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相談名 会場・日程 相談時間 相談内容  〈　〉は相談員
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課
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９
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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 19（金）

行政書士
本  8（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  15（月）

行政
本  24（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  3（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  17（水）

不動産取引
本  1（月）､15（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  8（月）

予
約
制

弁護士法律
（平日）

本  4（木）、5（金）、
12（金）、18（木）、19
（金）、26（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  5（金）、12（金）、26（金）
弁護士法律
（土曜）

市川教育会館
 13（土）

司法書士
法律（昼間）

本  17（水）
13：00～16：40

支  なし

司法書士
法律（夜間）

本  3（水）、10（水）、17
（水）、24（水） 17:00～20:00
支  10（水）

税金
本  9（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  11（木）、25（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  18（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  9（火）、23（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  2（火）、16（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  10（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〉

男女共同参画課
☎322-6700

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
3（水）、17（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〉商工振興課
☎704-4131

年金
本  23 （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  11（木）、25（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
23（火） 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

4月の市民相談 本＝仮本庁舎、支＝行徳支所

…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

お知らせ

傍聴しよう〈希望者は直接会場へ〉
◆農業委員会定例総会
4月5日（金）午後1時30分～2時30分／
第4委員会室 （同事務局）

「思いやり窓口」を設置しました
　障がいや高齢などにより移動が難
しい方や、支援が必要な方が、何課の
窓口に行ったらいいのかわからない
場合は、仮本庁舎2階の市民課の「思い
やり窓口」で相談してください。
☎712-8649同課

平成31年度市営駐輪場の
空き状況
4月～2020年3月の市営駐輪場の定
期利用を随時受け付けています。申
請方法や駐輪場の空き状況は、市公式
Webサイトに掲載しています。なお、
空き状況は掲載時点のものです。最
新情報は、交通計画課にお問い合わせ
ください。
☎ 712-6342同課

国民年金保険料 
産前産後免除制度を開始
平成31年4月から、国民年金第1号被
保険者が出産を行った際に、出産前
後の一定期間の国民年金保険料が免
除される制度が始まります。必要書

ワクチンを1年以内に接種しているこ
と。ドッグランの自主管理に協力し
ていただける方など
受付場所　環境保全課（市川南仮設庁
舎）、 総務課、大柏出張所（FAX・電話
申請は不可）
申請書類　申請書兼誓約書（様式第1
号）、1年以内の5種以上混合ワクチン
接種証明書（写し）、犬の全体写真1枚
（カラー、大きさはＬ判程度）
☎ 712-6309環境保全課

類など、詳しくはお問い合わせくださ
い。
免除される期間　出産予定日または
出産日の属する月の前月から4カ月間
（多胎の場合は6カ月間）
国民年金第1号被保険者で出産日

が平成31年2月1日以降の方
申請受付開始日　4月1日（月）
☎ 712-8538国民年金課

平成31年度国民健康保険税
特別徴収開始通知を3月末に発送
平成30年度に国民健康保険税を年金
から天引き（特別徴収）されている方
は、引き続き平成31年4・6・8月も平成
31年2月と同額が天引き（仮徴収）され
ます。ただし、平成31年度中に満75
歳になり後期高齢者医療制度に移行
する方は天引きを行いません。詳し
くは国民健康保険課保険税担当にお
問い合わせください。
☎ 712-8534同課

ドッグランの会員登録について
平成31年度の会員登録を受け付けて
います。なお、会員登録は年度切り
替えのため、現在利用している方も
引き続き利用する場合は再登録が必
要です。
会員登録期間　4月1日（月）～2020年
3月31日（火）
登録要件　本市に住民登録をしてい
る飼い主及び畜犬登録をしている犬。
狂犬病予防注射及び5種以上の混合

4・5月の無料耐震相談会
木造戸建て住宅の耐震診断や補強方
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）。

4月19日（金）／中央公民館、5月10
日（金）／行徳公民館、25日（土）／市川
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

開通式　
3月26日（火）午後1

時30分
妙典5-21地先
☎712-6348道路建設

課

　高谷と妙典を結ぶ妙典橋がいよいよ
開通します。開通式では消防音楽隊に
よる記念演奏や渡り初めが行われ、そ
の後午後4時に開通します（渡り初め
は一般参加可）。

3月26日（火）午後4時

いよいよ開通妙典橋
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　姉妹都市であるインドネシア共和国メダン市に市内在住の高校生を
派遣します。現地ではホームステイと生徒同士の交流をします。希望
者は事前説明会に出席してください。
事前説明会　3月23日（土）午後6時／全日警ホール
派遣時期　8月中旬の10日間
8人程度（書類選考及び面接で決定）

