろ工作
「ビー玉コロネ」

8月28日(水)～31日(土)午後3時30分
小・中学生、当日先着15人

みんなで遊ぼう 
わくわくタイム
「シャボン玉で遊ぼう」

7月20日(土)午後4時
小・中学生・高校生

みんなで遊ぼう 
わくわくタイム簡単工作
「ストロートンボ」

8月7日(水)、24日(土)午後4時
小・中学生、高校生

南八幡
こども館
☎376-1118

いろいろ工作
「紙すきではがき作り」

7月24日(水)、26日(金)、27日(土)
午後3時～4時
小・中学生、当日先着各10人

いろいろ工作
「宇宙ごま」

8月15日(木)～17日(土)午後3時～4時
小・中学生、当日先着各15人

相之川
こども館
☎356-7381

いろいろ工作
「アルミ虫」

7月24日(水)、26日(金)午後3時～4時
小・中学生、当日先着15人

いろいろ工作
「コルクオーナメント」

8月21日(水)、23日（金）午後3時～4時
小・中学生、当日先着15人

みんなで遊ぼう
（集団あそびなど）

8月3日(土)午後3時～3時30分
小・中学生

市内には他にも10カ所以上のこども館があります。詳しくは市公式
Webサイトを確認してください。
市内在住・在学

（子育て支援課）
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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

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級）
介護職員初任者研修は、在宅・施設を
問わず介護に必要な基礎的知識や実
際の介護実技を習得します。
9月10日（火）～11月12日（火）。講

義・演習はおおむね午前9時～午後5
時、実習は午前8時30分～午後5時
福祉公社東部ヘルパーステーショ

ン（南八幡5-10-7INGビル）
市内在住・在勤・在学で平成31年4

月1日現在15歳以上の方で、履修科目
を全て受講可能な方・心身共に健康な
方、抽選で12人
50,000円（テキスト代含む）。別途、

健康診断実費負担あり
はがきまたは封書に申し込み事項（3

面上段参照）、生年月日、受講動機を書
き、8月19日（月）必着で同公社（〒272- 
0023）
☎ 313-4072同公社

（福祉政策課）

健康都市推進講座 
「健康で心豊かな日々のために」をテー
マに和洋女子大学講師が、食事や運
動、メンタルヘルス、健康情報の上手
な活用などについてお話しし、みなさ
んの健康生活を応援します（全7回）。
8月31日、9月14日・21日・28日、10

月5日・12日・26日、いずれも土曜日午
後2時（開場は30分前）～4時
和洋女子大学（国府台2-3-1）
市内在住の方、申込順80人

またははがきに必要事項（3
面上段参照）、生年月日を書き、8月19
日（月）必着で保健医療課健康都市担
当室（〒272-0026東大和田1-2-10分
庁舎C棟）。受講決定者には後日、受講
票を送付。
☎ 712-8642同課

お出かけ
ZOOワンポイントガイド
「ケヅメリクガメ」　　　 　  
根強い人気のある「ケヅメリクガメ」
のアンディーくんと一緒に散歩をし
ながら、飼育員がお話をします（雨天
の場合、散歩は中止）。

7月21日（日）午後2時30分
動植物園家畜舎前
☎ 338-1960動植物園

8ミリフィルムをビデオに変換　
8ミリフィルムで撮影した古い映像を
VHS、DVD、Blu-rayに写し替えてみ
ませんか。
8月24日（土）午前10時～午後4時
メディアパーク市川 文学研修室
申込順14人
☎ 320-3334文学ミュージアム

めざせ YA図書館クイズ王 
中央図書館に関することや時事ネタ
などの〇×問題に答えて図書館クイ
ズ王をめざす体験型ゲーム。
8月10日（土）午後3時30分
中央図書館　こどもとしょかん　
中学生以上、19歳まで、申込順5組

