(5)

令和元年11月15日

令和元年11月15日

情報 ペー ジ

青少年会館を臨時休館

1331、FAX（23）1333

ます。

12月3日㈫⑴午前9時30分～10時30

12月2日㈪は全館清掃のため休館し
問合先

同館☎（43）3651

に窓口で申し込む。

お知らせ

申込・問合先

保育課☎（23）9829

フラット35全国一斉相談会

「健康と暮らしの調査」に協力を
市 で は 、1 2 月 1 6 日 ㈪

11月23日㈷午前10時～午後4時20分

エーオリプリスタジアム

選ばれた65歳 以 上の

世代ファミリー定住応援事業補助金

先着20人

5,400人を対象に、
「健

の相談

し込む。

康と暮らしの調査」
を実

各先着5組

施します。高齢者保健福祉計画（介護

会場・申込・問合先

保険事業計画）策定の資料として活用

電話で申し込む。
市原住宅公園

高齢者支援課☎（23）9873

市民会館飲食提供業務受託事業
者を募集

窓口か電話で申

申込・問合先

中央地区公園管理所

☎（23）1700

考える。中学生以上

傍聴希望者は、午前9時30

無料

当日直

者は、午後1時から15分まで受け付け

抽選10人
傍聴希望

抽選10人
問合先

教育総務課☎（23）9845

こころの保健福祉相談

接会場へ
帝京平成大学ち

里親制度説明会

申込・問合先

項を書き、12月5日㈭から16日㈪（消

社会復帰、
家族の対応などの相談

ンターちば☎0470（28）4288

印有効）までに窓口か郵送で申し込

着5人

む。企画提案方式による選考を実施

会場・申込・問合先

そば打ち教室

で申し込む。

年3月31日

の窓口か電話で

8601

⑵団体などの役員の中に放課後児童

申込・問合先

健全育成事業などの運営に携わった

市地域振興財

経験が、令和2年3月末時点で1年以

団☎（20）2222

委託内

健康講座「血管年齢と栄養につ
いて」

滝ダム記念広場

申し込む。

アネッサ☎（62）

障がい者のためのパソコン教室
（全 3 回）
初回12月2日㈪午前9時～正午

小湊鉄道イルミネーション列車
の開催を中止

賀状を作成

年

市内在住の身体障害者

手帳か療育手帳、精神保健福祉手帳
の所持者先着10人

500円

電話を

無料

～中学生先着10人

ード可）を確認の上、12月2日㈪まで

問合先

会場・申込・問合先

vol.4
企画展
「サイトスペシフィック・アート～民俗学者・宮
本常一に学ぶ～
同氏が生涯にわたり取り組
んできたフィールドワーク
を通してその思想を紹介。
また、土地の特徴を生かし
たアートプロジェクトや土
地をリサーチした作品を発『ソイル・ライブラリー』
栗田宏一
表する現代アーティストに
焦点を当てます。
私たちの生きる土地に目を向け耳
を傾けることの重要性を問いかけます。
日程 11月16日㈯～令和2年1月13日㈷
開館時間 平日 10:00～17:00、
土曜・祝前日 9:30
～19:00、
日曜・祝日 9:30～18:00
つねいち

こういち

問合先 クリーン推進課☎
（23）
9053
施設の愛称

級と市原特別支援学校の児童生徒に
いずれも12月5日

館

無料

問合先

教育センター☎（41）3338

歌声喫茶

ウクレ

レの演奏に合わせて一緒に歌い交流
する。無料

当日直接会場へ

会 場・申 込・問 合 先

なのはな館

☎（92）1481

国際交流ひろば「来て！見て！
話そう！」
多国

無料 『手紙～拝啓

十五の君へ～』
など 当日直接会場へ
同団体・山田☎090（6134）

問合先

市原湖畔美術館☎
（98）
1525

テーマとメインビジュアルが決定
テーマ 「房総の里山から世界
を覗く」
メインビジュアル 旅する写真
家として知られる石塚元太良
氏による撮影。
テーマを想起
させる本市南部の里山の中
にあるトンネルがモチーフと photo Ishizuka
Gentaro
なっています。
ウェブサイトをリニューアル！
のぞ

げ ん た ろ う

同祭の公式ウェブサイトを11月25日㈪にリニュ
ーアルします。最新の情報をより分かりやすくお
届けしていきますので、
ぜひご覧ください。
問合先 芸術祭推進課☎
（50）
1160