費用　15万円程度（総額約30万円のうち半額を
市が負担）
☎ 300-8051国際交流課

姉妹都市メダン市への派遣高校生を募集

　やさしいホストファミリーや豊かな自然など、メダ
ン市の良さを知ることができたと同時に、食事や平等
な就学・医療など、日本の良さにも改めて気付かされ、
貴重な経験ができました。市の派遣生として行くこ
とで、現地の生徒と交流が持てたこともよかったで
す。またメダン市に行きたいです。

メダン市と日本の良さを実感できた 前回の派遣生  広
ひろ

瀬
せ

  由
ゆ

妃
き

さん
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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

4

お知らせのつづき

家庭部門のCO2排出実態統計調査
環境省では、全国13,000世帯を対象
に同調査を実施しています。
調査員が調査協力を依頼する世帯を
訪問する際は、必ず調査員証を持参し
ていますので、確認の上、協力をお願
いします。
☎ 712-6306環境政策課

平成31年度固定資産税縦覧帳簿
の縦覧
土地や家屋を所有している納税者
が、他の土地や家屋との比較を通じ
て、自己の土地や家屋の価格が適正
であることを確認できます（無料）。
なお、納税通知書は4月1日（月）に発
送します。
縦覧できる帳簿　土地価格等縦覧帳
簿（所在・地番・区域・地目・地積・価格）、
家屋価格等縦覧帳簿（所在・家屋番号・
種類・構造・床面積・価格）
平成31年度 固定資産税の納税者
4月1日（月）～5月7日（火）
固定資産税課（行徳支所での縦

覧は行いません）
☎ 712-8667同課

女性の交流の場
「いちカフェ＠ウィズ」
就労や地域活動などに関心のある女
性が気軽に参加できる交流の場です。
4月11日（木）午前10時～正午

男女共同参画センター
女性、申込順8人（無料保育あり。要

申し込み）
テーマ　「ヒト、モノ、コトが集う新しい
場所-Have A Good Day Motoyawata 
ニューボロイチ-」
ゲスト　宮川はるみ氏（いちかわ手づ
くり市実行委員会代表）
☎ 322-6700同センター

市道0127号（アーセナル通り）の
道路通称名変更
アーセナルFCのサッカースクールの
名称変更に伴い、道路通称名が次の
とおり変更になります。
3月31日（日）まで　「アーセナル通り」
4月1日（月）から　「ガナーズ通り」
☎712-6344道路管理課

ジム入・退会時のトラブルに注意
スポーツジムがオープンし、キャン
ペーン価格で申し込みをしたが、実際
に機器を使って運動したところ膝が
痛くなり、退会を申し出ると「キャン
ペーン価格で入会した場合、やめると
きは半年分の会費に相当する違約金
を支払わなければならない｣と言われ
た、との相談が寄せられています。
店舗で交わした契約は、原則クーリン
グ・オフができないため、契約をする
場合は退会の手続きや解約時の精算
方法なども契約書面や規約で確認し
ましょう。
☎ 320-0666消費生活センター

お知らせのつづき

市内在住の方
無料（種目によってはスポーツ保険、用具などの実費負担あり）
運動のできる服装、飲料水
☎373-3112スポーツ課

　土曜日を中心に行う、種目別・通年のスポーツ教室です。家族や友人と気軽に参
加してください。なお、種目によっては年齢制限があるほか、日程などが変更になる
場合がありますので、詳しくは下表の問い合わせ先に確認してください。

市民スポーツ教室（定期教室）開催

種目 対象 初回の日時 会場 問い合わせ先
1 ソフトテニス 小学生以上 4月27日（土）午前9時 J：COM北市川スポーツパーク ☎338-4345藤枝
2 テニス(※） 小学生 4月13日（土）午前9時 J：COM北市川スポーツパーク ☎334-0574西村
3 卓球 小・中学生、一般 5月4日（祝）午前9時 国分小学校 ☎090-8744-4699小泉
4 陸上競技 小学校4年生～高校生 5月4日（祝）午前9時 スポーツセンター ☎090-8118-8113永田
5 ハンドボール 小学生 4月14日（日）午前9時 昭和学院屋外コート、他 ☎090-3696-5490西谷
6 バスケットボール 主に小学生 4月13日(土）午前9時 冨貴島小学校 ☎090-6509-1085梅﨑
7 バスケットボール 小・中学生 4月13日（土）午前9時 大和田小学校 ☎393-1030木村
8 インディアカ 小学生以上 4月20日（土）午前10時 妙典小学校 ☎396-6553清水
9 バドミントン 小学生、一般 4月6日(土）午後1時30分 幸小学校 ☎090-6543-4416光明
10 バドミントン 小学生以上 4月13日（土）午後1時30分 信篤小学校 ☎080-5685-8633村上
11 バドミントン 小・中学生・高校生 4月2日（火）午後7時10分 東国分中学校 ☎090-6493-1023佐野
12 バレーボール 小・中学生 5月4日（祝）午前9時 スポーツセンター ☎090-2541-0709田嶋
13 バレーボール 小・中学生 4月13日（土）午前9時 行徳小学校 ☎090-2541-0709田嶋