（1組1～4人）
7月21日（日）から中央図書館に設

置の応募用紙でカウンターに持参、ま
たは☎ 320-3346

いちかわ学校給食展 
学校給食についての展示、講演会（カ
ルビースナックスクール）。
8月1日（木）午前10時30分～午後1時
メディアパーク市川グリーンスタジオ
先着200人
☎ 383-9342保健体育課

グリーンシアター 
8月9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
おくりびと（2008年・日本・カラー・

有声・131分）
当日先着220人
☎ 320-3334文学ミュージアム

夏の生きもの探し   
夏の昆虫を中心に、大町で生きものを
探しに出かけましょう。市の専門員
がわかりやすく解説します。
7月27日（土）午前10時（動植物園前

集合）～正午（荒天中止）
大町公園自然観察園
申込順20人（小学生以下は要保護

者同伴）
☎ 712-6307生活環境整備課

…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

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

7月20日(土)発売 特W

宝塚歌劇宙組全国ツアー公演
ミュージカル・ロマン「追憶のバル
セロナ」 ショー・アトラクト「NICE 
GUY」その男、Sによる法則
9月21日（土）①14：00●主②18：
00、9月22日（日）①12：00②16：
00、9月23日（祝）①12：00②16：
00/大ホール/全席指定S席7,300
円 A席5,000円/3歳以上有料

7月20日(土)発売 窓W

午後のクラシック
Beautiful Harmony●主
10月12日（土）14：00/ローズ
ルーム/全席自由800円/ 100
円引/

7月27日(土)発売 特W

DRUM TAO 2019新作舞台
ザ・ドラマーズ

11月4日（休）16：30/大ホール/
全席指定6,800円/
森山良子コンサートツアー2019
～2020
Prime Songs
令和2年1月23日（木）16：00/
大ホール/全席指定6,800円/

8月3日(土)発売 窓W

日医工presents　葉加瀬太郎
コンサートツアー2019
Dal Segno「Story of My Life」
10月20日（日）16：00/大ホール/
全席指定（前売）8,250円/

好評発売中
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/3歳以下入場不可
声優朗読劇 VORLESEN フォア
レーゼン ヴェルサイユ騒動記●主

11月2日（土）15：00/大ホール/出
演=高塚智人、酒井広大、汐谷文
康、中野振一郎（チェンバロ）/全
席指定4,500円、大学生以下
3,000円/ 一般のみ500円引/
海宝直人　CONCERT 2019 
「I hope.」 in ICHIKAWA●主
11月3日（日）17：00/大ホール/
全席指定 プレミアムシート
8,000円、S席6,000円、A席5,000
円/ S、A席のみ500円引/4歳以
上入場可

行徳文化ホールI&I
7月28日(日)発売 特W

室井滋・長谷川義史・日野陽仁
「朗読の森」
懐かしく、ちょっぴり切ない心
の記憶●主
12月8日（日）14：00/共演=岡淳
（サックス）、大友剛（ピアノ）、浜
崎ゆう子（影絵）/全席指定 一般
2,500円、3歳～中学生1,000円

/ 一般のみ500円引/3歳未満
入場不可

好評発売中
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/
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/

芳澤ガーデンギャラリー

あんびるやすこ作品展●主
開催中～9月16日（祝）/9：30～
16：30（入館は16：00まで）/一般
500円/ 400円、シルバー（65歳
以上）・団体（25人以上）400円、中
学生以下・障害者手帳をお持ち
の方と付き添いの方（1人）無料

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

夏休みはこども館で遊ぼう

Ichikawaワタシの起業塾
　「やりたいことはあるけれど、どうやったら実現できるかわからな
い」「資金調達ってどうすればいいの」。そんな悩みを持つ女性に向
けた起業塾を開講します。起業に関する疑問を解消しながら、実践
的なカリキュラムでビジネスプランを作成し、起業を目指します。

9月14日・28日、10月12日、いずれも土曜日午前9時30分～午後4
時30分。
個別相談　10月4日（金）または10月5日（土）1人1時間程度
男女共同参画センター　
五十嵐暁

