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●12月市議会定例会
傍聴希望者は、日程などをお問い合わせ
のうえ、 5階の傍聴受付まで。また、イ
ンターネットで本会議の生中継と録画
放送もご覧になれます。

☎712-8673議会事務局議事課
●社会福祉審議会
12月26日（木） 午後1時30分～3時／
第1、2委員会室

（福祉政策課）

年末は交通事故が増加傾向にあり、飲
酒の機会も増えることから重大事故の
発生が懸念されます。一人ひとりが交
通ルールを守りましょう。
スローガン　夕暮れの 早めのライトで 
防ぐ事故
重点目標　❶夕暮れ時や夜間・明け方
における交通事故防止❷飲酒運転の
根絶❸子どもと高齢者の交通事故防
止❹自転車の安全利用の推進

☎712-6341交通計画課

店舗や事務所、飲食店などの事業所か
ら排出される書類や段ボール、生ごみ
などの事業系一般廃棄物は量にかか
わらず、家庭ごみ集積所や集団資源回
収所には出せません。次の方法で適正
処理してください。
❶クリーンセンターに自己搬入（有料）
❷一般廃棄物収集運搬許可業者に委託

（有料）
◎自宅と事業所が併用の場合、面積や

排出量の要件によって、家庭ごみ集積
所に出せる免除規定がありますのでお
問い合わせください。

☎712-6318生活環境保全課

ごみを設備が整わない状態で焼却する
と、煙や臭いによって近所に迷惑が掛か
ります。また、ごみの種類によっては有
害な物質を発生させて大気汚染の原
因にもなります。ごみの焼却は、風俗習
慣上のものなど一部の例外を除いて禁
止され、違反者には5年以下の懲役もし
くは1,000万円以下の罰金が科せられ
ます。
なお、例外的に認められたごみの焼却
でも、近隣住民から苦情が寄せられた
場合は指導の対象になります。

☎712-6318生活環境保全課

自治（町）会に加入して
いる世帯には自治（町）
会を通じて配布します。
未加入の場合は、次の
配布場所で受け取って
ください。

地域振興課（旧八幡
市民談話室）、 市民課、
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、市民課窓口連絡所、各公民館、
地域ふれあい館、市内各駅の広報スタ
ンド（JRを除く）

☎334-1128地域振興課

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

　今年も全国各地で集中豪雨が頻発し、市民の

みなさまはご心配や不安を募らせたのではない

かと思います。

　かねて本市では外環道路建設に合わせて市川

南地区の雨水排水計画を見直し、平成29年4月に

完成した大和田ポンプ場をはじめ、大規模な対策

を集中的に行ってまいりました。最近では台風１５号・１９号・２１号が本市に

襲来しましたが、これまで浸水被害の多かった本八幡駅南部地域などで道路

や歩道の水没が大幅に減少しており、多くの市民のみなさまに効果を実感し

ていただいていると思います。

　現在も、令和5年度末の完成を目指して市川南ポンプ場の建設事業に取り

組んでおり、9月より江戸川堤防部分の工事に着手したところです。このポン

プ場が完成すると、市川駅南部地域70ヘクタールの排水能力が大幅に向上

し、極めて大きな効果を発揮することとなります。

　水害から市民のみなさまの生命・財産を守るためには、下水道の効率的か

つ計画的な整備が欠かせません。今後も水害に強いまちを目指し、安全で安

心な生活環境の向上に努めてまいります。

ムラコシコラム 市長 村越祐民

水害に強いまちを目指し、市川南ポンプ場建設に本格着手

▲大和田ポンプ場にて

　大地震が発生し、ＪＲ市川塩浜駅周辺に多数の帰宅困難者が発生した
ことを想定し、徒歩で約40分の行徳文化ホールＩ＆Ｉまで帰宅困難者を誘
導する訓練を行います。帰宅困難者として行徳文化ホールＩ＆Ｉまで移動
する参加者を募集します。

令和2年2月1日（土）午前9時30分
～正午

ＪＲ市川塩浜駅
申込順50人
12月27日（金）までに☎704-0065

地域防災課

帰宅困難者対策訓練

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

7（火）・21（火）

15（水）

①

①

①

①

①

②

②

②

①

②

22（水））

24（金）

31（金）
21（火）

16（木）

24（金）

23（木）
30（木）

17（金）

16（木）

15（水））

6（月）

24（金）

8（水）・22（水））

16（木）

14（火）・28（火）

8（水）

15（水））・29（水））

9（木）

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6月生まれ（12
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3
月生まれ）とその保護者