アネッサ：姉崎保健福祉センター
サンハート：三和保健福祉センター
なのはな館：南部保健福祉センター
you ホール：勤労会館
市原湖畔美術館：水と彫刻の丘
ゼットエーオリプリスタジアム：臨海競技場
上総更級公園：総合公園
ゼットエーボールパーク：臨海球場
ゼットエー武道場：中央武道館
スケートコート オリプリランド：スケートパーク
いちはらクオードの森：市民の森
オリジナルメーカー海づり公園：海づり施設

ください ラジオ、空気清浄機、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、
ダイニングテーブル、
ベビーカー、抱っこ紐、
ベビー布団
あげます 学習机、机・椅子セット、
こたつ、
すのこベッド、
クリスマスツリー、
ひ
な人形
※情報の受け付けは、無料で取引をする人に限ります。
また、発行時点で既に
不用品がないことがありますので、
ご了承ください。
問 合 先 消 費 生 活センター☎(21)0844
いちはら国府ブランド詰め合わせをプレゼント！

読者アンケートに協力を

広報いちはら読者の皆さんにアンケートを行います。投票
者の中から抽選で5人に賞品を贈呈しますので、ぜひ奮っ
てご参加ください。
賞品 いちはら国府ブランド詰め合わせ
投票方法 市ウェブサイトで投票するか、
はがきに次のア
ンケートの回答を書いて郵送する。
投票期限 11月28日㈭
当選者の発表 賞品の発送をもって代えさせていただきます。
その他 ⑴応募は1人1通、
⑵記載内容に不備があったときは無効
⑶本紙12月15日号で市内の出来事の投票結果を発表します。

アンケート内容
⑴住所・氏名・年齢・性別・電話番号を教えてください。
⑵2019年に広報いちはらで紹介した市内の出来事で、下表の中から印象に残っ
たものの番号を
【5つ】選んでください。
2019年に市内で起こった出来事
（5つ番号を選んでください）

1 サンウルブズが市原を練習拠点に。
ウルフパックの特別強化試合を開催。 1月

2 いちはらアート×ミックス2020の開催が決定

3 地域ぐるみの鳥獣被害対策が農村振興局長賞を受賞

4 小湊鉄道キハ5800形式気動車が市指定文化財に

市民会館チケット情報
吉田正記念オーケストラ
～元気が出るコンサート～
日時 令和2年2月1日㈯午後2時開
演
料金 全席自由 無料（要入場整
理券）
その他 未就学児入場不可
入場整理券配布開始 11月15日㈮
午前9時
配布枚数制限 1人4枚まで
配布施設 市民会館、公民館（鶴
舞・白鳥を除く）、コミュニ
ティセンター、サンプラザ市
原、中央図書館
問合先 市民会館
☎(22)7111

一緒にアート作品を作り上げよう！

今日の宴会からスタート！3010 運動
さんまるいちまる

文化ホール

0765

時・戸田コミュニティセンター

電話で申し込む。

12月21日㈯午後2時～4時・君津市民

書道、縫製品などの展示

化フェスティバル・市特別支援教育振

市 体 育 協 会 ☎（ 42 ）

ミューズマンドリンアンサンブ
ル演奏会

問合先

⑵特連文

電話かeメールで仮申し込

7712、 ichispo2020@nifty.com

⑴特連ふれあい作品展＝絵画や工作、

12月15日㈰午前10時30分～午後3

1,000円

板

年末にかけて宴会の機会が増える時期です。
乾杯
後30分間と宴会終了10分前から、
自分の席で料
理を楽しむことで食べ残しを減らす
「3 010運動」
に取り組みましょう。
一人一人が
「もったいない」
を心掛けつつ、
おいし
い宴会を楽しみましょう。

