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●男女共同参画推進審議会
11月7日（木）午前10時（受付は15分前）
～正午／男女共同参画センター／無料
／保育利用の場合のみ前日までに要申
し込み（10か月～未就学児、申込順5人）

（男女共同参画・多様性社会推進課）
●東京外郭環状道路に関連する特別
委員会
11月8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）
●農業委員会定例総会
11月8日（金）午後1時30分～2時30分
／ 第4委員会室　　　　（同事務局）
●環境審議会
11月8日（金）午後2時（受付は15分前）
～4時／アイ・リンクルーム1・2／当日先
着5人程度　　　（循環型社会推進課）
●都市計画審議会
11月11日（月）午前10時（受付は15分
前）／ 第4委員会室／当日先着10人

（都市計画課）
●介護保険地域運営委員会
11月15日（金）午後2時～3時30分／
第1委員会室／当日先着3人

（福祉政策課）

11月17日（日）❶午前9時（15分前受
付）～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生活に応用できるしつけや芸を学
びます（ターゲットトレーニング、マット
トレーニング）❷ボランティアの方が保
護している犬の譲渡会です。

❶本市に畜犬登録している方、申込
順5人❷市内在住の方

❶☎712-6309生活環境保全課

環境に関する市の取組について、平成
30年度までの実績をまとめています。
閲覧場所　循環型社会推進課（市川南
仮設庁舎）、市政情報センター、中央図書
館、行徳図書館、信篤図書館、南行徳図
書館、平田図書室、大野公民館図書室、
市川駅南口図書館、男女共同参画セン
ター（市公式Webサイトからも閲覧可）

☎712-6305循環型社会推進課

市では同月間中、女性のための情報＆
アートスペース「ベルヴィ」を開催する
ほか、県との共催による街頭イベントを
実施します。また、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・多様性
社会推進課

女性に対する暴力の問題に関する取組
を一層強化するため、県と市の共催に
よるキャンペーンを実施します。消防
音楽隊による演奏や、チーバくんなどの
マスコットキャラクターも登場します。

11月17日（日）午後1時～2時30分
ニッケコルトンプラザ（鬼高1-1-1）
☎322-6700男女共同参画・多様性

社会推進課

児童虐待かもと思ったらすぐに電話し
てください。連絡者や連絡内容に関す
る秘密は守られます。
☎711-1697市川市児童虐待通報ダイヤ

ル（平日午前8時45分～午後5時25分）
☎189児童相談所全国共通ダイヤル

（24時間）
●出産や子育てに関する悩みや質問が
ある方は、気軽に相談してください。
☎711-0679子ども家庭支援センター

（子育て支援課）

里親になりたい方、里親についてちょっ
と知ってみたいと思っている方、気軽に
参加してください。当日参加も可。

11月17日（日）午後1時（開場は15分
前）～3時

船橋市中央公民館（船橋市本町
2-2-5）

氏 名 と 電 話 番 号 を ☎0470-28-
4288または FAX0470-28-4289ＮＰＯ
法人子ども家庭サポートセンターちば

「オレンジの会」　　　  （子育て支援課）

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、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
（生活環境保全課）

参加企業24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）。

12月6日（金）午後1時～4時（受付は
午後0時30分～3時30分）

船橋グランドホテル（船橋市本町
7-11-1）

正社員での就職を希望するおおむ
ね40歳未満の方

履歴書複数枚、ハローワークカード
（なくても可）、筆記用具

☎047-420-8609（部門コード44＃）
ハローワーク船橋第二職業相談部門

（産業振興課）

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の催しです。車で
の来場不可。

11月24日（日）午後2時（受付は30分
前）～3時30分

南行徳公民館
当日先着80人
☎043-223-2439県環境政策課

（臨海整備課）

納税通知書送付用封筒の裏面に広告
掲載スペースを確保し、税目ごとに有
料広告を掲載します。詳しくは、市公式
Webサイトでお知らせします。
募集期間　11月5日（火）～15日（金）
募集市税　

・市県民税（普通徴収）納税通知書送付
用封筒

・軽自動車税種別割納税通知書送付用
封筒

・固定資産税・都市計画税納税通知書
送付用封筒

・国民健康保険税納税通知書送付用封
筒

☎712-8652納税・債権管理課

ガイドブックの概要など詳しくは市公
式Webサイトを確認してください。
募集期間　11月5日（火）～15日（金）
掲載料金
1号広告（縦12.5×横8.5ｃｍ／フルカ
ラー）＝50,000円
2号広告（縦12.5×横17.5ｃｍ／フルカ
ラー）＝125,000円
その他　掲載位置は先着順で決定。1
号広告は2枠（横）または、4枠の利用も
可。

