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平成30年6月1日

情報ページ
＝⑴6月16日㈯・習志野駐屯地

お知らせ

月23日㈯・下志津駐屯地

⑵6

申込方法

＝防衛省木更津地域事務所から電話

ネット公売は、
中止しました。

込書に必要事項を書き、各試験日の直

問合先

6月1日㈮から 7 日㈭は水道週間
今年のスローガンは、
「 水道水

全

おいしい

安

金メダル」です。水道

への理解と関心を高めるため、本庁舎
や支所などにポスター掲示やのぼり
旗の設置を行います。
問合先

橋は午後6時30分まで） 釣り客・見

同園☎㉑0419、公園緑地課

☎㉓9842
6月15日㈮は同所を無料で利用で

きます。
問合先

憩の家☎㊱2619、福増ク

リーンセンター☎㊱1185

教科書展示会

6月15日㈮〜30日㈯（日曜休館）午

前9時〜午後5時・教育センター

平

成31年度から中学校で使用する道徳
の教科書と、特別支援学級で使用する
教科書以外の図書見本の展示
問合先

6月16日㈯は消防設備点検のため

休館します。
問合先

同所☎㉔1151、市民活動支

援課☎㉓9801

自衛官を募集

格＝18歳以上27歳未満の人

コミュニティ活動に役立てています。
問合先

市民活動支援課☎㉓9767

イベント

江戸時代

末期に活躍した大関・小柳常吉の図
書や錦絵、
当時の番付の展示
会場・問合先

中央図書館☎㉓4946

資

試験日

で申し込む、
⑵・⑸は当日直接会場へ

絵を描こう（全 2 回）

申込先 同園☎⑳3555

初回6月23日㈯午前9時30分〜正

問合先 同園、
公園緑地課☎㉓9842

千葉ロッテマリーンズ公式戦チ
ケット特別招待・優待販売
7月8日㈰午後2時試合開始・ZOZO

マリンスタジアム
（千葉市） 対北海道
日本ハムファイターズ戦

⑴特別招待

⑵優待販売＝内野自由席・先着1,000
人・2,000円
（4歳〜中学生1,000円）
月1日㈰午後10時までに下記ウェブサ
イト
（QRコードからアクセス可）
から申
し込む。

マリーンズインフォメーショ

ツ振興課☎㉓9851

市民会館探検ツアー〜見て、触
れて、学べる舞台裏〜
7月28日㈯午前の部＝午前9時30分

〜正午、午後の部＝午後1時30分〜4
時

施設見学や舞台装置の操作体験

市 原 の 藩（鶴 舞・菊 間・鶴 牧）
歴史資料展
時・市原鶴舞郵便局 短冊や掛軸、
関係

効）
までに申し込む。
⑴往信側裏面＝参

資料の展示 無料 当日直接会場へ
問合先

同所☎

2001、ふるさと文

化課☎㉓9853

3,000円

花の塗り絵教室

加希望者全員の住所、
氏名、
年齢、
代表
者の電話番号、希望の部、市外在住者
⑵返

所・氏名 はがき1枚で4人まで申込可
申込先 市文化振興財団
（〒290-0023
・惣社1-1-1）☎㉒7111

⑵

問合先

6月10

日㈰午前10時〜正午

に次のことを書き、6月30日㈯（消印有

信側宛名面＝代表者の郵便番号・住

後1時30分〜3時30分
先着20人

生は保護者同伴） 無料 往復はがき

は市内在勤か在学のいずれか

同所、ふるさと文化課☎㉓

9853

無

⑶食に役立つハーブ講習会（レシ

ピ編） 6月10日㈰午後1時30分〜3時
30分 先着20人 無料 ⑷植物を美
しく保つための手入れの方法講習会

小学生先着20人

無料

窓口か

電話で申し込む。
会場・申込先

青少

年会館☎㊸3651
問合先

同館、生涯

学習課☎㉓9850

視覚障がい者料理教室

6月27日㈬午前10時〜午後2時・保

健センター
400円

視覚障がい者先着10人

電話か任意の用紙に氏名、住

所、電話番号を書き、
ファクスかeメー
ルで申し込む。
福祉会館☎㉓1331、℻㉓

1333、 fg.goi@yukeikai.jp

com/marines/ichihara
問合先

午

申込先

URL http://www.cnplayguide.