（申込順40人）

10カ月児（平成31年3
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7月生まれ
（12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1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

傍聴しよう〈希望者は直接会場へ〉

事業系ごみの適正処理方法

ごみの焼却禁止

正月用「門松カード」の配布

12月10日（火）～19日（木）は
冬の交通安全運動期間



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
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昭和25年開場の国府台公園野球場は、
球場整備に伴い12月15日（日）の利用
をもって一時閉鎖となります。今後は
再整備工事に伴う調査や解体工事、建
設工事などを行い、令和4年度の開場
を予定しています。

☎318-2013スポーツ課

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。土日は混み
あうため、なるべく平日に利用してくだ
さい。

12月9日（月）～令和2年3月31日（火）
クリーンスパ市川（上妙典1554）
先着1,000人
満点エコボカード
☎712-8704ボランティア・NPO課

ＮＰＯ法人ライフ・サポートの税理士に
よる相続・贈与・遺言作成に関する税務
相談会を行います。

12月19日（木）午前10時～午後5時
（相談は1人20分）

ボランティア・ＮＰＯ活動センター
申込順12人
12月17日（火）までに☎712-8704ボ

ランティア・ＮＰＯ課

庭木の手入れや荷物の整理などの作
業中にバランスを崩し、転落する事故
の半数は60歳以上が占めています。中
には、骨折など重篤なけがを負い、後遺
症が生じることがあります。安定性の
高い用具を選び、正しい使用法を確認
し、一人きりで作業するのはやめましょ
う。

☎320-0666消費生活センター

庁舎改修工事終了に伴い、12月16日
（月）から窓口が変更になります。

窓口　庁舎2階＝交通課、3階＝刑事第
一課、4階＝警務課・留置管理課・会計

課、5階＝生活安全課・刑事第二課
☎370-0110市川警察署会計課

（市民安全課）

行政書士による成年後見制度と相談・
遺言などの無料相談会（個別相談）。

12月13日（金）午後1時～4時
市川公民館
☎047-411-8929コスモス成年後見

サポートセンター千葉県支部（早瀬）　
　（介護福祉課）

詳しくは市公式Webサイト掲載の募集
要項を確認してください。
資格・人数　小学校＝学校教育や児童
の健全育成に理解があり、子どもの発
達支援に情熱を有する方、若干名。中
学校＝大学院の修士課程（心理学科）
を修了し、1年以上の心理臨床経験のあ
る方、または同程度の専門的知識・経験
のある方、若干名。
雇用期間　令和2年4月1日～令和3年
3月31日
時給　小学校＝1,000円程度、中学校＝
2,010円程度（交通費別途、規定により
支給）
願書配布期間　12月2日（月）～19日（木）
願書受付期間　12月3日（火）～20日（金）

市公式Webサイトからダウンロード
または指導課（南八幡仮設庁舎）で配布
の願書に必要事項を書き、同課に持参
選考　1次＝書類選考（小論文審査
を含む）、2次＝面接（令和2年1月16日

（木）・17日（金））
☎383-9338同課

 
詳しくは市公式Webサイト掲載の募集
要項を確認してください。

資格・人数　❶～❸のうち1項以上に
該当する方、若干名
❶司書教諭または司書もしくは司書補
の資格を有する方
❷教員免許を有する方
❸読書教育に関し知識と経験を有する方
雇用期間　令和2年4月1日～令和3年
3月31日
時給　1,000円程度（交通費別途、規
定により支給）
願書配布期間　12月2日（月）～19日（木）
願書受付期間　12月3日（火）～20日（金）

市公式Webサイトからダウンロード
または指導課（南八幡仮設庁舎）で配布
の願書に必要事項を書き、同課に持参
選考　1次＝書類選考（小論文審査
を含む）、2次＝面接（令和2年1月21日

（火）・22日（水）、24日（金））
☎383-9338同課

詳しくは市公式Webサイト掲載の募集
要項を確認してください。
職務内容　市内の公立学校における医
療的ケア（導尿、吸引など）を必要とする
児童・生徒への対応
資格・人数　看護師資格を取得してい
る20歳以上の方、若干名
雇用期間　令和2年4月1日～令和3年3
月31日
時給　1,800円程度（交通費別途、規定
により支給）
願書配布期間　12月2日（月）～19日（木）
願書受付期間　12月3日（火）～20日（金）

市公式Webサイトからダウンロード
または指導課（南八幡仮設庁舎）で配布
の願書に必要事項を書き、同課に持参
選考　面接＝令和2年1月16日（木）・17
日（金）

