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●農業委員会定例総会
10月8日（木）午後1時30分～4時／第1
庁舎5階第１委員会室

（同事務局）
●社会福祉審議会障がい者福祉専門
分科会
10月9日(金)午後2時～3時／全日警
ホール2階第3会議室

（障がい者支援課）

10月18日（日）午前10時～午後3時
（電話相談のみ。窓口は開設しません）

☎712-8653納税・債権管理課

地震・津波や武力攻撃などの発生時に
備え、全国瞬時警報システム（Jアラー
ト）を使用した防災行政無線の一斉訓
練放送を行います。

10月7日（水）午前11時
☎704-0065地域防災課（放送内容

は☎0180-994-889で確認できます）

市では、雨水の再利用や水害対策に役
立つ浸透施設及び小型貯留施設の設
置費用の一部を助成しています。詳し
くは市公式Webサイトを確認してくだ
さい。
●雨水浸透施設

・浸透効果の高い地域にある既存の建
築物（新築・増築を除く）が対象です。
●雨水小型貯留施設

・浄化槽転用型：不用になった浄化槽の
洗浄費とポンプ設置工事に係る費用が
対象です。

・雨どい取付型：施設購入費、設置に係
わる費用が対象です。

河川・下水道管理課に申請書を提出
☎712-6361同課

変更地区　112号北方町4丁目第18生
産緑地地区など14地区

10月12日（月）～26日（月）
公園緑地課（市川南仮設庁舎）
☎712-6366同課

市では、総務大臣から委嘱された行政
相談委員が国や独立行政法人などへ
の意見・要望・苦情を伺う無料相談を毎
月行っています（相談時は感染予防の
ためマスクを着用してください）。

10月15日（木）午後1時（受付は2時
30分まで）～3時

総合市民相談課（仮本庁舎）
☎712-8529同課

訪問業者に「台風で屋根瓦が浮いてい
る。火災保険が下りれば実費負担はな
い。申請は無料で代行する」と言われ申
し込んだ。知り合いの業者に写真を見
せたら修理の必要はないと言われた。
申込書には「保険適用前にキャンセルす
ると10万円かかる」と書かれているが、
契約をやめたいという相談が寄せられ
ています。
災害により被害を受けたら、慌てずに複
数の業者から見積もりを取って検討し、
保険の適用対象となるか、申請方法など
は自身が加入している保険会社に確認
しましょう。

☎320-0666消費生活センター

令和２年度中に市民活動団体が市民の
方を対象に実施する事業が対象です。
団体と事業に条件がありますので、詳し
くはお問い合わせください。なお、希望
団体には個別相談に応じます。
申請期間　10月12日（月）～30日（金）
申請書類配布場所　ボランティア・NPO

課（旧八幡市民相談室）または市公式
Webサイト

同課に必着で郵送（〒272-0021八
幡2-4-8）

☎712-8704同課

NPO法人ライフ・サポートの税理士に
よる相続・贈与に関する相談会を行い
ます。

10月15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
10月13日（火）までに☎712-8704ボ

ランティア・NPO課

市民のみなさんに施設をより知っても
らうため、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）。
招待期間　11月23日（祝）～27日（金）

往復はがきに申し込み事項（上段参
照）を書き、10月30日（金）まで（消印有
効 ）に 同 施 設（ 〒272-0012上 妙 典
1554）

☎329-6711同施設

10月～令和4年3月末までの間、文化会
館が大規模改修工事により全館休館と
なることから、同館の事務所を移転しま
す。
移転先　南八幡3-12-21 
電話番号　☎379-5111、FAX370-0180

（電話番号、FAX番号は変更なし）
窓口受付時間　午前９時～午後7時（第
2・4火曜日を除く）

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

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。
開催状況については各主催者にお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、正面玄関前で来所者全員の
検温を実施しております。検温の結果や受診される症状により待合室を
区分けして対応しておりますのでご了承ください。また、来所時は、必ずマ
スク着用をお願いします。