14 アーチェリー 小学校高学年以上
（身長130㎝以上） 4月20日（土）午前9時30分 曽谷公民館 ☎090-3800-7674板橋

15 合気道 6歳以上 4月6日（土）午後4時 スポーツセンター ☎03-3657-5604野本
16 フェンシング 小学生以上 4月7日（日）午前10時 市川小学校 ☎371-6779相田
17 剣道 小学生（防具着用者） 4月20日（土）午後1時30分 スポーツセンター ☎090-9322-4618鍬田
18 弓道 小学校4年生以上 4月13日（土）午前10時 曽谷公民館 ☎335-5675福場
19 ラグビーフットボール 3～15歳 4月6日（土）午前9時 スポーツセンター、他 ☎090-1039-6930大口
20 ソフトボール 小学校4年生以上 4月6日(土）午前9時 原木公園ソフトボール場 ☎090-7276-3980井上
21 柔道 小学生以上（柔道着着用者） 4月13日（土）午後5時30分 塩浜市民体育館 ☎090-3095-9218岩﨑
22 なぎなた 5歳以上 6月16日（日）午前9時30分 市川小学校 ☎090-8876-5635中馬
23 バウンドテニス 小学生以上 7月13日（土）午後9時30分 スポーツセンター ☎090-4135-0118関根

※テニスの申し込みは市川市テニス協会Webサイトをご覧ください。

　現在は地下躯
く

体
たい

工事と並行して建物
の骨組みとなる鉄骨を組み上げる工事
も始まっており、2020年7月末に完成
の予定です。
　工事に関する状況は市公式Webサイ
トなどでお知らせしています。みなさ
んにはご不便・ご迷惑をお掛けします
が、ご理解をお願いします。

市役所新第１庁舎建設工事の
進
し ん

捗
ちょく

状況をお知らせします

☎704-0066新庁舎建設課

▲2月末現在の様子

▲剣道 ▲ソフトテニス



●これまでの「広報いちかわ」が市公式Webサイト・検索 広報　　　（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。
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内容 場所 日にち 時間
問
合
せ

対象・定員

プレ親学級
  両親学級・
母親学級
4/1（月）～

15（月）に電話で

17（金） 13:15～16:15
①
初産で2019年7
～9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）

18（土） 9:30～12:30

10（金） 13:15～16：15
②

12（日） 9:30～12:30

パパママ
栄養クラス
電話で

11（土） 9:30～11：3013:30～15：30 ①

2019年7～9月に
出産予定の妊婦
とその夫（妊婦の
みも可）

申込順24人

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

妊婦歯科
健康診査

2019/2/28まで
（2019/3/1～3/31
は受診できません）

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
こうくう

腔内診査。受診券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。なお、平成30年度版の受診券は4月1日
以降も使用できます。

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5月

事業系ごみの処理方法
店舗や事務所、飲食店などから出る
書類、段ボール、残飯、茶殻などのごみ
（事業系一般廃棄物）は、量にかかわら
ず、公共のごみ集積所や集団資源回収
所に出せません。次の方法で処理を
してください。
①クリーンセンターに直接搬入
10㎏ につき216円（10㎏ 未満の場

合も216円の手数料がかかります）
月～土曜日の午後1時～4時（祝日

を除く）
田尻1003

処理できないごみもありますので、☎
328-2326同センターにお問い合わせ
ください。
②専門業者に委託（有料）
市が許可した収集運搬業者と、費用
（ごみの量や収集頻度などにより異な
る）などについて確認してから契約し
てください。
◎住居併用で少量排出事業所の場合
は、面積や排出量などの要件により、
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。
◆ごみ焼却の禁止
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
かかります。また、ごみの種類によっ
てはダイオキシン類など有害な物質
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循環型社会推進課

市川警察署の窓口が変更になります
庁舎改修工事に伴い、3月25日（月）か
ら窓口が変更になります。
本庁舎　交通課（2階）・刑事第一課（3
階）
仮設庁舎　警務課（1階）・留置管理課
（1階）・生活安全課（2階）・刑事第二課
（2階）
別棟　会計課（1階）

市川市役所
仮本庁舎
市川市役所
仮本庁舎

市川IC市川IC

京葉道路

仮設庁舎
（鬼高4-4-1）

本 庁 舎
（鬼高4-4-1）

別　　棟
（南八幡2-23-1）

☎370-0110同署会計課
（市民安全課）

募　集

環境市民会議の参加者
第二次市川市環境基本計画の改定に
あたり、募集します。詳しくは、市公
式Webサイトをご覧ください。
設置期間　6月～2020年6月
報奨金　出席1回につき2,500円
市内在住・在勤・在学で18歳以上の

方、12人
選考方法　1次審査＝書類審査（小論
文）、2次審査＝面接審査
小論文テーマ　「環境面から考える持続
可能な魅力ある市川市の実現に向けて」
4月15日（月）までに申し込み事項（3