11月15日（金）まで（必着）に必要書類
（市公式Webサイトからダウンロード

可）を持参または郵送（〒272-0033市
川南2-9-12）で生活環境整備課（市川
南仮設庁舎）

☎712-6317同課

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

　令和2年度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1日
までに申請した方）には11月6日（水）に使用申請書類を
発送します。書類が届かない場合は新規申請の手続き
が必要です。
　11月7日（木）から申込フォーム（右記2次元コード参照）、市公式
LINEで申請できます。詳しくは市公式Webサイトで確認してください。
抽選対象＝11月7日（木）～12月6日（金）までに申請した方

☎712-6342交通計画課

　市は、昭和59(1984)年11月15日に
核兵器廃絶平和都市宣言を行い、「核
兵器の廃絶」・「生命の尊厳」・「恒久平
和の確立」を訴え、毎年さまざまな平和
事業を通して、「平和の大切さ」を市民
のみなさんに呼びかけています。今年
は、宣言から35周年を迎えます。

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

☎712-8643総務課

令和２年度市営駐輪場定期使用の
申請が始まります

核兵器廃絶平和都市宣言35周年

▲自らの体験を通して平和の尊さを伝
える「市川被爆者の会」語り部活動の様
子。同会は1984（昭和59）年9月9日に
結成し、今年35周年を迎えました。

傍聴しよう〈希望者は直接会場へ〉

11月は「児童虐待防止推進月間」

里親制度説明会

京葉わかもの就職面接会

三番瀬ミーティング

11月は「動物による危害防止
対策強化月間」

❶犬の無料しつけ方教室
❷犬の譲渡会

「女性に対する暴力をなくす運動」
街頭キャンペーン

令和元年版
「市川市環境白書」を発行

令和2年度市税納税通知書
送付用封筒への有料広告

「資源物とごみの分別
ガイドブック」に掲載する広告

11月は「DV（ドメスティック・
バイオレンス）根絶強化月間」

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

勤務内容　市内の保育クラブ（学童保
育）において、保護者に代わり児童の生
活支援などを行います。
勤務場所　市内保育クラブ（45施設
128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人程度。❷につい
ては時間数及び職種などの規定あり
選考試験　筆記・面接＝12月6日（金）
雇用期間　令和2年4月1日～令和3年
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、
所定の履歴書で受け付け（郵送不可）

☎320-3124社会福祉協議会保育ク
ラブ担当室　　　　  （青少年育成課）

テーマに関連した団体や企業の展示
ブースもあります。

11月23日（祝）午後1時（開場は30
分前）～5時

文化会館
内 講演会「アスリートから学ぶ健康づ
くり」（和洋女子大学教授）、タオル体操、
オリンピック音頭、握力・長座体前屈な
どの体力測定

当日先着120人（オリジナルタオル
をプレゼント）

☎712-8642保健医療課　健康都
市担当室

ピンク色の封筒でお送りした受診券の
有効期限は下表のとおりです。有効期
限が近づくと医療機関が大変混み合い
ますので、早めに受診してください。

●発送時期によっては有効期限が異な
る場合がありますので、受診券を確認し
てください。
●胃内視鏡検査受診券の有効期限は令
和2年3月31日までです
●がん検診は治療中、経過観察中の方、
自覚症状のある方は受診不可
●特定健康診査（及び準ずる健康診査）
と肝炎検診は無料
●がん検診は一部自己負担金600円、胃
内視鏡検査は1,500円（70歳以上の方、
千葉県の後期高齢者医療被保険者、及
び住民税非課税世帯者は無料）

☎377-4513疾病予防課

介護技術の基礎、現役ヘルパーとの
ディスカッションで介護の仕事に就く
チャンスのなかった方、また長期間介護
の仕事を離れていた方を対象に学び直
しや振り返りを行い、就労の自信につな
げる講座です（各回同じ内容）。

11月11日（月）～13日（水）市川市
福祉公社ミーティングルーム（市川南
1-1-1ザ タワーズイースト209）、14日

（木）・15日（金）行徳ハイム　中央管理棟
（塩焼2-2）いずれも午後1時30分～4時

介護福祉士またはホームヘルパー
の資格を有し、現在就労していない方、
各回10人（応募者多数の場合は抽選）
子ども連れ要相談。

はがきに申し込み事項（６面上段参
照）、生年月日、お持ちの資格、受講動機、
受講希望日を記入のうえ、１1月7日（木）
までに市川市福祉公社ペーパーヘル
パーチャレンジ講座担当（〒272-0804
南大野3-21-22）。