受診について

　インフルエンザ検査などのウイルス検査は、咳
せ き

、くしゃみを誘発し、エア
ロゾル（気体中に浮遊する微小な液体など）発生を伴います。そのため、
新型コロナウイルス感染拡大予防の目的で、上記のウイルス検査などを当
面の間中止します。また、新型コロナウイルス感染症の検査も行っており
ませんのでご了承ください。
　なお、医師の診察により総合的な所見で判断し、治療薬を処方すること
がありますので、ご理解をいただけますようお願いいたします。

☎377-4512疾病予防課

インフルエンザ検査・溶連菌検査・
アデノウイルス検査などの中止について

●一般芝生墓地の募集
❶令和元年12月23日以前から市に住民登録をして、引き続き現在

も居住している方❷現在、遺骨を保持し、その遺骨の祭
さ い

祀
し

を主宰する世
帯主または戸籍筆頭者もしくはその配偶者❸その他必要な条件を満
たす方（詳しくは案内書を確認してください）

募集区画数と墓地使用料

●返還一般普通墓地の生前申し込み
　返還された6㎡（20区画）、12㎡（5区画）の一般普通墓地について生
前申込を同時に受け付けます。詳しくはお問い合わせください。

☎337-5696霊園管理事務所

申込受付・案内書配布期間　10月5日（月）～11月2日（月）
募集案内配布場所　仮本庁舎総合受付（1階）、総合市民相談課（仮本庁
舎）、 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（土曜日含む）、霊園管理事務所（土・日曜日含む）
使用許可予定日　12月23日（水）

案内書についている申込書及び専用はがきに必要事項を書き、霊園
管理事務所（〒272-0805大野町4-2481）に郵送

急病診療所からのお知らせ

市川市霊園
❶ 一般芝生墓地使用者募集
❷ 返還一般普通墓地の生前申し込み

種類 面積 募集数 墓地使用料

新規芝生墓地 1.5平方メートル 60区画 499,500円

返還芝生墓地 4.0平方メートル 20区画 1,198,800円

市川都市計画生産緑地地区の
変更案の縦覧

災害に便乗した悪質な
修理業者に注意

市民活動団体事業補助金の
申請受付(2次募集)を開始

文化会館大規模改修工事に伴う
事務所移転のお知らせ

10月19日（月）～25日（日）は
行政相談週間です

Jアラートを使用した
防災行政無線の情報伝達訓練

雨水貯留・浸透施設の
設置費用を助成します

傍聴しよう〈希望者は直接会場へ〉

市税の日曜電話相談

市川市協働事業による相談会

クリーンスパ市川へ抽選で無料招待
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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

☎379-5111文化会館
（文化施設課）

10月25日（日）正午～午後4時（雨天
中止）

塩浜ドッグラン
内 ボランティアの方が保護している犬
たちの譲渡会を開催します。動物への
やさしい気持ちを育み、模範的な飼い
主になりましょう。参加希望の方は事
前にお問い合わせください。

市内在住の方
☎090-8305-3718コンパニオンア

ニマルクラブ市川
（生活環境保全課）

県労働委員会では、個々の労働者と使
用者の間で生じた解雇・パワハラ・労働
条件の不利益変更などの労働関係の
トラブルについて、労働委員会の委員
が間に入って、双方の歩み寄りによる円
満な解決を目指す「個別的労使紛争の
あっせん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者、使用者どち
らからでも申請できます。あっせんを希

望する方は、気軽にお問い合わせくださ
い。

☎043-223-3735同労働委員会事務
局

（商工業振興課）

県不動産鑑定士協会所属の鑑定士が
相談を受けます。

10月14日（水）午前10時～午後4時
第1庁舎
県内在住の方、申込順7組
☎043-222-5795同協会

（管財課）

特別職である市議会議員の議員報酬と
市長・副市長などの給料及び退職手当
を審議する市民選出の委員を2人募集
します。会議は年5回程度、任期2年、委
員報酬は会議1回につき9,100円です。