面上段参照）・性別・職業・メールアドレ
ス（お持ちの方のみ）・略歴（市政や市民
団体などの参加活動歴を含む）を記載
した応募用紙及び上記テーマに関する
小論文（800字以内）を郵送または持参
で環境政策課（〒272-0033市川南2-9-
12）。市公式Webサイトからも応募可
☎ 712-6306同課

戦没者慰霊巡拝の参加者
派遣地域　アッツ島、モンゴル国、イ
ルクーツク州、ハバロフスク地方、中
国東北地方、ソロモン諸島、沿海地方、
東部ニューギニア、インド、マリアナ
諸島、フィリピン、硫黄島
実施時期　6月中旬ごろ～2020年2月
中旬ごろ
関係遺族
☎043-223-2337県健康福祉指導課

（生活支援課）

求　人

看護師（急病診療所）
資格・人数　看護師免許取得済みで実
務経験のある本市近隣在住の通勤可

能な方で、年末年始や祝日などに勤務
できる方、6人
雇用期間　2020年3月31日まで（更新
の可能性あり）。夜間（曜日を問わず）
＝午後7時30分～11時30分、日曜日・
祝日＝午前9時30分～午後5時15分
時給　夜間＝2,610円から。日曜日・
祝日の昼間＝2,690円（時間帯や曜日
により異なる）
☎ 377-4512疾病予防課

非常勤職員　①看護師②歯科衛
生士③管理栄養士
勤務内容　「介護予防いきいき健康教
室」における健康教育・個別指導など
資格・人数　①3～4人②③若干名
雇用期間　4月～2020年3月31日（月
～金曜日、1日2.5～6時間程度。勤務
日数は応相談）
時給　1,340円
履歴書を地域支えあい課に郵送

（〒272-0026東大和田1-2-10）または
持参（要事前連絡）後、面接で決定
☎ 712-8519同課

育児休業代替任期付職員（事務・
保育士・幼稚園教諭）
育児休業代替任期付職員とは、任期の

定めのない常勤職員が育児休業を取
得する際にその職員の代替となる職
員です。任期は職員の育児休業請求
期間に応じて採用時に決定されます。
詳しくは市公式Webサイトまたは受
験案内をご覧ください。
事務　義務教育課程以上を修了した
方、15人程度
保育士　採用試験申込時に保育士の
登録を受けている方または採用予定
日までに登録を受ける見込みの方、10
人程度
幼稚園教諭　採用試験申込時に幼稚
園教諭資格を有している方または採
用予定日までに取得見込みの方、3人
程度
採用日　7月1日から順次
任期　おおむね1年以上3年未満（職
員の育児休業請求期間に応じて採用
時に決定）
受験案内配布　4月8日（月）まで 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（土曜日可）
受験必要書類を4月8日（月）まで

（消印有効）に人事課（〒272-8501※
住所不要）
☎ 712-8573人事課

＝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

市川警察署案内図

　アートや料理、ヨガ、子ども向け講座など、
大人も子どもも楽しく学べる多彩な講座を
市内16カ所の公民館で行います。詳しく
は3月22日（金）発行の「公民館講座情報紙
（ミーティアムガイド）」または市公式Webサ
イトをご覧ください。
　なお、同情報紙は3月23日（土）の主要日刊
紙の朝刊に折り込むほか、市役所・公民館な
どの市の施設や市内各駅（JRを除く）の広報
スタンドでも配布します。
募集期間　3月22日(金)～4月6日(土) 
☎320-3343社会教育課

公民館講座の
受講者を募集

土・日曜日開催もあり、大人も子どもも楽しく学べる

▲ 公民館講座情報紙

▲

昨年実施「麹
こうじ

の使い方教室」（信篤公民館）
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6

求人のつづき

介護相談員
資格・人数　市内在住で、高齢者介護へ
の理解と熱意がある方、また利用者の視
点や目線を大切にし、利用者の代弁がで
きる方、2人（介護保険事業関係者、市内
介護保険施設入所者の関係者は除く）
任期　3年
活動内容　介護サービス事業所を訪
問し利用者の相談を受ける（週1回4
時間で月4回程度）、活動報告書の堤
出、介護相談員連絡会議の出席（月1
回2時間）、介護相談員養成研修の受
講（7日間／7～8月予定）
日給　相談活動など＝5,000円、会議
出席など＝2,500円（いずれも交通費・
諸経費などを含む）
履歴書（要写真添付）・応募の動機

（400字詰め原稿用紙1枚）を3月18日
（月）～4月5日（金）必着で郵送または持
参で 介護福祉課介護相談員担当
（〒272-8501※住所不要）
☎ 712-8545同課