あけ

美
み

氏（中小企業診断士）
市内で起業を目指す、または起業して間もな

い女性で、個別相談含めて全4回出席できる方、
申込順28人
5,000円（初回に徴収）

または市公式Webサイトより申請書を
ダウンロードしFAX711-1144で産業振興課
☎ 711-1140同課 ▲五十嵐暁美氏

次回から「公演案内」のコーナー
は1週号に掲載します。
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ハゼ釣り女子会講座
市川市景観100選にも選ばれた江戸
川は日本有数のハゼ釣り場です。夏
の風物詩、江戸川のハゼ釣りに挑戦し
てみませんか。
この講座は、公民館で釣り方を学んだ
後に江戸川に移動し、実際に船上から
ハゼ釣りを体験します。釣った魚は
調理実習室でさばいてすぐに食べら
れるようにして持ち帰れます。釣り
の経験のない女性のための講座です。
釣り竿

ざお

・えさは公民館で用意。
8月17日（土）午前9時～午後2時（荒

天中止）
信篤公民館
小学4年生以上の女性（小学生は要

保護者同伴）、抽選で10人
1,000円（えさ代、保険料、他）

または往復はがきに申し込み
事項（3面上段参照）を書き、8月2日
（金）必着で信篤公民館（〒272-0013
高谷1-8-1）
☎ 327-6807同館

小島貞二生誕百年記念展
◆小島貞二の多彩な世界
演芸・相撲評論家として活躍した小島貞
二は1947年より亡くなる2003年まで市
川市で暮らしました。力士や相撲記者、
雑誌編集者と、小島が取り組んだ仕事
は多岐にわたります。本展は生誕百年
を記念して、市に寄贈された小島コレク
ションの中から自筆原稿や相撲・寄席に
関係する資料を紹介し、「寄席と相撲と
日本が好きで生きているのはもっと好
き」と語った、小島の生涯をたどります。
7月20日（土）～9月22日（日）
文学ミュージアム
☎ 320-3334文学ミュージアム

◆大演芸会
落語、講談、大江戸玉すだれとバラエ
ティーに富んだ演芸会です。見て、聴
いて、日本の伝統芸能を身近にお楽し
みください。公演後、小島豊美氏（小
島貞二・長男）らによるトークショーも
あります。
出演　古

こ

今
こん

亭
てい

菊
きく

之
の

丞
じょう

（落語）、田
た

辺
なべ

鶴
かく

遊
ゆう

（講談）、佃
つくだ

川
がわ

燕
えん

也
や

一門（大江戸玉すだれ）
9月7日（土）午後2時（開場は30分

前）～4時30分
メディアパーク市川グリーンスタジオ
抽選220人
往復はがきに（1枚2人まで）、申し込

み事項（3面上段参照）を書き、8月2日
（金）までに必着で文学ミュージアム
大演芸会係（〒272-0015鬼高1-1-4）
☎ 320-3334文学ミュージアム

水に親しむ親子のつどい　   
真間川流域の総合的な治水対策の重
要性について楽しく学べます。
7月27日（土）午前10時～午後2時（荒

天中止。イベント開催の可否は当日午
前7時から☎334-1111で確認できます）
大柏川第一調節池緑地及び大柏川

ビジターセンター（駐車場の数に限り
がありますので、公共交通機関を利用
してください。）
スーパーボールすくい、総合治水

に関するパネル展示、絵画コンクール
入賞作品の展示、かわクイズ、雨水浸
透実験、ふわふわ遊具、他
☎ 712-6361河川・下水道管理課

博物館サマーフェスタ　　   
親子で楽しみながら学べる体験型イ
ベント。勾

まが

玉
たま

づくり・組みひもストラッ
プづくり・竹の水鉄砲づくりなど、さ
まざまな催しを実施。雨天時は、考古
博物館・歴史博物館にて縮小開催。
8月17日（土）午前10時～午後2時
考古博物館、歴史博物館
5歳くらいから参加可（竹の水鉄砲