☎338-2672同公社  
 （福祉政策課）

　この2カ月で2つの大きな台風が日本を襲いました。
本市は幸いにして人命に関わる被害はありませんで
したが、家屋損壊などの被害に遭った方、そして被災
地の方 に々心よりお見舞いを申し上げます。
　近年の大規模水害では、逃げ遅れによる犠牲者が
出ています。命を守る行動として、早めの避難が重要
です。本市は9月の台風15号や10月の台風19号に際して、早期に自主避難所
や避難所を開設し、避難者を受け入れてきました。特に台風19号の際は、21
カ所の避難所に2,000人を超える方が避難されました。こうした事態に備え、
市はハザードマップの配布や地域ごとの特性をまとめた「防災カルテ」の作
成、SNSの積極的な活用など、防災情報の発信に努めています。ぜひ平時か
らご確認ください。
　また、近年の大規模風水害の増加は、地球温暖化などの環境問題と強く関連
しているといわれています。本市は地球環境に責任を持つ自治体として、エネ
ルギーやごみなどの環境問題にも積極的に取り組んでいます。防災と環境の
両面から、市民のみなさんの生命と生活を守るまちづくりを進めてまいります。

ムラコシコラム 市長 村越祐民

49万の生命と生活を守るために、今できること

▲災害対策本部会議で陣頭
指揮する村越市長

タウンミーティング参加者募集11月24日
開催

　行徳地域は、昭和40年代の東京メトロ東西線開通に合わせた土地区画
整理事業による街づくりが進み、市街地が形成されましたが、行徳街道沿
いには現在も寺社など歴史的街並みが多く残されています。
　昨年度、外環道路や妙典橋が開通し、地域を取り巻く交通環境も大きく
変化しており、行徳地域のますますの発展が見込まれます。今後の街づく
りを参加者のみなさんと市長が一緒に考えます。

台風の接近により中止となりました10月13日のタウンミーティング（テーマ：わが子
を守る　子育て世代に伝えたい防災知識）は、12月7日（土）に同テーマで開催します。
詳細は決まり次第お知らせします。

行徳地域の街づくりテーマ

11月24日(日)午前10時（受付は30分前）～11時30分
南行徳市民センター
抽選で100人（子ども連れの参加も可）
FAX047-712-8764広報広聴課、 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、11月
15日（金）必着で同課（〒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広報広聴課

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

生後10カ月の
離乳食と
歯みがき

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

3歳児
健康診査

2回食

3（火）・17（火）

9（月）

①

①

①

①

①

②

②

②

①

②

18（水））

13（金）

20（金）
17（火）

12（木）

13（金）

19（木）
26（木）

20（金）

2（月）

11（水））

9（月）

19（木）

4（水）・18（水））

10（火）

10（火）・24（火）

16（月）

11（水））・25（水））

17（火）

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
に受付

平成30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カ月児（平成31年2
月生まれ）とその保護者

（申込順40人）

10カ月児（平成31年2
月生まれ）とその保護者

（申込順30人）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

平成28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。

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

カミカミ
歯みがき

教室
電話で

2歳にこにこ
歯みがき
レッスン

電話で

健康相談（電話・面接）は各保健センターへ

誕生月 有効期限

4～9月生まれ

10～3月生まれ

11月30日まで

令和2年3月31日まで

放課後保育クラブ支援員

求　人

健康・福祉
健康フェスタ
アスリートから学ぶ健康づくり

健康診査・がん検診を受けましょう

ペーパーヘルパーチャレンジ講座
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わらべうた遊びやリトミックを親子で
楽しみませんか。子育てサークルとし
て登録されている団体の活動紹介、情
報展示も行います。

11月22日 （金）午前10時30分～11時
45分

南行徳市民談話室
講 河村徳子氏（音楽講師）

市内在住の子育てサークルに興味
のある方（親子または大人だけでも

可）、申込順80人
11月4日（休）から☎711-1736子育

て支援課すこやか応援隊

親子で楽しく遊んで、子育ての情報交
換をしませんか。新聞遊び、ふれあい
遊び、絵本の読み聞かせ、他。

11月18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子育て支援課すこやか

応援隊

●ポピンズカフェまま
季節のお楽しみランチ、歌、コグニサイ
ズ、専門職のお役立ちコーナー、マッ
サージコーナーなどを行っています。

11月21日（木）午前11時～午後1時
30分

ポピンズ京葉デイサービスまま（真
間1-5-2）

申込順15人
500円（ランチ付き）
☎302-7001ポピンズ京葉

●メモリーカフェさくら
認知症の方もそうでない方も、くつろ
いだり情報交換したりできる場所です。
介護の相談もできます。

11月20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 　（地域支えあい課）

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。

❶11月6日❷13日❸20日❹27日❺
12月4日、いずれも水曜日❶❷❺は午
後2時❸❹は午前10時

❶❺ダイエー市川店（市川1-4-10）
❷行徳公民館❸全日警ホール❹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