市内在住の20歳以上の方、2人
論文テーマ「市川市特別職の報酬な

どのあり方について」について1,200文
字以内にまとめ、申し込み事項（6面上

段参照）、職業、簡単な略歴（市政への参
加活動歴を含む）を書き、10月19日（月）
必着で給与課（〒272-8501※住所不
要）

☎712-8579同課

資格・人数　看護師・若干名
募集条件　看護師免許取得済みで実
務経験がある方。市近隣在住で通勤可
能な方。また、年末年始や祝日などに勤
務できる方。週1日から勤務できる方。

雇用期間　11月1日～令和3年3月31日
勤務時間　夜間（曜日を問わず）＝午後
7時30分～11時15分（診療終了まで）、
日曜日・祝日＝午前9時30分～午後5時
15分（診療終了まで）
時給　夜間＝2,800円～、日曜日・祝日の
昼間＝2,820円、その他別単価あり（要
問い合わせ）、規定により交通費支給

市公式Webサイトからダウンロード
または疾病予防課で配布の願書に必要
事項を書き、同課まで持参または郵送。
選考方法は面接。

☎377-4512同課

　市のイベントがコロナ禍で軒並みキャ

ンセルになり残念な限りですが、より多く

の方々に楽しんでいただけるよう工夫を凝

らしたり、開催準備そのものが盛り上がっ

ている動きがあります。まず「いちかわ

市民まつり」と「行徳まつり」ですが、11月

3日（祝）に「いちかわ市民まつり」は Act 

in Ichikawaと看板を変えてオンラインで

開催するほか、「行徳まつり」は代替イベン

トとして「行徳神社めぐり」を行う予定です。また昨年、市民まつりと同

時開催し大好評だった江戸川河川敷でアートと音楽を楽しむ野外フェ

ス EDOROCK MUSIC & ART FESTIVALで す が、ROAD TO EDO 

ROCKと題して準備自体をイベント化し多くの方々を巻き込みつつ進行

しているようです。これらのイベントを通じて、いつもとは違う秋を少しで

も楽しんでいただければと願っています。

　繰り返し申し上げていることですが、コロナを克服するには正しく恐れ

ることが大事です。うつされない・うつさないために、手洗い・うがい・マス

ク着用を励行していただき、免疫を高めるために健康管理にご留意いた

だくことを改めてお願いいたします。

ムラコシコラム 市長 村越祐民

新しい秋が始まる

　国勢調査にまだ回答してい
ない方は配布済みの調査書類
を確認してください。回答は、
10月7日（水）の期限までにお願
いします。新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、イン
ターネットや郵送での回答に協
力してください。
　10月7日（水）までに回答が確
認できない場合は、調査員が回
答のお願いに伺います。万一、
調査書類が届いていない場合
や、追加の調査票が必要な場合はご連絡ください。