非常勤保育士・幼稚園教諭
資格・人数　①保育士資格、若干名②
幼稚園教諭免許 A.通常クラス担任＝
5人、B.特別支援学級担任＝1人、C.フ
リー対応＝2人

雇用期間　4月1日～2020年3月31日
（勤務成績に応じて再契約の場合あり）
時給　①1,500円②A＝1,500円、B＝
1,300円、C＝1,230円
☎ 711-1798こども施設運営課に電

話後、面接（写真付き履歴書及び①は
保育士証の写し②は幼稚園教諭免許
の写しを持参）

健康・福祉

短期人間ドック費用を助成
助成額　2020年3月31日の時点で39
歳以下（昭和55年4月1日以降生まれ）
の方は検査機関に支払った費用のうち
上限23,000円、40歳以上（昭和55年3月
31日以前生まれ）の方は上限10,000円
受診期限　2020年3月31日（火）
以下の全てに該当している方。本

市国民健康保険に6カ月以上加入して
いる方もしくは本市に住民登録があ
り、後期高齢者医療保険に加入してい
る方。保険税の滞納がない世帯に属
する方もしくは後期高齢者医療保険
料の滞納がない方。同一年度内に特
定健康診査もしくは後期高齢者健康
診査を受けていない方
☎ 712-8532国民健康保険課

介護職員初任者研修（旧ヘルパー
2級）
在宅・施設を問わず介護に必要な基礎
知識や実際の介護実技を習得します。
5月8日（水）～7月8日（月）。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
市川市福祉公社東部ヘルパース

テーション（南八幡5-10-7 INGビル2階）
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。履修科目を
全て受講可能で、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、
4月16日（火）必着で市川市福祉公社
（〒272-0023南八幡5-10-7 INGビル2階）
☎ 313-4072同公社

（福祉政策課）

認知症サポーター養成講座
認知症の基礎知識を学び、理解しま
しょう。
3月26日（火）午後1時30分～3時
NPO法人生きがいと助けあいSSU

市川（塩焼2-11-14）
申込順10人
☎ 359-9888同法人

（地域支えあい課）

 月・日 曜日     清掃地域

03.16 土 南八幡1（しらさぎ）
03.17 日 鬼越(全）、鬼高（全）、新井（全）、島

尻、広尾1、日之出、南行徳1・2
03.18 月 新田2～4、曽谷1～4（第1から第

4）、平田（全）
03.21 祝 若宮3（下町）、市川南1～4、市川2
03.22 金 八幡6、東菅野4の一部(古八幡、冨

貴島）
03.24 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）

03.25 月 新田1・5、富浜（全）、宮久保(全）
03.28 木 東菅野4・5（美里苑）、福栄(全)
03.29 金 本北方1
03.30 土 曽谷6・7(第5)、下貝塚(全)
04.01 月 市川4(根本）、北方2、本北方1の一

部（北方中央）、国府台(全）
04.03 水 本北方2
04.04 木 本北方3、北方3、若宮2
04.05 金 香取(全）、行徳駅前3・4、若宮3(上

町）
04.07 日 八幡1、南八幡1(八幡上・下）、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）

04.08 月 稲荷木(全）、真間4・5
04.09 火 北国分(全）、中山3・4

04.10 水 高谷、二俣(全)、中山1・2
04.14 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）

04.15 月 須和田(全）、北方1、平田（全）
04.16 火 南八幡1（しらさぎ）
04.18 木 新田2～4、曽谷1～4（第1から第

4）、若宮3（下町）、市川南1～4、市
川2

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

●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

　子どもたちが環境に関心を持ち行動できるように、自然観察会や
施設見学会などを通じて学びながら、環境にやさしい活動に取り組み
ます。生き物や草花が好きな人、
環境問題に興味がある人、家族や
グループで地球に良いことを始
めましょう。会員には本クラブ主
催の楽しい体験イベント情報な
どをお知らせします。
3歳～高校生までの子どもとそ

の保護者
☎ 712-6306環境政策課

いちかわこども環境クラブ
会員募集

インタビュー

　年に6回くらいある環境クラブの活動で、今までいろん
なところに行きましたが、一番行って良かったところは、
三番瀬です。家の近くには海がないので、普段見ること
ができない魚や鳥を、間近で見ることができてうれしかっ
たです。また、夏と冬に行った行徳自然保護区では、夏と
冬で違う生き物がいることや、カニはカニでも種類の違うカニがいるとい
うことを知りました。このこども環境クラブで楽しみながら自然や環境の
知識が身についたので、参加してよかったです。

　こども館では、新１年生の入学を祝して、小学校低学年から
楽しめるさまざまなイベントを4月に行います。こども館は
小学生からは保護者の付き添いなしで利用できます。この機
会にぜひ遊びに来てください。
市内在住・在学の小学生以上