☎326-7000シルバー人材センター
（地域支えあい課）

●高齢者サポートセンター国分
11月14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

●高齢者サポートセンター市川東部
11月18日（月）午後1時30分～3時
鬼高公民館

内 家族介護教室＝福祉用具の「今」を感
じて、暮らしの「未来」を考えてみましょう
講 伊花 崇氏（福祉用具専門相談員）

申込順15人
☎334-0070同センター

（介護福祉課）

子育て世代への防災・減災対策を進め
ていくため、子育て防災に詳しいかもん
まゆ氏による講座や、防災に関する展
示、防災豆知識の体験コーナーなどを
行います。

11月15日（金）
・啓発ブース：午前10時30分～午後4時
・講座＆相談会：午後1時30分～3時

行徳文化ホール I＆I 2階ホール
☎712-8563危機管理課

「高齢者の健康維持と病気の予防」を

テーマに、目のアンチエイジング～白内
障・緑内障・加齢黄斑変性について講演
します。第2部にはコンサートもあります。

11月14日（ 木 ）午 後1時30分 ～3時
30分（開場は30分前）

文化会館小ホール
当日先着440人
☎334-1128地域振興課

キャッシュレス決済の種類や仕組み、メ
リット、デメリットなどの基礎知識を学
び、消費生活に役立てましょう。

11月15日（金）午後2時～4時
アイ・リンクルーム1
申込順36人
☎320-0668または直接、消費生活

センター

ポピュレーションアプローチの手法に
よる健康法と三大疾病のひとつである
がんについて、各々の専門医からお話し
いただきます。

11月16日（土）午後2時～4時40分
アイ・リンクルーム1・2

内 第1部＝午後2時10分～3時20分「新
しい健康法」講国井光隆氏（国井整形
外科院長）、第2部＝午後3時30分～4時
40分「食道・胃・大腸がん克服に向けて」
講為我井芳郎氏（がん研有明病院下
部消化器内科副部長）

当日先着80人
☎0800-888-0520合人社計画研究所

（地域支えあい課）

11月30日（土）午後1時～4時30分
全日警ホール
当日先着300人（事前申込不要）

内 講演「消化器がんのことをもっと知
ろう」
講 野村武史氏（歯科口

こう

腔
く う

外科教授）、岸
川浩氏（消化器内科准教授）、松井淳一
氏（外科教授）、長谷川博俊氏（外科准
教授）

☎322-0151東京歯科大学市川総
合病院（市民公開講座事務局）

（保健医療課）

11月14日・28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）
☎090-5418-9827市川市視覚障害

者福祉会（飯作）　
  （障がい者支援課）

高齢者の日常生活上でのちょっとした
困りごとへのお手伝いをしてみません
か。研修では、活動する際に役立つ、高
齢者や介護に関する基本的な事柄を
学びます。

11月28日（ 木 ）午 後1時30分 ～4時
25分、29日（金）午後1時～4時40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。

南行徳保健センター
市内在住・在勤・在学の18歳以上の

方、申込順40人

　入園希望の方は、期間内に窓口へ必要書類をお持ちください。1月
は大変混み合いますので、余裕をもって申し込んでください。事情によ
り開園が遅れる場合や、計画が変更になる場合もありますので、複数の
保育施設を希望するよう検討してください。なお、最新の情報は市公
式Webサイトで確認してください。

受付期間　12月2日（月）～令和2年1月10日（金）（12月11日～25日
毎週水曜日は午後8時まで）
受付窓口　こども施設入園課（アクス本八幡）、 子育てナビ行徳
結果通知　令和2年2月21日（金）発送予定