☎332-8786市川市国勢調査実施本部 コールセンター　　　 （総務課）

国勢調査への回答はお済みですか
インターネットや郵送での回答が便利です

内容内容

健康診査

離乳食
教室

（詳細は
市公式Web

サイト）

1歳6カ月児
健康診査

1回食

生後10カ月の
歯みがきと
離乳食相談

発達相談

4カ月
あかちゃん

講座

むし歯
予防の話

3歳児
健康診査

2回食

個別通知

25（水）

①

①

①

①

①

②

②

②

18（水））

20（金）

26（木）

11（水））

9（月）

13（金）

個別通知

26（木）

個別通知

9（月）
27（金）

個別通知

18（水）

10:30～11:30
13:00～14:00
14:30～15:30

9:45～

午前中

9:45～

平成31年4月生まれ（10
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12人）

7・8カ月児の保護者
（申込順各12人）

4～6カ月児の保護者
（申込順各9人）

7・8カ月児の保護者
（申込順各9人）

10カ月児（令和2年1月
生まれ）とその保護者

（申込順10組）

10カ月児（令和2年1月
生まれ）とその保護者

（申込順10組）乳幼児と
その保護者

令和2年7月生まれの乳児とその保護者を対象に、子育てに関する講
座を開催しています。生後3カ月過ぎの赤ちゃんがいる家庭への保健
推進員訪問でご案内します。

1～3歳とその保護者
（申込順10組）

平成29年5月生まれ
（10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

（詳細は
市公式Web

サイト）

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

＝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11月

カミカミ
歯みがき

教室
電話で

おやこ
歯みがき

教室
電話で

健康相談（電話・面接）は各保健センターへ

犬の譲渡会

ご存じですか、労働委員会
個別的労使紛争のあっせん

不動産に関する無料相談会

特別職報酬等審議会の市民委員

看護師（急病診療所）

募　集

求　人
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　認可保育所など（認可保育園、認定こども園、地位型保育）の令和3
年4月入園の受付期間が決まりました。
　新園の情報も含めた4月入園の受付案内については改めてお知らせ
します。
受付期間　12月1日(火) ～28日(月)
結果通知発送予定日　令和3年2月19日(金)

☎711-1785こども施設入園課

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。
開催状況については各主催者にお問い合わせください。

専門職によるこころの相談の窓口を拡
大しました。電話相談時間を延長し、来
所だけでなくZoomを利用した面接相
談（完全予約制）やメールによる相談を
開始しています。
電話相談時間　平日午前9時～午後９
時、土曜日午前10時～午後6時（日曜日・
祝日、１月１日～３日は休み）

無料(面接相談は年5回まで無料）
☎ 0800-000-5008も

しくは右記2次元コード
からアクセスしユーザー
名=ichikawa、パスワー
ド =kokoroを入力してください。

☎377-4511健康支援課

11月19日（木）午後7時～8時30分
全日警ホール

内 テーマ「医療的ケアの感染予防の基
礎を学ぶ 手技を見直そう」
医療的ケアが必要な障がい児に対する
感染症予防のための基礎知識を学びま
す
講 大野京子氏（市川市医師会副会長）

市内在住の医療的ケア児等の家族、
及び市内関係機関の支援者など、申込
順40人

FAX376-1115または☎370-3577発
達支援課

10月8日・22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（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）

社会福祉施設・事業所の採用担当者と
の個別面談や福祉職場に関する相談な
どを行います。履歴書は不要です。

10月10日（土）午後1時（受付は30分
前）～4時

市川グランドホテル（市川1-3-18）
社会福祉施設・事業所などへ就職を

希望する方
☎043-222-1294千葉県社会福祉

協議会　　　　　　　   （福祉政策課）

保育資格はあるが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、実際に公立保育園で実習を
兼ね現場で働き、かわいいい子どもたち
と触れ合ってみませんか。コロナ禍で
はありますが、実習は検温や健康チェッ
クを行い実施しています。1日6時間、実
習期間10日。時給1,200円をお支払い
します。実習を経て会計年度任用職員
として就労している方もいます。詳しく
は市公式Webサイト確認してください。

☎711-1792こども施設運営課

教育や子育てに関する相談を経験豊か
な相談員が受け付けます。気軽に相談
してください。

10月14日（水）・28日（水）、11月5日（木）
午前9時30分～午後4時

百合台幼稚園（曽谷6-10-1。車での
来園可。申し込み時に伝えてください）

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

10月9日（金）午後1時30分～2時45分
高齢者サポートセンター菅野・須和田

内 介護者相互の交流会「語ろう」認知
症などを抱える家族を介護している
方々の思いや悩み

申込順5人
☎326-7737同センター

（介護福祉課）

65歳以上の方で、令和２年度介護保険
料の所得段階が第1（生活保護受給者
を除く）～3段階で、生計を維持すること
が困難な方に介護保険料・利用料を減
額する制度や、新型コロナウイルスの影
響を受けた方に介護保険料を減額する
制度があります。
介護保険料の未納があると、滞納期間
に応じて利用者負担額が3～4割に引き
上げられます。介護が必要になったと
きに安心して利用できるよう、介護保険
料の納付にご協力ください。