☎383-9338同課

今年度30歳・40歳・50歳・60歳・70歳の
誕生日を迎える12月～3月生まれの方
に受診券を発送しました。受診券が届
き次第できるだけ早めに受診してくだ
さい。市内に転入してきた方や、手元に
届いていない方は保健センター健康支
援課まで連絡してください。
受診期限　令和2年2月29日（土）

市歯周疾患検診指定歯科医院
☎377-4511健康支援課

12月13日（ 金 ）午 前10時 ～11時45
分、午後1時～4時

市川商工会議所（南八幡2-21-1）
☎043-241-8332千葉県赤十字血

液センター　　　　　   （保健医療課）

12月12日（木）午前10時～正午
ボランティアＮＰＯ活動センター
中途失明者（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）

12月21日（土）午後2時（受付は正午
から）～4時

国府台病院　肝炎・免疫研究セン
ター1階（国府台1-7-1）
内 講座❶脂肪肝の食事療法❷なぜ痩
せないの「本当は怖い脂肪肝」。講座終
了後に肝炎、肝硬変、肝癌

が ん

を中心に個別
相談を行います。
講 ❶岡部司氏（栄養管理室長）❷是永
匡紹氏（肝炎情報センター肝疾患研修
室長）

個別相談のある方は血液検査・ＣＴ
などの資料。状態に応じた詳しい説明
を受けられます。

　10月9日未明、クリーンセンターの不燃
ごみピットで、リチウムイオン電池の自然
発火によると推測される火災が発生しま
した。当日はごみの収集が遅れ、一般の
持ち込みも中止となり、みなさんにご迷
惑をおかけしました。

　令和2年10月1日現在で実施される国勢調査の
調査員を募集しています。
募集期間　令和2年3月31日（火）まで
応募資格　
・市内に居住し、20歳以上で調査活動ができる健
康な方
・調査で知り得たことなど、秘密の保持ができる方
・警察、選挙、税務に直接関係のない方
・暴力団員でない方、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない
方
活動期間（統計調査員の身分）　令和2年8月～10月を予定（調査期間
中は非常勤の国家公務員になります。要秘密保持）
仕事内容　調査員説明会への出席、担当調査区の確認、調査票の配布
と回収、調査票の提出
報酬　国の基準により算出
調査員名簿への登録　審査後、令和2年国勢調査の調査員として名簿
に登録。全登録者に調査依頼するとは限りません。国勢調査の調査
員に漏れた方で他の統計調査に協力可能な方は、引き続き名簿登録し
ます。

市指定の調査員登録書または市販の履歴書に必要事項と応募動
機、調査経験の有無などを書き、持参または郵送で総務課統計グループ

（〒272-0021八幡4-2-1八幡分庁舎）。調査員登録書は公民館などで
配布する他、市公式Webサイトでダウンロード可。

☎332-8746総務課☎328-2326クリーンセンター

みなさんへのお願い
　火災防止のため、リチウムイオン電池
などの充電池は製品から取り外して、電
器店やスーパーなどにある「充電式電池
リサイクル BOX」に入れてください。ま
た、処分方法が不明なごみについては、市
に確認してください。

クリーンセンターでの火災と
みなさんへのお願い

令和２年国勢調査の調査員募集

▲火災の跡が残る不燃ごみピット

▲充電式電池

ごみに
出さないで
ください

お知らせのつづき

歯周疾患検診

視覚障害者点字講習会

肝臓病教室

愛の献血

満点エコボカードで
「クリーンスパ市川」に入ろう

市川市協働事業提案制度による
相談会

脚立・はしごからの転落に注意

国府台公園野球場の一時閉鎖

成年後見無料相談会

小・中学校ライフカウンセラー

学校勤務の看護師

学校司書（会計年度任用職員）

市川警察署窓口が変更になります

市川警察署庁舎

市川地方卸売市場

京葉道路

市川IC
仮設庁舎

市川市役所
仮本庁舎

求　人

健康・福祉

20
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正五年五月中
ちゅう

浣
か ん

、妻とともに葛飾は真間の手
児奈廟堂の片ほとり、亀井坊といふに、仮の宿

を求む。」（北原白秋『雀の卵』）
　詩集『邪宗門』や歌集『桐の花』、童謡の世界で
も知られる北原白秋は、大正5年5月より市川の真間
で暮らしました。「葛飾閑吟集」には、「葛飾の真間の