☎711-1785同課

認可保育施設4月入園の受付開始

保育園名（仮称） 定員（受入月齢） 問い合わせ先

市川南3丁目
（以下未定）

新田1丁目
（以下未定）

妙典4-4-27

富浜2丁目
（以下未定）

塩焼1丁目
（以下未定）

中山3-10
（以下未定）

市川1-13-32 プラザ・
ウィステリアアネックス

北方1-3（以下未定）

北方町4-1800-31

原木2-1-1
コンフォール原木1階

大野町3-1811-13

相之川4-5-8

南行徳1-12-7

南行徳1-20-13

富浜2丁目
（以下未定）

妙典6丁目
（以下未定）

妙典5丁目
（以下未定）

妙典1丁目
（以下未定）

北方町4丁目
（以下未定）

八幡3丁目
（以下未定）

90人（57日以上）
0～5歳

70人（57日以上）
0～5歳

90人（57日以上）
0～5歳

75人（57日以上）
0～5歳

60人（6ヵ月以上）
0～5歳

19人（10ヵ月）
0～2歳

19人（6ヵ月以上）
0～2歳

18人（3ヵ月以上）
0～2歳

19人
1～2歳

19人（3ヵ月以上）
0～1歳

19人
1～2歳
19人（57日以上）
0～2歳

19人（57日以上）
0～2歳

19人（57日以上）
0～2歳

60人（57日以上）
0～5歳

60人（6ヵ月以上）
0～5歳

60人（6ヵ月以上）
0～5歳

60人（6ヵ月以上）
0～5歳

90人（57日以上）
0～5歳

72人（1歳以上）
1～5歳

株式会社S.N.H.
☎321-4854

株式会社スクルド
アンドカンパニー
☎03-6273-2760

株式会社ポピンズ
☎03-3447-2102

株式会社
アルタナーサリー

（電話番号未定）

株式会社かえで
☎322-7088

学校法人けや木学園
☎334-1224

インフィニック株式会社
（電話番号未定）

株式会社
ニッケナーサリー
☎080-8520-8298

学校法人ユアサ学園
☎338-1661

アイ・ナーサリー株式会社
☎328-6111

学校法人大野山学園
☎337-8413
株式会社KALAVARI

（電話番号未定）
株式会社
にじいろキャンバス
☎307-3622
株式会社
リーディング.ラボ
☎052-684-7103

株式会社モード・
プランニング・ジャパン
☎03-6253-7222

株式会社global bridge
☎03-6284-1627

株式会社global bridge
☎03-6284-1627

社会福祉法人 松峰会
☎711-9880

株式会社ライフプラザ
ファイナンシャルデザイン
☎03-5643-1671

Milky Way　
International　
Nursery School
市川南校

スクルドエンジェル
保育園 市川新田園

ポピンズナーサリー
スクール妙典

アルタキッズ妙典園

かえで保育園
市川妙典

みどり幼稚園
小規模保育事業所

＆KIDS
いろのはほいくえん

ぽっかぽっか
にっけなーさりー

わかたけ幼稚園
小規模保育事業所

小規模保育園
ミニミー

浄光寺幼稚園
小規模保育事業所
南行徳駅前
にじいろ保育園

incipit保育園

ゆずのき保育
みなみぎょうとく園

小
規
模
保
育
所

市川富浜雲母
保育園

あい・あい保育園
妙典六丁目園

あい・あい保育園
妙典五丁目園

あい・あい保育園
妙典一丁目園

市川梨の花保育園

八幡チャイルド
保育園

所在地

すこやかひろば in二俣
「新聞遊びを楽しもう」

防災ママゼミ㏌いちかわ

講座・講演

市川市自治会連合協議会大講演会

子育てサークル研修会
ー音楽に触れながら声を出して
体を使って一緒に遊ぼうー

消費生活講座「ひろがるキャッシュ
レス決済。知っておきたい仕組み
と注意点」

子ども・教育 高齢者

認知症カフェ

シルバー人材センター 入会説明会

高齢者サポートセンターの講座

地域医療講演会

市民のための健康講座

視覚障害者点字講習会

高齢者生活支援サポーター養成研修
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月15～18日、中山法華経寺でお会
え

式
し き

（日蓮
聖人の命日に合わせて行われる法要）があり、

同時に祖
そ

師
し

堂
どう

前において「中山骨董市」が開かれ
ます。この市には、関東一円をはじめ全国から80～
100店が出店し、広場は骨董品で埋め尽くされます。
骨董ファンならずとものぞいてみたくなります。

　中山は、鎌倉中期に創建された法華経寺を中心に発展してきた街ですが、地形
や道路網など街の骨格は、江戸時代からほとんど変わっていません。さらに、昭和
13年には「法華経寺風致地区」に指定され、建物の高さや意