☎320-3337中央こども館
他のこども館でも同様のイベントを開催します。詳細は市公式Webサイトまたは下記まで問い合わせください。

新１年生おめでとう月間

会場 内容 日時

中央
こども館

いろいろ工作「プラバン」／各日先着12人 4月17日 (水)～20日（土）午後3時30分～4時30分

レッツ  プレイ  青空ひろば（新1年生歓迎バージョン） 4月24日（水)午後3時15分～4時

こども館ビンゴ　-こども館のこと、いろいろ知ろう- 4月17日（水）～20日（土）午後2時～3時30分

南八幡
こども館

いろいろ工作「めざせ  てつぼうチャンピオン」／各日先着15人 4月17日（水）、19日（金）、20日（土）午後3時～4時

こども館ビンゴ　-こども館のこと、いろいろ知ろう- 4月24日（水）～27日（土）午後3時～4時

市川
こども館

こども館ビンゴ　-パート1- 4月3日（水）～6日（土）午後3時30分～4時30分

こども館ビンゴ　-パート2- 4月10日（水）～13日（土）午後3時30分～4時30分

みんなで遊ぼう「青空らくがき」 4月10日（水）午後4時～4時30分

いろいろ工作「プラバン」／各日先着15人 4月17日（水）～20日（土）午後3時30分～4時30分

みんなあつまれ  わくわくタイム「青空らくがき」 4月27日（土）午後2時30分～3時

相之川
こども館

みんなで遊ぼう 4月13日（土）午後3時～3時30分

いろいろ工作「プラバン」／各日先着15人 4月17日(水)、20日（土）午後3時～4時

こども館ビンゴ　-こども館のこと、いろいろ知ろう- 4月24日（水）、27日（土）午後3時～4時

▲ 市内梨園での梨狩り体験の様子（昨年
10月）

▲

中央こども館の光のトンネルにて

いちかわこども環境クラブ
大和田子ども探検隊 リーダー 鈴木侑

ゆう

希
き

さん

自然や環境を楽しく学べる
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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または財団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）・財団
Webで受付。

文化会館

3月21日(祝)発売 窓W

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
/

3月24日(日)発売 特W

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、詳細は
財団Webサイト

4月13日(土)発売 特W

高橋真梨子Concert vol.43 2019●主
6月22日（土）17：00/大ホール/

全席指定8,800円/

4月13日(土)発売 窓W

ブラスト！：ミュージック・オブ・
ディズニー
8月6日（火）19：00/大ホール/Ｓ
席11,500円、Ａ席9,500円、Ｂ席
8,000円/2歳以下入場不可※財
団でB席の取り扱いはございま
せん。

4月14日(日)発売 特W

恐竜どうぶつ園2019　～見て・
触って・学べる体験型ショー～
8月3日（土）①13：00②15：30/
大ホール/全席指定3,000円、3
歳以上有料、2歳以下膝上無料

受付中
春のうたごえ　オペラ「カバレリ
ア・ルスティカーナ」全幕（イタリ
ア語上映・字幕付き）●主
2020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/
詳細は財団Webサイト
午後のクラッシック～ヴァイオリ
ンデュオ＆ピアノ～
5月1日（祝）14：00/ローズルー
ム/全席自由800円/ 100円引
き/

行徳文化ホールI&I
3月24日(日)発売 特W

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/

好評発売中
TRIO WAZAギター・箏

こと

・フルート
響きの交わり～シルクロードを
越えて～●主
3月29日（金）18：30/全席指定

一般2,000円/高校生以下1,000
円/ 一般のみ1,000円引き/
ママも楽しい0歳からコンサー
ト●主
4月22日（月）11：00/全席指定
600円、子ども膝上無料、席が
必要な場合は有料
子ども向け映画「シング」（日本
語吹替版108分）入替制●主
5月4日（祝）①10：30②13：30/
全席自由大人300円、中学生以
下200円/4歳以上有料、3歳以
下膝上無料、席が必要な場合は
有料

芳澤ガーデンギャラリー

3月16日(土)発売 窓W

0歳からの芳澤こどもコンサート●主
5月12日（日）11：00/全席自由
500円/子ども膝上無料、席が必
要な場合は有料

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

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

介護知識向上教室
在宅介護・施設介護で役立つ生活支援
基本技術（高齢者の立位・座位、歩行、
食事の支援・要介護者〈片まひ・認知
症〉の基本支援）を一緒に学びましょ
う。
3月24日（日）午後1時（受付は30分

前）～3時30分
南八幡デイサービスセンター（南

八幡5-20-3）
申込順30人
☎ 337-9888またはFAX339-3777

特別養護老人ホーム市川ヒルズ
（福祉政策課）

はり・きゅう・マッサージ無料相談
窓口
施術は行いません。
3月29日（金）午後1時～4時
市川公民館
年齢不問
☎ 357-3393市川浦安鍼

しん

灸
きゅう

マッサー
ジ師会（冨

とみ

森
もり

）
（介護福祉課）

子ども・教育

特別児童扶養手当などの手当額
変更
4月分からの特別児童扶養手当及び
障害児福祉手当などの手当額が変更
となります。特別児童扶養手当につ
いては8月9日（金）支給分から、障害
児福祉手当などについては5月10日
（金）支給分から、次のとおり増額とな
ります。