保険料＝☎712-8542、利用料＝☎

認可保育所などの
令和3年4月入園の受付期間について

　令和3年4月の幼稚園入園児を募集します。
●私立幼稚園
　入園案内や申請書の配布及び受け付けの日程については、各幼稚園に
お問い合わせください。

☎711-1785こども施設入園課

幼稚園の入園児募集

○はリフレッシュ型の預かり保育、◎は就労支援型の預かり保育を実施し
ている園です。
◎の園は、月～金曜日の午前8時～午後5時30分及び長期休業時（夏季・
冬季・春季）も実施。詳しくは各幼稚園にお問い合わせください。
☆の園は、子ども・子育て支援新制度に移行している園です。
※1 幼稚園型認定こども園です。
※2 令和3年度から幼保連携型認定こども園へ移行予定です。
●市立幼稚園（2年保育）
詳しくは幼稚園の Webサイトでも閲覧できます。
入園資格　平成28年4月2日～29年4月1日生まれ。ただし、幼児及びそ
の保護者が本市に住民登録をし、私立幼稚園に在園していない方
申請書配布　10月19日（月）～23日（金）午後2時15分～4時／各幼稚園
申請書受付　10月26日（月）～30日（金）午後2時15分～4時／各幼稚園
へ世帯全員が記載された住民票1通を提出
選考日　11月19日（木）／各幼稚園

●ひまわり学級（特別支援学級）への入園申し込み
設置園　大洲幼稚園・南行徳幼稚園・百合台幼稚園

10月27日（火）～11月28日（土）に☎320-3336教育センター
相談室（日・月曜日をのぞく）

幼稚園名

幼稚園名

所在地

所在地

預かり保育

募集人数

新制度
日出学園
自然
和光
市川学園
市川学園第２
みどり
国府台文化
つくし
昭和学院
市川聖マリヤ
真間山
富貴島
アイリス
須和田
共立
曽谷
白菊
大町不二
若宮
わかたけ
ソフィア
宮久保※1
浄光寺
国分
いなほ
鬼高※2
築葉根
原木
アンデルセン
東浜
三愛
塩浜

信篤
大洲
南行徳
百合台
新浜
塩焼

菅野2-21-12
市川1-24-21
相之川2-12-28
八幡5-1-10
東菅野4-13-1
中山3-10-4
中国分3-6-24
大和田3-3-3
宮久保1-3-8
八幡3-19-12
真間4-9-1
八幡6-12-12
北方2-29-9
須和田1-20-3
新田4-15-27
曽谷1-4-1
南八幡3-15-1
大町103
若宮3-53-4
北方町4-1798
稲荷木3-22-5
宮久保6-7-2
大野町3-1917
曽谷5-32-18
国分3-4-12
鬼高3-14-18
北方町4-2171
原木1-8-1
堀之内1-9-17
行徳駅前3-12-14
東国分1-20-12
塩浜4-2-28-101

高谷1-8-1
大洲4-3-12
欠真間1-6-15
曽谷6-10-1
行徳駅前4-5-2
塩焼5-9-1　

電話番号

電話番号

☎322-4012
☎322-4095
☎316-1455
☎334-4770
☎339-1531
☎334-1224
☎372-7005
☎376-5922
☎374-8300
☎323-5371
☎371-7251
☎334-4860
☎335-5530
☎371-5457
☎377-0851
☎371-5440
☎378-2160
☎337-8337
☎339-2057
☎338-1661
☎379-1015
☎371-7320
☎337-8413
☎373-1481
☎373-2201
☎370-6583
☎338-4800
☎327-1291
☎374-1751
☎396-5321
☎373-7272
☎399-2578