い

匠
しょう

が制限されてきた
ため、寺院群を中心にした落ち着きのある低層住宅地になっています。また、国指
定の重要文化財である五重塔、祖師堂、法華堂、四足門などの歴史的財産に恵
まれています。葛飾八幡宮の千本公

い ち ょ う

孫樹に次いで市川市で2番目に大きな巨木
「泣き銀

いちょう

杏」をはじめ多くの物語もあります。
　そうした趣のある環境が好まれてか、日本画家の東

ひがし

山
やま

魁
かい

夷
い

氏、彫刻家の大
おお

須
す

賀
か

力
つとむ

氏、絵本作家の梶
かじ

山
やま

俊
とし

夫
お

氏が中山に、また隣の北方にはガラス工芸家の藤
ふじ

田
た

喬
きょう

平
へ い

氏が移り住んでいます。芸術家たちは中山の街を歩きました。東山氏は法
華経寺でたびたびスケッチをしています。梶山氏の本「ききみみをたてて出かけよう」

（1997年発行）には、参道沿いの小さな商
店やそこで働く人々のことが愛着を込めて描
かれています。今も沿道の茶店では、懐かし
い名物のきぬかつぎ、おでん、トコロテンなど
が健在です。
　さて、京成中山駅からすぐの黒門から参道
商店街を通り、立派な仁王門（赤門）をくぐる
と桜並木の参道です。両側の寺の美しい
庭を眺めながら境内に入ります。広い境内
をゆっくりと巡ってからハスで覆われた「竜王
池」の脇を抜けると静かな住宅地です。ゆる
やかな坂道を案内標識に従って歩いて行く
と、まもなく東山魁夷記念館に着きます。記
念館で東山魁夷氏の作品と人物のことを学び、カフェで庭を眺めながら一息入れ
ると豊かな気持ちになること請け合いです。
　中山はまさしく歴史と文化の街であり、散歩好きには憧れの街です。イベントに
合わせて魅力ある中山の街を歩いてみてはいかがでしょうか。　   （広報広聴課）

11

芸術家が歩いた街 歴史と文化の中山

☎712-8521または、氏名・性別・住所・
電話番号・生年月日・受講日を FAX712-
8789地域支えあい課

たくさんの野鳥が見られる葛西臨海公
園・鳥類園をバスで訪れます。

11月16日（土）午前9時（市川南仮設
庁舎集合。車での来場不可）～午後1時

（荒天中止）。
葛西臨海公園（東京都江戸川区臨

海町六丁目）
申込順25人
☎712-6307生活環境整備課

本市と相互交流協定を締結する会津
地方の喜多方市、西会津町、北塩原村
から届いた、喜多方ラーメンや地酒など
の名物を販売します。

11月9日（土）～17日（日）
道の駅いちかわ
☎382-5211同施設    （産業振興課）

11月9日（土）・10日（日）・23日（祝）・
24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

池田蘭径氏の墨彩画は、ヨーロッパの街
並みや四季の花々、魚介などをモチーフ
として、繊細で温かみあふれた作品です。

11月10日（日）～24日（日）午前10時
～午後5時30分（初日は午後1時から、
最終日は午後4時まで）、11月12日（火）
休館

文化会館
☎300-8020文化振興課

11月16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バグダッドの盗賊 前編（1924年・
アメリカ・モノクロ・無声・字幕・72分）❷
バグダッドの盗賊 後編（68分）

当日先着46人
☎320-3334文学ミュージアム

歴史と
文化の
散歩道

Vol.81

　日頃の運動不足を解消し、リフレッシュしませんか。運動に自信のな
い方でも大丈夫です。

　令和2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。郵送での申し込みは不可。
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　11月29日（金）～12月27日（金）※昨年度とは受付期
間が異なりますので注意してください。
❶11月29日（金）～12月1日（日）のみ下記の3カ所で受け付け。❷12
月2日（月）以降は青少年育成課で受け付け（12月4日～25日毎週水曜
日午後5時～8時は青少年育成課のほか行徳支所でも受け付け）。低
学年、心身に障がいのある児童優先。
申請受付場所

12月2日～令和2年3月28日
スポーツセンター、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（西暦で。親子プレスクー
ルは子ども・保護者共に）・電話番号を書き、11月9日（土）必着で ISG国府
台（〒272-0827国府台1-6-4）。または、国府台市民体育館及び ISG国府
台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12日（火）に結果通知はがきを発送予定。教室に余裕がある
場合は、11月18日（月）午前9時から申込順で電話受付（電話受付は複数
教室・複数人数も可）。

