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平成3１年3月15日

平成31年3月15日

情報ページ
お知らせ
サンプラザ市原の臨時休館

3月23日㈯は定期清掃のため休館

します。
問合先

同所☎（24）1151、市民活動

支援課☎（23）9801

教育委員会定例会

3月25日㈪ 午 前8時・市 役 所 議 会

棟

傍聴希望者は、午前7時30分か

ら45分まで受け付け
問合先

抽選10人

教育総務課☎（23）9845

土地区画整理事業内の保留地を
売却
北五井土地区画整理
所在地および地番
事業2街区11画地
地積
55㎡

宅地
商業地域、準防火地
用途地域など
域、駐車場整備地区
建ぺい率／容積率 80％／400％
現況

売払い予定価格

331万円

案内書の配布＝3月25日㈪まで五
井区画整理事務所で配布（市ウェブ
サイトからダウンロード可） 現地説
明会＝3月19日㈫午前10時・物件所
在地

入札日時・会場＝3月26日㈫

次の要件を全て満たす人

⑴18歳以

海第2庭球場

いる。⑵月1回程度の平日日中の会議

男女

に出席できる。人数＝3人以内

校生1組1,000円、一般1組3,000円

高齢者でもできる低負荷

応募

⑴と⑵合わせて先着50組

方法＝中央図書館か生涯学習課、各

任意の用紙に申込責任者の氏名、学

な太極拳

支所・公民館・コミュニティセンター

校・クラブなどの所属名、電話番号、

3,500円

8501）☎（23）9838[⑴は県都市計画

にある応募用紙に必要事項を書き、4

前後衛それぞれの氏名を書き、4月12

電話、
または任意の用紙に氏名、電話

課☎043（223）3376も問い合わせ可]

月14日㈰までに窓口か郵送、
ファクス、

日㈮までに郵送かファクス、eメール

番号を書きファクスで申し込む。

eメールで申し込む。なお、中央図書

で申し込む。

会 場・申 込 先

都市計画の変更

3月15日に、次の計画を変更しまし

館は3月28日㈭まで休館しています。

申込先

市ソフトテニス協会・西村

た。⑴海保地区地区計画（区域の拡大

応募・問合先

⑵生産緑地地区（大厩第1生産緑地

0050・更級5-1-51）☎（23）4946、℻

ビレッジ姉ケ崎503）℻（61）8990、

地区の廃止） 変更した都市計画の

（24）7777、 info@library.ichihara.

hamutarou-2@mail.goo.ne.jp

図書は都市計画課で縦覧できます。
問合先

同課☎（23）9838

不要になった携帯電話のボック
ス回収は3月31日まで

東京オリンピック・パラリンピック

ロジェクト」
として、不要になった携帯
電話を回収していましたが、
メダルの

寄付などのお知らせ

問合先

子ども福祉課☎（23）9802

あずの里いちはら春まつり

通しとなったことから、回収を終了し

や物産品の特別販売

あずの里いちはら

ます。

問合先

回収場所＝市役所、中央図書館、各支所

興課☎（36）4187

⑴生活ガイドを改訂

外国人が市内

学ぶ

農産物

45分・市役所第2庁舎

ピアノ奏者と

声楽家によるコンサート

無料

当

市民課、支所で配布しています。
（市ウ
ェブサイトで閲覧可）

レディース春季大会個人戦

会場・申込先

⑵相談窓口の開設曜日を変更

英語

浮動方式によるソフト

テニスダブルスの個人戦

高校生以

問合先

ふるさと市原に輝く人物コーナー
「春日井梅鶯展」
す

が

い

ば い お う

3月29日㈮～5月30日㈭

鶴舞生

まれで昭和期の浪曲師・春日井梅鶯

60歳からのアーチェリー教室

初回4月4日毎週木曜日午前9時～

午後3時・ゼットエー武道場か屋内ゲ

を母国語とする人を対象にした相談窓

上の女性先着50組

南総支所[⑴は県都市計画課でも縦

口の開設曜日を、
4月から変更します。

電話をするか、任意の用紙に住所、氏

ット吹矢、ビームライフル射撃の3種

覧可]

相談日時＝毎週火・金曜日午前9時

名、電話番号、年齢を書き、4月3日㈬

目

ある人か利害関係者は、縦覧場所に

30分～午後3時30分

までに郵送で申し込む。

年齢、電話番号を書き、eメールで申し

ある公述申出書に必要事項を書き、4

問合先

申込先

込む。

月12日㈮（消印有効）
までに窓口か郵
送で提出してください。公聴会＝4月
27日㈯午前10時・市役所第2庁舎
当日直接会場へ

なお、公述の申出

がなく公聴会を中止するときは、市ウ

人権・国際課☎（23）9826

子ども読書活動推進フォ
ーラム実行委員を募集

問合先

ォーラム2019の準備・運営

スポ
同会・大川☎（41）3646、

ーツ振興課☎（23）9851

内容＝子ども読書活動推進フ
条件＝

環

境

板

ごみの排出量

更級日記考―女性たちの、想像の部屋
会期 4月6日㈯～7月15日㈷
開館時間 平日＝午前10時～午後5時、土曜・休前日＝午前
9時30分～午後7時、日曜・祝日＝午前9時30分～午後6時
休館日 月曜日
（祝日の場合は、翌火曜日）
料金 一般＝800円、大学・高校生・65歳以上＝600
円、
中学生以下・障害者手帳をお持ちの方＝無料