手当名称
手当月額
4月分から

特別児童扶養手当（1級） 52,200円
特別児童扶養手当（2級） 34,770円
障害児福祉手当 14,790円
特別障害者手当 27,200円
経過的福祉手当 14,790円

☎ 712-8512、FAX712-8727障害者
支援課

児童扶養手当の手当額変更
4月分から手当額が変更となり、2019
年8月9日（金）支給分から、次のとおり
の額になります。

支給区分
手当月額

平成31年4月分から
第1子
手当額

全部支給 42,910円
一部支給 42,900～10,120円

第2子
加算額

全部支給 10,140円
一部支給 10,130～5,070円

第3子
以降
加算額

全部支給 6,080円

一部支給 6,070～3,040円

☎ 712-8539こども福祉課

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。
4月17日、24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）

家庭的保育者
保育ニーズの高い地区（妙典駅、市川
駅、本八幡駅の各駅周辺）で、家庭的保
育事業の実施を希望する方を募集し
ます。家庭的保育者になるためには、
県が実施する「千葉県子育て支援員研
修」と市が実施する「家庭的保育者認
定研修」を受講する必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
募集期間　3月18日（月）～4月26日（金）
午前9時～午後5時
☎ 711-1792こども施設運営課

スポーツ

市民硬式テニスシングルス大会
詳しくは市川市テニス協会Webサイ
トをご覧ください。
5月12日・19日・26日、6月2日・9日・

16日・23日・30日、7月7日いずれも日
曜日午前9時
J：COM北市川スポーツパーク、福

栄スポーツ広場
種目　男子・女子上級・中級クラス、年
齢別クラス（男子45・55・65歳、女子45・
55歳）
市内在住・在勤、市内クラブ・スクー

ル在籍者
2,000円
郵便振込用紙に申込事項（3面上段

参照）と種目を書き、4月6日（土）まで

…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

に参加費を市川市テニス協会（口座番
号00150-5-537526）に振り込み
☎ 371-2458同協会（飯塚）

（スポーツ課）

ウオーキングサッカー教室
イギリスでは1,000チーム以上が存在
し、今世界中で注目を集めている、ぶ
つからず走らないサッカーです。
3月24日、4月21日、いずれも日曜日

午前10時～正午
市川駅南公民館
申込順20人
☎ 339-2333北市川スポーツクラブ

（スポーツ課）

お出かけ

動植物園さくらまつり 
シートに描いた桜の木にみなさんで作っ
た花を飾ってもらいます。その他、割ば
し鉄砲作り・的当てゲームを行います。
3月24日（日）午前9時30分～午後4

時30分（入園は30分前まで）
動植物園
入園料（高校生以上430円、小・中学

生100円）
☎ 338-1960同園

ZOOワンポイントガイド
「ミーアキャット」
2本足で立っている
姿がかわいらしい
「ミーアキャット」
について、飼育員が
お話しします。お
やつを食べる様子
も見られます。
3月17日（日）午後2時30分
動植物園内ミーアキャット舎前
入園料（高校生以上430円、小・中学

生100円）
☎ 338-1960同園

自然博物館の催し
☎339-0477同館(荒天中止)

◆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。

3月24日（日）午前10時（観賞植物園
入口集合）～正午
◆長田谷津散策会
4月6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。
4月7日（日）午前10時（観賞植物園

入口集合)～正午

開業１周年記念フェア
　道の駅いちかわでは、4月7日の開業1周年を記念し、来場のみな
さんにお楽しみいただける、さまざまな催しを行います。

4月7日（日）
道の駅いちかわ
屋外野菜マルシェ、さくら

ピッツァ期間限定販売、ダンス
ショー（ベリーダンス、フラダン
ス等）、ワークショップ（ミニテ
ラリウム等）、市内の音楽家によ
る演奏
☎382-5211道の駅いちかわ

道 の 駅
いちかわ

（商工振興課）



8 2019年（平成31年）3月16日　No.1612

お出かけのつづき

春、本行徳を歩きませんか
歴史ある行徳地区の今と昔を知るイ
ベントです。「寺のまち」、「神

み こ し

輿のまち」
をこの機会に巡ってみませんか。
3月30日（土）
海苔すき体験＝午前11時～行徳

ふれあい伝承館休憩所、講談「南総里
見八犬伝（下総行徳の段）」＝午後2時
～3時／浄閑寺（本行徳23-34）、ボラ
ンティアガイド市川案内人の会によ
るまち歩き＝午前10時／妙典駅集合。
講談のみ当日先着60人
講談のみ500円
☎ 314-8177同館