☎371-7800同クラブ（月～土午前9時～午後1時）　　   （スポーツ課）☎383-9419青少年育成課

健康スポーツ教室（ISG国府台）参加者募集

令和２年度放課後保育クラブ入所申請受付

▲茶店から望む五重塔

教室
コード 教室名 開催

期日 時間 参加費

月1

土1
土2

木3

土3

土4

土5

木4

木1

木2

水1
水2

水3

水4

火1

火2

30人

50人

60人

30人

40人

30人

50人

50人

40組

60人

月曜日
全11回

毎週
土曜日
全15回

毎週
土曜日
全14回

毎週
木曜日
全14回

毎週
木曜日
全15回

火曜日
全12回

毎週
水曜日
全15回

11：10～12：00

南八幡仮設庁舎 午前10時～
午後8時

11月29日（金）

午後5時～8時

午前10時～
午後5時

11月30日（土）
午前10時～
午後5時

ー

12月1日（日）

行徳公民館
大野公民館

9：15～10：05
10：15～11：05

13：45～14：35

11：15～12：30

9：10～9：50

10：00～10：50

14：45～16：00

9：00～9：50

10：00～10：50

11：30～12：45

9：30～10：20
10：30～11：20

11：40～12：30

11：00～11：50

12：00～12：50

￥5,600
（11回）

￥5,400
（15回）

￥5,700
（14回）

￥7,600
（15回）

￥7,100
（14回）

￥7,100
（14回）
（ポール
レンタル代
1回￥100）

￥5,400 
（15回）

￥5,400
（15回）

￥7,600
（15回）

￥5,400
（15回）

￥6,500
（12回）

頭を使った
からだトレーニング

楽しく筋トレ パワー UP
楽しく筋トレ バランス UP

笑顔で筋活 1日3分

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　年中／年長)

チャレンジ
ヒップホップダンス
(小学1年生～中学3年生)

ノルディックウオークで
－（マイナス）10歳

からだ リカバリー
（手に入れようスムーズな動き）

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31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31年4月1日現在2歳）

定員

お出かけ
市外の自然観察バスツアー

会津フェア

水木洋子邸一般公開

池田蘭
らん

径
けい

 墨彩画の世界展

ベルホールシネマ
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豊富な考古資料で市を紹介
考古博物館

　市の中央部から外環道を北上し道の駅を過ぎると、
まもなく小高い丘の上に考古博物館が見えてきます。
入館してまず目を奪われるのが、縄文時代、約5000年
前のコククジラの骨。現代でもそうですが、台地、低地、
水辺が交わる市川は、豊かな自然と利便性にめぐまれ

て歴史が重ねられてきました。そうした環境を象徴するコククジラにはじま
り、豊富な考古資料で市の成り立ちを紹介しています。多彩な企画を用意
していますので隣接する国史跡・堀之内貝塚とともに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

堀之内2-26-1　開館時間 午前9時～午後4時30分
休館日　毎週月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）　 ☎373-2202

13

縄文の海を泳いだコククジラ

隣接する堀之内貝塚公園ではピクニックすることも

11月12日（火）は開館記念日のため、特
別展「東山魁夷　日本美の象徴」の観
覧料がどなたでも無料になります。

☎333-2011同館

昭和30年代の生活道具を中心に、見た
り触れたりしながら学べる体験型の企
画展。小学校や市内各所の古写真な
ども展示します。

11月3日（祝）～令和2年2月16日（日）
歴史博物館
☎373‐6351同館

コース（約8ｋｍ）　JR市川大野駅（午
前10時出発）→駒形大神社→もみじ山
→長田谷津→観賞植物園（昼食）→市
川市霊園→親子ふれあい農園→天満
天神宮→JR市川大野駅（解散）

11月29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（雨天中止）

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）

（観光プロモーション課）

あそびの広場、作業学習製品の展示・販
売、模擬店、ＰＴＡバザーなど。

11月16日（土）午前10時15分～午後
2時

同校（原木1862）。来場は公共交通
機関をご利用ください。

☎327-4155同校教頭（宇佐見、千
田）または教務主任（齊藤）

（義務教育課）

江戸前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）。

11月17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）

　動植物園では、割りばし鉄砲的当てゲーム、ポニーのお散歩、飼育員が
「タマリン」についてお話しする ZOOワンポイントガイドなどを行いま
す。自然博物館ではドングリ人形キットを先着100人に配布します。

11月17日（日）午前9時30分～午後4時30分（入園は4時まで）
動植物園・自然博物館
入園料（高校生以上440円、当日は小・中学生は無料）
☎338-1960同園