手児奈が跡どころその水の辺のうきぐさの花」と、真間の手児奈を詠んだ歌もおさ
められています。真間は、万葉集に詠まれた手児奈伝説の地だけあり、多くの文
人たちゆかりの場所となっています。伊藤左千夫や田山花袋の作品の中にも、真
間が登場するほか、昭和22年には、その名も「真間」という文

ぶん

藝
げい

雑誌が刊行されま
す。この雑誌を編集したのもまた、真間で暮らした文筆家の猪

い

場
ば

毅
たけし

です。
　猪場毅というと、永井荷風の『来訪者』が思い浮かぶ方も多いかもしれません。
猪場は荷風と交流があり、一時期は邸宅に頻繁に出入りを許されるなど、荷風から
の信頼も非常に厚かった人物です。『来訪者』には「木場」という名前で、この猪
場がモデルとなった人物が登場します。猪場自身もまた、自身がモデルとされたこと
について「真間」に「来訪者のモデル」という題で書いています。同じく荷風の「断
腸亭日乗」にも、昭和14年ごろ、名前がよく登場します。

　雑誌「真間」は「古き歴史と藝術をもつ
真間」のもと、「時代精神を反映した文化
雑誌」を目指しつくられたといいます。式
場隆三郎や佐藤春夫、井伏鱒二らも作
品を寄せており、創刊号の題字は荷風が
揮
き

毫
ごう

したものだと書かれています。戦後ま
もなくの時代に編まれた、なんとも不思議
なこの雑誌は、当時をうかがい知るうえで
も、大変おもしろい資料かと思います。
　真間で暮らし、「真間」を編んだ猪場は
伊
い

庭
ば

心
しん

猿
えん

の名で俳句も多く残しており、中
には真間を詠んだものもあります。文人た
ちが交錯する地に思いをはせながら、ゆっ
くりと歩いてみてはいかがでしょうか。
（文化振興課文学ミュージアム　柳澤真
美子）

大

文人たちの暮らした真間

☎375-4738同センター（大澤）
（保健医療課）

12月21日（土）午前10時30分（受付
は30分前）～11時50分

市川グランドホテル（市川1-3-18）
講 佐伯直勝氏（国際医療福祉大学市
川病院院長）

申込順150人
☎375-1111、FAX373-4921、または

国際医療福祉大学市川病院外来受付
窓口（国分台6-1-14）　

  （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。

12月16日（月）午前10時30分～正午
東京経営短期大学（二俣625-1）

内 制作「みんなで楽しもう　クリスマ
ス」、ふれあい遊び、絵本の読み聞かせ、他

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

「アラジン」をテーマにした、ワークショッ
プと劇。ワークショップは、「飛び出す
ジーニーをつくろう」「アラジンのキャラ
クターに変身しよう」「楽器をつくって、
舞台に参加しよう」。劇は大きなジー
ニーが登場したり魔法のじゅうたんが
飛んだりと「感性」を刺激するさまざま
な仕掛けを用意しています。感覚器官
をフル稼働して私たちと一緒にみて、感
じて、表現しましょう。

12月22日（日）午後1時～3時
東 京経営短 期大学

キャンパス内アリーナ
（二俣625－1）

12月21日（土）正午ま
でに同大学Webサイト
の申し込みフォームまたは上記２次元
コードから申し込み

☎329－2422同大学こども教育学科
（子育て支援課）

障害者手帳をもたない65歳以上の方
のうち、介護保険で障がい者に準ずる
と認められた場合には、確定申告用とし
て「障害者控除対象者認定書」を申請
に基づき令和2年1月6日（月）から発行
します。前年度に発行された方で、引き
続き該当する方へは1月中旬に郵送し
ます（市県民税の申告にも利用可）。