づくりは小学生向け）
勾玉づくりのみ250円
竹の水鉄砲づくりは、往復はがき

に、申し込み事項（3面上段参照）、保護
者氏名を書き、7月27日（土）まで（消印
有効）に歴史博物館（〒272-0837堀之
内2-27-1）
☎ 373-6351同館

考古博物館の催し

◆ナイトミュージアム　　　　  
夏の夜、いつもより遅い時間に特別な
展示、コンサートを開催します。
コククジラの下でフルートとチェ

ロの演奏会、行徳徳願寺所蔵の幽霊絵
パネル展示、紙芝居、絵本の朗読会、他
8月4日（日）午後7時（開場は30分

前）～8時30分
考古博物館、歴史博物館
☎ 373-2202考古博物館

◆夏休みスタンプラリー　　　  
考古・歴史博物館の展示室をめぐって
スタンプを集めましょう。全部集め
た方にはヨーヨー（水ふうせん）をさ
しあげます。
7月20日（土）～9月1日（日）の開館日

考古・歴史博物館
小学生まで、期間中先着400人
☎ 373-2202考古博物館

自然博物館の催し
☎ 339-0477同館（荒天中止）

◆おやこ自然観察会  
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。
8月11日（祝）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）
◆長田谷津散策会
8月3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。
8月4日（日）午前10時（観賞植物園

入口集合）～正午

夏休み親子手作り教室「竹馬遊び
とまつぼっくり細工」　　　  
自分で作った竹馬、上手に乗れるか
な。まつぼっくりに小さな布玉を詰
めるとすてきな飾りができるよ。
7月27日（土）午前10時～午後1時

（随時受付）
行徳ふれあい伝承館　主屋裏庭及

び休憩所テラス
当日先着30人
300円（かき氷付）
☎090-4380-0036行徳まちづくり

協議会（鹿島）
（まち並み景観整備課）

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。

　行徳地域の特性を活かしたイベントの第1弾とし
て、子育て・親育てイベントを開催します。木場弘
子氏（フリーキャスター）による講演会や、親子で楽
しめる音楽コンサートを催します。また、保育士・
栄養士による相談コーナーも設けます。
7月27日（土）  

講演会・コンサート：午後1時～3時20分
相談コーナー：午前10時～午後3時
行徳文化ホール I&I（末広1-1-48）
先着300人（講演会・コンサート）。未就学児は保護者同伴
☎359-1114支所総務課

岩絵の具でオリジナルうちわを
つくろう
　日本画家が講師になり、普段触れ
ることのない日本画の画材（岩絵の
具）を使って、うちわに絵を描きます。
8月23日（金）午後1時～4時、24日（土）午前10時～午後1時
東山魁夷記念館及び第四中学校
小学生以上、抽選で各日30人（小学生は要保護者参加）
小・中学生500円、高校生以上1,000円

で申し込み、または往復はがきに参加希望日（第１及び第２希
望日）・参加者全員の申し込み事項（3面上段参照）を書き、8月5日（月）必
着で同館（〒272-0813中山1-16-2）
☎333-2011同館

東山魁夷記念館　夏のワークショップ

やんべぇGYOTOKU

「子育て満開」イベント開催

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。

eモニに登録をeモニに登録を
　e-モニター制度（eモニ）は、登録者にメール
で市からアンケート等を配信し、みなさんの声
を広く集めて市政に反映していくものです。
　回答ごとにポイントがたまり、市の施設で利
用できる「エコボ満点カード」と交換できます。 

■登録できる方
国内在住の16歳以上の方で、インターネット及び電子メー
ル（スマートフォン・携帯電話を含む）の使用が可能な方
■登録方法は2通り
◎ 市川市  eモニ で検索
https://www.e-moni.city.ichikawa.
chiba.jp/em/
◎二次元コードを読み取り、
em@e-moni.city.ichikawa.chiba.jp
に空メールを送信。
（事務局から会員登録のため
のメールを送ります）
☎７１２-８６３４ eモニ事務局

（広報広聴課内）

お出かけのつづき

▲木場弘子氏