「家族の日」記念 小・中学生は入園無料
大町レクリエーションゾーン秋のフェスティバル

　家族向けのイベントが盛りだくさん。家族そろってお越しください。
11月16日（土）午前11時～午後4時
ニッケコルトンプラザ　タワーコート、コルトンホール（鬼高1-1-1）

内 笑顔の花を咲かせよう（午前11時5分。お花のモチーフをつけて
チーバくんと一緒にみんなで歌ったり遊んだりします）、3世代で楽し
もう フラダンスショー（午前11時45分）、金田朋子＆森渉トークショー

「仲良し夫婦の笑って子育て」（午後2時）、チー
バくんと写真撮影、親子で楽しむ工作、他

☎711-1736子育て支援課

今年の冬は市内公民館で、本格的な生演奏を見て・聴いて・参加して、
澄んだ空気に響く音楽を味わいませんか。幅広い年代の方々が楽しめ
るように構成しました。

市内在住・在勤・在学の方、抽選各定員
往復はがき（1枚2人まで）に申し込み事項（6面上段参照）、性別、複

数申し込みの場合は参加者全員の氏名を書き、11月16日（土）必着で
各公民館　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　 （社会教育課）

　11月の第3日曜日は「家族の日」。その前後各1週間を「家族の週間」
とし、家族の大切さなどを見つめなおす機会としています。

市川市家族の週間
「いちかわファミリーフェスタ」

冬にご招待、みんなで楽しく公民館イベント

こども館「家族の日のイベント」

日時

場所 定員

対象・人数

内容

おもしろ工作
「フェルトのオーナメント」

おもしろ工作
「たこボール」

おもしろ工作
「紙皿のサンバイザー」

おもしろ工作
「マラカス」

おもしろ工作
「カズ―」

絵本スペシャル

おもしろ工作
「マジックスクリーン」

おもしろ工作
「毛糸のオーナメント」

こども実行委員企画
「クイズ大会」

11月13日（水）
～16日（土）
14：00～14：30

11月30日（土）
14：00～15：30

12月16日（月）
14：00～16：00

12月21日（土）
13：30～15：00

11月13日(水)、
15日(金)、16日(土)
10：30～11：00

11月13日(水)
～17日（日）
14：00～15：00

11月16日（土）・
19日（火）
10：30～11：00
11月13日（水）・
16日（土）
15：00～16：00
11月21日（木）
10：30～11：00

11月13日(水)
～17日（日）
15：30～16：30

11月13日（水）、
15日（金）、16日(土)
15：00～16：00

11月13日（水）
～16日（土）
15：30～16：30

11月16日(土)
11：00～11：30

幼児と保護者
各日先着10組

南行徳公民館
（〒272-0143
相之川1-3-7）
☎356-7371

西部公民館
（〒272-0835
中国分2-13-8）
☎373-8175

鬼高公民館
（〒272-0015
鬼高2-12-23）
☎334-2612

子どもから大人まで楽し
めるアカペラのクリスマ
スコンサートです。ちょっ
と早めのクリスマス気分
はいかがでしょうか。
スタンダードナンバーか
らクリスマスソングまで
生演奏で味わう魅惑の
ジャズライブ。ジャズ独
特のリズムや雰囲気を存
分にお楽しみください。

昨年秋に大好評だったマ
ンドリントリオを再び迎
えて、クリスマスコンサー
トを開催します。1年の
締めくくりを美しいマン
ドリンの調べとともに。

40人

50人

40人

幼児と保護者
自由参加

幼児と保護者
各日先着10組

幼児と保護者
各日先着12組

小学生以上
各日先着15人

乳幼児と保護者
自由参加

小学生
各日先着10人

小学生以上
各日先着15人

小学生以上
各日先着12人

幼児と保護者、
小学生　
先着30人程度

中央こども館
☎320-3337

ちょっと早めの
クリスマス
コンサート

クリスマス
ジャズライブ

マンドリン
トリオ再登場
クリスマス
コンサート
in鬼高

南八幡
こども館
☎376-1118

市川こども館
☎322-1404

相之川
こども館
☎356-7381

行事名

日時

お出かけのつづき

東山魁夷記念館
開館記念日は観覧料無料

歴史博物館企画展
「発見　体験　昔のくらし」

県立市川特別支援学校
「ばらき祭」

市川産の焼ノリや市川で
水揚げされたホンビノス貝、
シジミなどの直売

「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 紅葉を訪ねて
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