青少年会館

12月15日㈰午後1時
着20人

示

特別支援学級と市原特別支援学
校の作品展と学習発表会

12月11日㈬午後2時～4時

針葉樹のキャンドルスタンド作
り教室

㈮までに申し込む。

掲

身

窓口か

☎（43）3651

り今年度の開催を中止します。

境

2857

㈭午前10時～午後3時10分・市民会

小学4年

500円

会 場・申 込・問 合 先

集要領（市ウェブサイトからダウンロ

環

市 楽 友 協 会・浜 中 ☎（ 66 ）

よる学習発表会

電話で申し込む。

30分～3時30分 先

福祉会館☎（23）

なのはな館

近にある材料でラッピング

話番号を書き、ファクスで11月29日

都市計画課☎（23）9838

窓口か電話で申

12月14日㈯午前9時30分～正午

ーション列車は、台風などの影響によ

申込方法＝保育課にある募

60歳以

おしゃれラッピング教室

するか、任意の用紙に住所、氏名、電

の運営

1721

興大会＝市内の小中学校特別支援学

例年開催している小湊鉄道イルミネ

容＝中央部地区の児童クラブ11カ所

電話で

県ジョブサポートセン

☎（92）1481

ブの運営に意欲のある法人か団体

無料

市民会館☎0570（043）043、

問合先

1,000円

会場・申込・問合先

務所などがあるか設置予定

サウンドシティカインズ 市 原 ☎（22）

おおむね60歳以上

12月14日㈯午前10時～午後3時・高
高滝ダム記念館

上ある人がいる。⑶応募する地区に事

30分・千葉県庁

会 場・申 込・問 合 先

委託期間＝令和2年4月1日～令和3

1） 先着100人

申 込・問 合 先

60歳以上先着12人

500円

（上高根1683-

申込先

し込む。

先着8組

カントリークラブ

12月9日㈪午前10時20分～午後0時

12月10日㈫午後2時～3時

窓口か電話

2 時 ～ 4 時・市

料を添えて申し込む。

分～午後1時30分

犬のしつけ個別相談会in高滝

後1時30分・南総

生以下は1,000円） 電話で申し込む。

シニアのための再就職支援セミ
ナー&企業との交流会

上先着40人

☎（23）7036

12月1日㈰午後

2,500円

12月1日㈰午前9時30

障がい者支援課

前 8 時 30 分 ～ 午

みの上、窓口で12月8日㈰までに参加

ター☎043（245）9420
こども家庭サポートセ

12月16日㈪ 午

オー

不用品情報

ゴルフ場でノルディックウオー
キング

1,500円（高校

申込・問合先

電話で申し込む。当

iia@city.ichihara.lg.jp

のコンサート

3-7-7） 無料

談時間＝45分間） 精神疾患や受療、

応募資格＝⑴児童クラ

☎（63）4113

申し込む。

サイトからダウンロード可）に必要事

電話で申し込む。

東部地区公園管理所

涯学習センター（千葉市中央区弁天
日参加も可

無料

無料

の求職者先着200人

12月4日㈬午前9時15分～午後3時
（相
先

先着8組

親子

11月30日㈯午後1時～3時・千葉市生

方法＝同館にある申込書（同館ウェブ

放課後児童健全育成事業（児童
クラブ）を運営する団体を募集

3651

市民コンサート

ちはら台コミュニテ

市国際交流協会（〒

290-8501）☎（23）9866、FAX（21）0332、

青 少 年 会 館 ☎（ 43）

民会館

と

290-0023・惣社1-1-1）☎（22）7111

申 込・問 合 先

ケストラと合唱

はら台キャンパス☎（74）8881

市文化振興財団（〒

窓 口か

申込・問合先

自分の強みを生かした対処法を

時30分・市役所第1庁舎

申込・問合先

申込・問合先

無料

電話で申し込む。

分

条件＝次の飲食提供業務ができるこ

申込

24 人

⑴定例会＝11月28日㈭午前10時・市

会場・申込・問合先

弁当、飲料などのケータリング

クス、eメールで申し込む。

民会館

⑵総合教育会議＝11月28日㈭午後1

やホール利用者などの注文に応じた

小学3年～中学生先着

窓口か電話で申し込む。

宴会室などを利用した飲食提供業務

⑵会議室

を書き、12月9日㈪までに郵送かファ

イベント

30分～11時30分・

任意

時～正午・八幡公民館

11月30日㈯午前11時～午後0時30

教育委員会定例会・総合教育会
議

～小学生300円、5歳未満無料

の用紙に住所、氏名、電話番号、人数

ィセンター

分から45分まで受け付け

宴会への飲食提供と運営

クリスマスフラワーアレンジメ
ント教室