など 小学生以上各回抽選50人
（小学

6月1日㈮〜29日㈮午前9時〜午後5

埋蔵文化財調査セン

ター☎㊶9000

ンセンター☎03（5682）6341、
スポー

ふるさと市原に輝く人物コーナー
「小柳常吉展」

料

種目＝陸・海・空自衛官候補生

会場・問合先

無料

先着

無料 当日直接会場へ

申込方法＝⑴・⑶・⑷は前日までに電話

ニティづくりの助成金として市町村に

⑴夏の草花の寄せ植え 6月9日㈯午

サンプラザ市原を臨時休館

⑸花の折り紙教室

⑴は6月10日㈰午後10時まで、⑵は7

自治宝くじの売上金の一部はコミュ

上総更級公園のイベント

指導課☎㉓9849

50人

無料

＝内野指定席・抽選50組100人・無料

6月1日㈮〜7月29日㈰

県民の日無料開放

先着20人

自治宝くじ助成金をコミュニティ
づくりに活用

悪

天候のときは入場制限

憩の家

同所、総務課☎㉓9822

テーブルなどの備品を整備し、地域の

6月15日㈮午前6時〜午後7時（浅

問合先

問合先

同所☎ 0438（23）5734

団 地自治 会が助 成 金で音 響 設 備や

オリジナルメーカー海づり公園
県民の日無料開放

当日直接会場へ

申込先

交付されます。平成30年度は、小勝山

水道総務課☎㉓9859

学者各300人

で応募要項などを取り寄せ、同封の申
近の月曜日までに申し込む。

債権管理課☎㉓9852

大塚〜謎の六角形墳を探る〜

6月17日㈰午前10時〜正午

インターネット公売を中止

本紙5月15日号に掲載したインター

6月16日㈯午後1時30分〜3時30分

問合先

同館、障がい者支援課☎㉓

9815

おもしろ理科教室（全 2 回）

初回7月21日㈯午前10時〜正午

小学4〜6年生先着20人

500円 窓

口か電話で申し込む。
会場・申込先
問合先

青少年会館☎㊸3651

同館、生涯学習課☎㉓9850

や

まなび舎こすもす・夏休み学習
会

⑴初回7月25日㈬（全10回）
・サンプ

ラザ市原

⑵初回7月31日㈫（全5

回）
・福増幼稚園
時30分

午前9時30分〜11

⑴小学生抽選25人

学生抽選20人

62円

⑵小

任意の用紙

に住所、保護者・参加者の氏名、学年、
電話番号、参加場所を書き、窓口か
ファクス、eメールで6月20日㈬までに
申し込む。
申込・問合先

生涯学習センター☎⑳

1180、
℻㉕2577、 syougaigakusyuu
-center@city.ichihara.lg.jp

後期ナイタージョギング教室（全
12 回）

学ぶ
いちはら埋文講座

6月9日㈯午前10時〜正午

海保

初回8月21日㈫午後6時30分〜8

時・ゼットエーオリプリスタジアム 中

世界女子ソフトボール選手権大会の開催と
ボランティア募集

市原ナンバー導入決定！
！
図柄を検討する委員を募集

いちはらクオードの森
夏休みキャンプの予約を受け付け

⑴観戦 予選リーグ＝8月3日㈮〜7日㈫、順位決定戦＝
10日㈮・ゼットエーボールパーク 予選リーグ・順位
決定戦＝前売り料金一般1,500円、中学・高校生500
円（小学生以下は無料） 当日料金一般2,000円、中
学・高校生1,000円
（小学生以下は無料）
⑵市体育協会スポーツボランティア募集
スポーツイベントなどにボランティアとし
て協力できる人（活動例：世界女子ソフト
ボール選手権） 申込用紙（市体育協会
ウェブサイトからダウンロード可）に必要
事項を書き、郵送かファクス、eメールで
申し込む。
申込先 市体育協会
（〒290-0011・能満1474-1）
℻㊷7713、 ichispo2020@nifty.com
問合先 ⑴同大会組織委員会☎043（307）9333、
⑵同協会☎㊷7712、スポーツ振興課☎㉓9851

任期 平成31年3月31日
条件 次の要件を全て満たす ⑴平成30年4月1日時点
で満18歳以上の市内在住・在学・在勤者 ⑵平日に開
催する全3回程度の会議に参加できる。⑶本市の付属
機関などの委員を4つ以上兼務していない。⑷市議会
議員、
市行政委員会委員、市職員でない。
人数 3人（うち１人は女性、１人は
３９歳以下の人を優先して選定）
謝礼 会議1回につき9,000円
申込方法 応募用紙（市ウェブサ
背景の図柄を選定
イトからダウンロード可）に必要
事項を書き、
「 市原ナンバーに取り入れたい地域の魅
力」
をテーマとした作文（800字程度）
を添えて、6月20
日㈬までに窓口か郵送、eメールで申し込む。
申込・問合先 総合計画推進課（〒290-8501）☎㉓
9820、 soukei@city.ichihara.lg.jp

利用期間 7月21日㈯から8月31日㈮まで
の全ての日と、9月1日㈯から17日㈷まで
の土・日曜・祝日
料金 宿泊キャンプは
1張1泊820円、貸し
テントは別途1張1泊
1 , 0 5 0 円 、バ ー ベ
キュー場は1人につ
き240円（1区画10
人まで）
申込方法 窓口か電話、いちはらクオード
の森ウェブサイトで申し込む。市外在住
者は別途料金。
バーベキュー場は通年利
用可
申込先 同所☎ 1119
問合先 同所、公園緑地課☎㉓9842

施設の愛称

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：市総合公園 ゼットエー武道場：中央武道館
ゼットエーボールパーク：臨海球場 スケートコート オリプリランド：スケートパーク オリジナルメーカー海づり公園：海づり施設
いちはらクオードの森：市民の森