☎328-2325
☎370-3648
☎358-5333
☎373-8937
☎396-2521
☎397-3857

○
◎
○
◎
◎
◎
○
◎
◎
○
◎
◎
◎
◎
◎
○
○
○
○
○
○
◎
◎
◎
○
○
○
◎
○
○
○
◎

　
☆
　
☆
☆
☆
☆
　
　
☆
☆
☆
　
　
　
☆
　
　
　
　
　
☆
　
　
　
☆
　
　
　
　
　
☆

70人
70人
105人
70人
70人
105人

医療的ケア児等支援研修会

公立保育園で実習してみませんか

高齢者サポートセンターの講座

介護保険料・利用料減免制度

幼稚園子育て相談

視覚障害者点字講習会

福祉のしごと就職フェア・inちば

こころの相談してみませんか　
なんとなく、こころや体が不調なとき

健康・福祉

高齢者

子ども・教育
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　高齢者などの居宅内外での見守りを支援するた
め、見守り通報装置一式を貸与します。詳しくはお
問い合わせください。
●提供サービス
・非常ボタンを押すだけで、ガードマンが駆けつけ
ます
・日常的に健康相談が受けられます
・安否確認センサーが異常を感知すればガードマン
が駆けつけます
・みまもりタグを身につけると、外出・帰宅の通知な
どを家族が受け取れます

65歳以上の方または身体障害者手帳1・2級の方
月額1,026円～2,772円（対象者の世帯状況によって金額が異なり

ます）
介護福祉課、 介護福祉相談窓口、高齢者サポートセンターに申請
☎712-8540同課

000年前の寛
か ん に ん

仁4（1020）年9月15日（現行暦
10月4日）、上総の国司であった菅

すがわらのたかすえ

原孝標とその
一行は帰任のため上洛の旅路についた。その道中は
孝
たかすえのむすめ

標女が著した『更級日記』（以下『日記』）の冒頭
に記され、11世紀の東国を知る貴重な史料となってい
る。一行は任地の上総国府（市原市）から、現在の

国道14号に沿った路線を通り、9月19日（10月8日）に「ふとゐ
い

河というが上の瀬、
まつさとのわたりの津」（松戸市松戸）で「ふとゐ河」（現江戸川）を渡る。国道14
号に沿った路線で江戸川まで来た一行が、なぜ松戸で渡河したのであろうか。
　当時帰任する国司は、任国から多くの品 を々持ち帰り財産とした。その強欲ぶり
は、信濃から帰任する国司が「倒るるところに土をつかめ」（転んでもただでは起きな
いという意味）といい放ったことかもらわかる（『今

こんじゃく

昔物語』）。菅原道真5世の子
孫である孝標がどれほどであったかは不明だが、『日記』では荷物を舟で一晩かけて

「ふとゐ河」を渡したと記すので、結構な量があったことは確かである。その荷物を
都まで運んだのは馬であり、馬自体も貴重な財産であった。江戸川は北総線が通
る松戸市栗山あたりから水深が浅い瀬となる。松戸は江戸川沿いの低地では標
高が高く、土地も広いので、瀬を利用した馬の渡渉と一行の宿泊には適していた。

　松戸へ向かうには、上総か
らの経路から市川市の国府台
を経由したはずである。国府
台では、発掘で常陸へ向かう
道路跡と、そこから分かれて松
戸へ向かう道路跡が確認され
ている。一行はこの道路を通っ
た可能性があるのだが、問題
は国府台へ上る坂道である。
候補は２本ある。１本は松戸
行のバス路線である県道1号
市川・松戸線の坂道（写真右側）、1本は真間山下の歩道橋で西側へ分かれる坂
道である（左側）。後者は、延長上の道路跡が和洋学園の発掘で確認されている
のだが、この上洛の時まで主要路線であったかは不明ある。いずれの坂道で国府
台に上ったのであろうか。
　孝標一行に素通りされた市川市にとって、どうでもいいことかもしれない。しかし、
妙に気になる歴史の一コマである。　　　　　　　  （考古博物館　山路直充）

1

『更
さ ら

級
し な

日記』1000年－国府台の2本の坂道－
歴史と
文化の
散歩道

Vol.91

▲孝標一行が上ったであろう国府台の坂道

712-8541介護福祉課

市と協定を結び、高齢者の見守りや雇
用促進などを推進している株式会社セ
ブン -イレブン・ジャパンとの共催によ
り、シニア向けの仕事説明会を開催しま
す。電話での事前申し込みが必要です。
入場無料、履歴書不要。