一般500円、5歳

初回12月25日㈬午前9

12月7日㈯午前9時

内容＝令和2年4月からの市民会館の

⑴宴会室を利用したパーティー・

中央地区公園管理所

☎（23）1700

籍料理を食べながら外国人市民と交
流する。先着70人

卓球教室（全3回）

公開講座「心の健康を保つため
には」

（更級1-6-9）☎（24）3973

しますので、
ご協力をお願いします。
問合先

無料

500円

初心者向け

各回先着18人

窓口か電話で申し込む。

申込・問合先

11月26日㈫午前10時～11時・ゼット

（相談時間は1時間） ⑴いちはら三
⑵住宅ローンに関する相談

500円

上総更級公園

☎（20）3555

⑵午前11時～正午・ゼットエー

オリプリスタジアム

多肉植物の寄せ植え教室

までの 期 間 、無 作 為に

クリスマスの寄せ植え教室
分

学ぶ

会場・申込・問合先

「指輪ホテル」
の出演者などの募集説明会
いちはらアート×ミックス2014で好評
を博した小湊鉄道の列車内で行う演劇
「指輪ホテル」が、いちはらアート×ミ
ックス2020でも開催することが決定
しました。
この作品への出演や楽器演
奏などに協力していただける人の募集
についての説明会を次のとおり開催し
ます。
日時 12月14日㈯、15日㈰午後1時
～3時
photo Shinta Uchida
会場 南総支所
募集内容 出演者、
楽器演奏者、
美術衣裳協力、
ビデオ制作協力など
人数 各日60人
申込方法 電話をするか、住所、氏名、電話番号、希望日を書き、eメールで12月
6日㈮までに申し込む。
申込・問合先 芸術祭推進課☎
（50）
1160、
artmix-bosｈu@city.ichihara.lg.jp

(4)

5 養老渓谷観光ガイドが開始

6 全国初

消防ロボットシステムを配備

7 市原高校と地域共創に関する協定を締結。
ゴルフ部が創部。

8 市長・市議会議員選挙で小出市長が再選

9 小中学校の全ての普通教室にエアコンを設置

10 地域おこし協力隊に掘エミイさんを任命

11 ジェフユナイテッドが工場夜景デザインの限定ユニフォームを着用

1月
2月
3月
4月
5月
5月
6月
6月
6月
8月
8月

12 ご当地蛇口
『蛇口から梨ジュース』
を道の駅 あずの里いちはらに設置
ラグビーワールドカップ2019 アイルランド代表がキャンプ地に市原を利用。
13
9月
日本vsアイルランドパブリックビューイングを実施
市原市養老川流域田淵の地磁気逆転地層の試料採取のための立入
14
9月
り等に関する条例を制定
15 台風が甚大な被害をもたらす
（台風15号・19号・21号の影響による大雨）9・10月
16 いちはら三世代ファミリー定住応援事業・いちはら新婚生活応援事業を開始 10月
17 幼児教育・保育が無償に

18 第9回上総いちはら国府祭りを開催

10月
10月
10月

19 産婦健康診査の費用助成を開始
上総国府のまち いちはら 更級日記千年紀事業として平安トロッコ
20
10月
列車を運行
21 市原出身の郡司裕也選手（慶応義塾大学）が中日ドラゴンズから4位指名 10月
⑶次の質問にお答えください。
（選択肢から一つ選んでください）
①市の情報を入手するために主に利用しているものはどれですか？
広報紙 / ウェブサイト / SNS・情報配信メール / 町会回覧 / その他（自由記述）
②広報紙を読む上で重視することはどれですか？
表紙の写真が魅力的 / 特集の読みごたえ / 連載コーナーのボリューム /
知りたい情報が見つけやすい / その他
（自由記述）
③広報いちはらの好きなコーナーはどれですか？
保健だより / 子育てネウボラだより / 観光担当者のおすすめ情報 /
房総里山芸術祭いちはら×アートミックス2020 / 市原湖畔美術館 /
環境掲示板 / 公民館コミュニティセンター主催行事 / フォトセレクション /
この街あの人この人 / 暮らしの情報 / ようこそ図書館へ / 1スポッ /
市民特派員レポート / 防災コーナー / いちはら発掘物語
④あなたは広報いちはらを読んだ後に保管していますか？
はい / いいえ
応募・問合先 シティプロモーション推進課
（〒290-8501）
☎
（23）
9821

市役所への郵送 郵便番号
（〒 290-8501）
と宛名
（市原市役所・担当課名）
で届きます
（住所不要）
。
電話番号のうち表示のない市外局番：0436
URL ウェブサイトのＵＲＬ
ｅメールアドレス
いちはらポイント対象事業
凡例

電話での問い合わせが難しい方は……
次のファクス番号か e メールアドレスをご利用ください。
FAX（23）7701
citypromotion@city.ichihara.lg.jp