（まち並み景観整備課）

樹木医と巡る巨樹・古木
真間山周辺を巡りながら、街中にあ
る巨樹や古木を観察します。野鳥な
ども見ることができるかもしれませ
ん。
3月30日（土）午前10時～正午
手児奈霊神堂（真間4-5-21）集合
申込順20人
☎ 712-6307自然環境課

日本藝術院賞受賞記念・
市川の文化人展「土橋靖子書展」
平成29年度日本藝術院賞を受賞した
本市出身の書家、土橋靖子氏の書展を
開催しています。
3月24日（日）まで
芳澤ガーデンギャラリー
一般300円、65歳以上240円、中学

生以下無料、障害者手帳をお持ちの方
と付き添いの方1人無料
☎300-8020文化振興課

関連イベント
◆お茶席
3月21日（祝）午後1時30分から
入館料のほか500円

◆土橋靖子氏によるギャラリートーク
3月23日（土）午後1時30分

「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
梨の花を訪ねて　
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）→梨畑→御門三社宮→駒形大神
社→梨畑→少年自然の家→観賞植物
園→動物園（昼食）→梨畑→小川再生
親子ふれあい農園→JR市川大野駅
（解散）
4月16日（火）午前10時～午後3時（小

雨決行）
動物園入園料430円（市内在住の

65歳以上の方は証明証持参で無料）
昼食・飲み物
☎ 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）　　　

（観光交流推進課）

千葉県生涯大学校　
陶芸卒業記念作品展
3月19日（火）～23日（土）午前10時

～午後5時（最終日は午後4時まで）。3
月20日（水）は休館
流山市生涯学習センター（流山市中

110）
☎ 04-7152-1181同校東葛飾学園江

戸川台校舎
（地域支えあい課）

芸術祭・文化祭
◆市川市邦楽連盟演奏会
①3月23日（土）②24日（日）、いず

れも正午と午後4時の1日2回公演
文化会館
①「人情噺

ばなし

 文
ぶ ん し ち も っ と い

七元結」②第1部
「お囃

はや

子
し

のいろは」第2部「人情噺 文
七元結」
①前売1,500円、当日2,000円②前

売2,000円、当日2,500円
☎ 090-4592-2515同連盟（松島）

◆市川市洋舞踊合同公演
3月31日（日）午後3時開演（開場は

30分前）
文化会館　
第1部＝各団体作品集（クラシック

バレエシュエット、すみれバレエクラ
シック、三沢モダンバレエジャズダン
ススタジオ、横井亜紀バレエスクー
ル、玲子バレエスクール）、第2部＝合
同作品「絵本の世界」
☎373-1002市川市洋舞踊協会（荒

木）
（文化振興課）

広告

「マイタウンいちかわ」の過去の放送
内容は、 市公式YouTubeチャンネル
（2次元コード参照）から。

3月16日（土）～22日（金） 3月23日（土）～31日（日）

特集 市川の平成を振り返る特集 のぞいてみよう！新浜鴨場

J:COM市川（CATV）
デジタル11ch      〈広報広聴課〉
放送時間 ： 9：00／12：00／
20:00／23：00（放送時間変更あり）

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。

　ボランティアガイド市川案内人の会の案内のもと、桜の名所、真間
川を巡りませんか。
4月2日（火）午前10時～午後0時30分（小雨決行）

コース　JR本八幡駅北口（午前10時交番周辺集合）→八幡藪知らず→
葛飾八幡宮→真間川（大和橋～宮久保橋）→昭和学院小学校前（解散）
☎ 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）
（観光交流推進課）

真間川の桜と歴史を巡る

　荷風が歩いた八幡の街で少年時代を過ごした山﨑秀雄氏による真間
川の桜などをテーマにした講演。２回に分け行います（どちらかのみの
参加も可）。
4月6日（土）、20日（土）いずれも午前10時30分～正午
大人の学び舎大黒家（八幡3-26-5）
申込順各日12人
各日1,500円
☎0120-80-0877市進コールセンターまたは大人の学び舎大黒家

Webサイト
（観光交流推進課）

講演会「永井荷風が歩いた八幡と真間川桜土手」

桜を楽しみ
ませんか

市川市メール
情報配信サービス
市川市メール
情報配信サービス
　登録すると、市から緊急情報、気象情
報、防犯情報などがメールで届きます。
entry@ichikawacity.jp
または下記の二次元コードから空メール
を送信し、送られてくる
メールに記載されている
URLをクリックしてくださ
い。配信項目は、登録後
に変更できます。メール
の受信には通信料がかかります。
☎７１２-８６３３広報広聴課

いざというときのために
市内の情報をいち早く

　市内の桜の名所を掲載しています。
配布場所　市役所仮本庁舎、行徳支所、
観光交流推進課（グランドターミナル
タワー本八幡）、大柏出張所、いちかわ観
光・物産案内所、アイ・リンクタウン展望
施設など。市公式Webサイトからもダ
ウンロードできます。
☎711-1142観光交流推進課

「桜の見どころ発見MAP」
配布中