10月22日（木）午前10時（受付は20
分前）～11時30分

全日警ホール
おおむね60歳以上のシニアの方（年

齢制限なし）、申込順15人
前日までに☎704-4131商工業振興

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。

❶10月7日（水）／ダイエー市川店
(市川1-4-10）❷10月21日（水）／全日警
ホール❸10月28日（水）／南行徳市民
談話室❹11月4日（水）／ダイエー市川
店(市川1-4-10）、❶❸❹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

各回前日までに☎326-7000同セン
ター

（地域支えあい課）

自信をもって社会参加したい女性のた
めのオンラインで行うスキルアップ講
座です。パソコンインストラクターとし
て起業している岩間麻帆氏を講師に迎
え、エクセル活用講座を行います。

❶11月17日❷12月1日❸12月15日、
いずれも火曜日午前10時～11時30分
内 ❶表とグラフの作成（グラフの作成
基本、グラフの種類変更など）❷数式の
入力・役立つ関数特集（合計、平均、条件
に合った結果を表示する関数の種類な
ど）❸役立つエクセル便利技（条件付き

書式、印刷機能、データの並べ替え、抽
出、ジャンプ機能など）

20～50代程度の女性で、求職中の
方、復職を目指す方、スキルアップを目指
す方、申込順15人

通信料を各自ご負担ください

☎322-6700多様性社会推進課

11月8日、15日、いずれも日曜日午前
10時～正午

男女共同参画センター
内 Zoom（ズーム）を使ってみよう
2日間講座
1日目＝「対面講座」会場で Zoomの基

本操作とつなぎ方を講師から直接学び
ます。
2日目＝「お家で Zoomつないでみよ
う」各自、自宅で Zoomに接続し講座に
参加します（自信のない人は会場に来
て、待機している講師と共に操作できま
す）。

市内在住の自宅でインターネット接
続可能な方、申込順24人　

3,500円（全2回、テキスト代含む）
ノートパソコン（OS:Windows8以

降、インターネットに無線接続可能なも
の）を必ず持参してください、イヤホンま
たはイヤホンマイク（持っている方）

☎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

高齢者見守り支援事業が始まりました

❶北市川フットボールフィールド（柏井町4-294-5）❷❸❹J:COM
北市川スポーツパーク

各日、先着10人　
運動のできる服装、運動靴（屋外用）、飲料、ヨガ参加者はヨガマッ

ト、他
月～木曜日の午後1時～

5時に
☎339-2333北市川スポー
ツクラブ

（スポーツ課）

北市川スポーツクラブ無料体験会
コース 対象者 日時

❷良好環境でのびのびと
　平日テニス

❸免疫力アップも期待
　健康太極拳

❹女性限定　ヨガ

❶元気に楽しむ
　サッカー

初級者～
中級者

初級者～
中級者

初級者～
中級者

小学校
低学年

小学校
高学年

10月15日・22日・29日、いずれも
木曜日午前11時～午後1時

10月15日（木）
午後1時30分～3時30分

10月21日（水）
午前10時～11時30分

10月10日（土）午前9時～10時

10月12日（月）午後6時45分～8時

シルバー人材センター入会説明会

店舗で働くシニア従業員の
お仕事説明会in市川

講座・講演

ステップアップセミナー
仕事に役立つエクセル活用＆
便利技

市川市協働事業によるパソコン
スキルアップ講座（全2回）
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軽食が楽しめる売店

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。
開催状況については各主催者にお問い合わせください。

散歩や休憩にぴったり
常夜灯公園
　旧江戸川沿いにある常夜灯は、江戸日本橋西河岸と蔵
屋敷の成田山にお参りする講中の人々が航路安全を祈願
して建てたものです。
　昭和45年、旧江戸川堤防拡張工事のため、位置の移動を
余議なくされたり、袴腰の上に設置されたこともありまし