☎712-8544介護福祉課

●ねぎカフェ
認知症について心配なこと、気になるこ
とについて一緒に話しませんか。

12月13日（ 金 ）午 後1時30分 ～3時
30分

信篤公民館
申込順10人
200円
☎327-3366高齢 者サポートセン

ター信篤・二俣
●オレンジカフェ
専門職も参加し、認知症と介護につい
て情報交換します。

12月17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同施設

●結っこカフェ
認知症の方や家族、近所の方、専門職
が交流しながら楽しく過ごす場です。

12月18日（水）午後1時～3時
西部公民館
申込順20人
12月16日（月）までに☎318-5565高

齢者サポートセンター国分
●認にん。
工作や体操の他、介護相談も受け付け
ています。

12月18日（水）午後1時～3時
寄り合い処（宮久保1-13-2）
認知症の方と家族、申込順10人程度
240円
12月17日（火）までに☎373-0763高

齢者サポートセンター宮久保・下貝塚
（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。

❶12月11日／行徳公民館❷18日
／全日警ホール❸25日／南行徳市民
談話室、いずれも水曜日❶❸は午後2
時❷は午前10時

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）

元マラソン日本代表のアスリートから、
ピラティスの基礎を学べる講座です。

令和2年1月16日、2月20日、3月19日、
いずれも木曜日午前10時30分～正午

行徳公民館
講 市河麻由美氏（NSCA公認パーソナ
ルトレーナー）

抽選で15人
1,000円（保険・テキスト代）
往復はがきに申し込み事項（7面上

段参照）を書き、12月20日（金）必着で
同館（末広1-1-31）

☎356-0763同館

公認指導員が随行するスクールです。
詳しくは市川市スキー協会Webサイト
を確認してください。

令和2年2月14日（金）午後6時30分
（国府台スポーツセンター集合・出発）

～16日（日）
福島県会津高原たかつえスキー場

（宿泊＝会津アストリアホテル）
小・中学生、申込順45人
38,000円（バス、宿泊、食事、リフト、

保険、講習料含む。レンタルスキー・ウェ
ア代別）

同協会の Webサイトから申し込み
☎090-4069-3626同協会（牧野）

（スポーツ課）

歴史と
文化の
散歩道

Vol.82

　市内小・中学校の児童、生徒から平和をテーマに募集したポスター
と、市内小学校の児童から交通安全をテーマに募集したポスターの入
賞作品を展示します。

12月12日（木）～24日（火）午前10時～
午後7時30分（土・日曜日は午後6時）

メディアパーク市川エントランスホール
☎712-8643総 務 課、☎712-6341交 通

計画課

平和カレンダーを配布します
　優秀賞、優良賞に入選した24点を掲載し
たカレンダーを配布します。

12月9日（月）から（なくなり次第終了）
総合案内、 総合案内、大柏出張所、市

川駅行政サービスセンター、南行徳市民センター
☎712-8643総務課

平和ポスターと交通安全ポスター作品展

▲文藝雑誌「真間」創刊号
市川市文学ミュージアム蔵

高齢者

スポーツ

認知症カフェ

シルバー人材センター入会説明会

ジュニア・スキースクール

メディカルセミナー 脳卒中を知ろう

すこやかひろば in二俣

子ども・教育

確定申告用の
「障害者控除対象者認定書」の発行

こどもフェスタ2019

初心者ランナーのための
ピラティス講座（全3回）
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人となりに触れる
東山魁夷記念館
　東山魁夷記念館は、日本画家 東山魁夷が一生の大半を過
ごした市川市に平成17年11月に開館しました。東山魁夷は
生涯の師である結城素明からの「心を鏡のようにして自然を
見ておいで」という言葉を深く胸に刻み、自身の世界観を構築
しました。通常展では、1階展示室に東山魁夷の人となりが分

かる原稿や資料が展示されています。2階展示室には作品が飾られており、東山魁夷
の世界観にゆったりと浸ることができます。一定期間ごとにテーマや展示作品が変
わるので何度も楽しめます。12月22日（日）までは、特別展「東山魁夷 日本美の象徴」
を開催中です。記念館で穏やかな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

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

中山1-16-2　開館時間：午前10時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
休館日：月曜日（祝休日にあたる時は開館し、翌平日が休館）　 ☎333-2011

14

建物の裏に広がる KAII の
森

かいい

八角形の塔がシンボルの
東山魁夷記念館

12月22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（芸）を
学びます。❷ボランティアの方が保護
している犬の譲渡会です。

❶市に畜犬登録している方、申込順
5人❷市内在住の方

❶のみ☎712-6309生活環境保全課

100年人生を豊かに過ごすために、毎日
の生活の中で取り組める「健康」と「お
金」に関するお役立ち情報とアドバイス
をお届けします。

12月12日（木）午後2時～3時30分
ラ・パシフィックビル B（南八幡4-7-

12）
☎03-5776-3561株式会社ヘルスケ

ア・ウェルス
（企画課）

市川産の新鮮な農水産物の販売や満
点エコボカードとシクラメンの交換な
どもあります。

12月14日（土）午前11時～午後2時
（荒天中止。完売次第終了）

JAいちかわ行徳支店駐車場（湊新
田1-6-2）（車での来場不可）

☎711-1141農業振興課

いつものえほんの会を拡大した形の
「冬のおたのしみ会」を開催します。絵

本の世界を楽しみませんか。
12月21日（土）午後2時（集合は5分

前）～2時30分
こどもとしょかん

内 大型絵本・紙芝居・絵本の読み聞か
せ、他

4歳以上
☎320-3346中央図書館

大柏川第一調節池緑地内ビジターセン
ター内で「ふゆのおたのしみ会」を開催
します。絵本の読みきかせ・ミニリサイ
クルブック市（読み聞かせ終了後）・自
動車図書館も登場、運転席で記念撮影
もできます。