たが、平成21年12月12日、常夜灯公園のオープンに伴い、常夜灯は免震装置を施
しリニューアルして公園内に設置され、より安全にみなさんに親しんでいただける
ようになりました。
　公園からは旧江戸川が見渡せ、軽食が楽しめる売店もあります。涼しくなってき
た今の季節に散歩に出かけて、憩いの時間を楽しんではいかがでしょうか。

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

本行徳33-1　 ☎712-6366公園緑地課

22

旧江戸川に隣接する開放的な公園

▲

被害を受けた市民の
緊急避難の様子

　東山魁夷記念館では、開館15周年を記
念して、「日本画と歌舞伎の世界　東山魁
夷と近代日本の名画」を開催します。本特
別展では、山口蓬春や東山魁夷など、戦後
画壇が築き上げた歌舞伎と日本画の深い
繋がりを関連資料からひもとくとともに、
松竹株式会社、株式会社歌舞伎座、株式会
社明治座の特別協力により、会期中6回の
展示替えを行い「幕間の美術館」として歌
舞伎座と明治座、両劇場を彩る珠玉の名画
の数々を紹介します。

10月4日（日）～令和3年3月21日（日）
同館
一般800円、65歳以上640円、高校生・大学生400円、中学生以下無料
☎333-2011同館

　8月15日～18日に本市の友好都市の中華人民共和国四川省
楽山市では100年に一度と呼べる豪雨が降り、甚大な被害を受
けました。8月31日時点で70万人が被災し、18万人以上が緊急
避難をしたとのことです。
　楽山市の復興支援のため、市と市川市国際交流協会では下記
の場所に募金箱を設置し、集まった義援金を楽山市へ送金しま
す。なお、物品の寄付は受け付けません。

第1庁舎受付、総合市民相談課、市川駅行政サービスセンター、
大柏出張所、 総務課、南行
徳市民センター、ボランティ
ア・NPO課、中央図書館、市
川市国際交流協会事務局

（八幡2-1-7）
☎712-8590国際政策課

□避難情報　　避難所の開設状況や混雑状況を確認できます
□気象情報　　注意報や警報、台風情報などを各種入手できます
□被害状況　　道路や河川の状況・ライフラインの状況が把握できます
□市の支援　　被災した際に、り災証明書の申請ができます
　　　　　　　被災された場合の助成制度を確認できます
□日頃の備え　 ハザードマップなどをもとに災害リスクを確認できます
　　　　　　　コロナ禍における避難行動を「動画」で紹介しています  

☎712-8563危機管理課（防災に関すること）
　 ☎318-9096Web管理課（LINEアカウントに関すること）

　携帯電話をお持ちでない高齢者などを対象に避難情
報を電話や FAXでお知らせするサービスです。申し込
みは、地域支えあい課までご連絡ください。また防災行
政無線の放送が聴き取りづらく同サービスを利用したい
方は地域防災課にご相談ください。

☎712-8518地域支えあい課（申し込みに関すること）
☎704-0065地域防災課（防災行政無線に関すること）

市川市公式LINEアカウントに防災機能が追加
-災害専用モードができました-

東山魁夷記念館 開館15周年記念特別展洪水被害を受けた楽山市への
義援金のご協力をお願いします

災害情報が幅広く入手できるようになりました

避難情報電話一斉配信サービス

日本画と歌舞伎の世界
‐東山魁夷と近代日本の名画‐

10月10日（土）・11日（日）・24日（土）・
25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

「アベマリア」はじめ、魅惑の名曲を生演
奏でお楽しみください。

10月9日(金)午後2時～4時
全日警ホール

出演　ミューズのみなさん、立田祥子
（バイオリン）、武藤敦子（バイオリン）、

逸見良枝（ピアノ）
当日先着100人
☎326-5548ナルク市川

（多様性社会推進課）

お出かけ

水木洋子邸一般公開

市民公開講座　バイオリンと
ピアノのさわやかコンサート