12月22日（日）絵本の読み聞かせ＝
午 後2時 ～2時30分、ミニリサイクル
ブック市＝午後2時30分、自動車図書館
＝午後1時30分～3時30分

同センター
☎320-3346中央図書館

12月14日（土）・15日（日）午前10時
～午後4時

水木洋子邸
●ミニイベント
内 12月14日（ 土 ）❶ 午 前10時30分

～11時30分／自然素材でクリスマス
リース作り❷午後1時～2時／わらで作
る正月飾り

❶申込順8人❷申込順10人
☎320‐3334文学ミュージアム

クロマツが生育している市街地を散策
します。

12月15日（日）午前10時（京成線菅
野駅改札前集合）～11時30分（荒天中
止）

☎339-0477自然博物館

地球にやさしい取り組みを行ってい
る「いちかわこども環境クラブ」のメン
バーが、日頃の活動などについてまとめ
た壁新聞や絵日記を展示します（いち
かわこども環境クラブは、地球にやさし
い行動について、「自ら学び、自ら取り組
む」子どもたちが集まったクラブです）。

12月6日（金）～18日（水）
メディアパーク市川 エントランス

ホール
☎712-6306生活環境整備課

動物園ファン必見。普段は公開してい
ない調理室を案内します。飼育員が動
物たちのエサについて詳しくお話しし
ます。

12月15日（日）午後2時（動植物園管
理棟入口集合）

動植物園
入園料のみ（高校生以上440円、小・

中学生110円）
☎338-1960同園

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）。

12月15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）

市の民話を写真と映像を交えて紹介し
ます（10月12日に開催予定でしたが、

台風の影響で延期になった行事です）。
12月12日（木）午後2時～3時30分
全日警ホール
☎090-7207-5888市川民話の会事

務局（小林）　　
　　　  （文化振興課）

小石川七福神は平成7年に始まった都
内で最も新しい七（八）福神です。短い
コースなので、ゆっくり歩いて案内しま
す。御朱印はお控えください。

令和2年1月3日（金）午前9時30分（JR
市川駅改札口集合）～午後0時30分

（雨天決行、荒天中止）
抽選で50人
会員＝300円、一 般＝600円（ 資 料

代）
往復はがきに申し込み事項（7面上

段参照）を書き、12月19日（木）まで（消
印有効）に歴史博物館（〒272-0837堀
之内2-27-1）。現地集合の方は「現地
集合」と明記。

☎090-9231-4383同会
（歴史博物館）

　ここは「棲－すみか－」と呼ばれる監獄。吐息が白く染まる町の外れ
にあり、住まう者を優しく残酷に輪

り ん

廻
ね

へと
誘う終

しゅう

焉
え ん

の楽園。受刑者の心理に潜む妖
精たちとの交流を通じて、精神的、悲しき
矛盾を浮き彫りにします。
　一般公募で集まった市民キャスト・サ
ポートスタッフ、そして劇団ヒラガナ（  ）
が贈るオリジナルファンタジーミュージ
カルです。

12月21日（土）・22日（日）、いずれも
❶午前11時❷午後3時

メディアパーク市川 グリーンスタジオ
各回当日先着160人
☎320-3334文学ミュージアム

「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

ミュージアム・ミュージカル2019

▲新鮮な農水産物をたくさんそろえています

ふゆのおたのしみ会
in大柏川ビジターセンター

季節を感じる散策会
「クロマツのある街なみ」

ＺＯＯワンポイントガイド
「調理室探検」

市川産の生ノリ、焼ノリ、
ホンビノス貝などの直売

博物館友の会見学会
「小石川七福神巡り」

【芸術祭・文化祭】
市川の民話のつどい

12月は地球温暖化防止月間
環境をテーマにした壁新聞・
絵日記を展示

お出かけ

農水産まつり

冬のおたのしみ会

水木洋子邸一般公開

「健康」×「資産」セミナー

講座・講演

❶犬の無料しつけ方教室
❷犬の譲渡会
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