問合先 市原湖畔美術館☎（98）
1525、観光振興課☎（23）9755

平成30年4月から平成31年1月までの家庭
系ごみ（燃やすごみ・燃やさないごみ・粗大ご
み）の一人1日当たりの排出量は、617gです。
1年前の同時期と比べ、11g減少しています
が、
これから4月にかけてごみの増加が予想
されます。
衣類や雑がみ・段ボールなどは集団回収や
資源物の収集日に出し、使える家具は他の人
にゆずるなど、
ごみの減量にご協力ください。

アー チェリー 協 会・辺 見

☎090(8725)6770、 h-hemmi@
問合先

4月21日㈰午前9時～午後5時・臨

示

電話をするか、氏名、

icntv.ne.jp

春季ソフトテニス大会

掲

月500円

申込先

（〒290-0006・若宮2-15-3）

任期＝2020年3月31日

まで

市ソフトテニス協会・大川

ートボール場 アーチェリーやターゲ

同会・辺見、
スポーツ振興課

☎（23）9851

市原商工会議所が認定した市内の優れた加工品や農
産物「いちはら国府ブランド」の商品を販売します。
日時 3月27日㈬～31日㈰午前10時～午後6時
場所 イトーヨーカドー市原店

家庭系ごみ排出量の推移（一人1日当たり/1月末時点）

624ｇ

平成28年度

628ｇ

平成29年度
平成30年度

617ｇ

問合先 クリーン推進課 ☎(23)9053

問合先

市原商工会議所☎(22)4305、
商工業振興課☎(23)9870

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：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

4/4㈭

同所、
スポーツ振興課☎（23）

上先着10人

五井

1,500円

4/9㈫
4/10㈬

60歳以

窓口か電話
4/12㈮

会場・申込先 なのはな館☎（92）1481
同所、高齢者支援課☎（23）

9814

国分寺台

不用品情報

4/9㈫
4/10㈬
4/3㈬

ください チャイルドシート、ベビ
ーカー、餅つき機、
ドライヤー、鉄瓶、
掃除機、
自転車、
パソコン、
ＩＨ調理
器、
ダイニングテーブル、冷蔵庫
あげます 本（世界の名著）、学校
机・椅子、ホワイトボード、座卓、盆
栽鉢、冷蔵庫、桐だんす、学習机、子
ども用すべり台、乳幼児用ハイチェ
ア、
ひな人形、将棋台
※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

市原
4/5㈮

4/9㈫
4/11㈭
4/3㈬
辰巳台
4/5㈮
4/5㈮

市津

4/11㈭

実施会場
青葉台自治会館
アネッサ駐車場
姉崎藤根自転車駐車場裏
みどりケ丘集会所
今津児童遊園
千種ふれあい公園
山新公民館
岩崎公民館
玉前公民館
君塚中央公園
五井中川田公園
梨ノ木公園
岩野見自性院
川岸公園
飯沼火の見
青柳公園
村上やすらぎ会館
JA市原市梨共同選果施設
上郷公民館
今富正光院
北五井緑道
上総国分寺
若宮中央公園
八幡運動公園
笹目公園
南畑公園
能満分区集荷所
市営能満墓園駐車場
草刈公民館
菊間緑地
若宮公民館
多田ビニール工業所旧事務所（旧山田橋公民館隣）
古市場会館
辰巳中央公園
辰巳台ミニ運動広場
旧JA市原市北部営農センター
勝間児童遊園
JA市原市市津支店
市東第二小学校前
瀬又第二公園
グリーンヒルセンター
三成ミニ運動広場

時間
9:00～ 9:20
14:05～14:30
14:40～14:55
9:55～10:15
10:30～10:50
10:40～11:00
11:15～11:30
11:05～11:20
11:30～11:45
13:10～13:40
13:55～14:20
14:35～14:55
14:30～14:40
9:00～ 9:20
9:40～ 9:55
10:10～10:25
13:10～13:25
9:00～ 9:25
9:40～ 9:50
10:05～10:20
13:40～14:20
14:20～15:00
11:20～11:50
13:10～13:45
14:00～14:20
14:35～14:50
8:55～ 9:25
9:40～10:10
13:15～13:35
13:50～14:20
14:35～14:55
13:10～13:30
14:45～15:00
10:25～11:00
10:30～11:10
11:20～11:45
8:50～ 9:00
9:15～ 9:35
9:55～10:10
10:30～10:50
11:00～11:25
11:35～11:45

問合先

いきいき市原
ワンデーマーチ

いちはら国府ブランドフェア

4/4㈭
4/10㈬

で申し込む。

無料
中 央 図 書 館 ☎（ 2 3 ）

姉崎

☎（41）9825、℻（42）7713

問合先

実施日
4/2㈫

ゼットエ ー 武 道 場

4月23日㈫午後2時～4時

同所、公 園 緑 地

地区

書きファクスで申し込む。

太巻き寿司教室

路線、⑵市決定の3路線・都市計画課、

1人1,000円

200円） 前日までに窓口か電話、ま

7015

上総更級

4946

4月10日㈬午前9時～午後5時・臨

海第1庭球場

電話で申し

日程・会場 下表のとおり
病鑑定が済んでいない。⑸飼い主が押さえることができない。
※今回注射を受けられなかった場合は、動物病院で相
申込方法 当日直接会場へ
談の上、注射を受けてください。
費用 登録済みの犬は1匹につき3,500円（3月下旬に市
その他
⑴犬はしっかりと首輪、
リードを付けて、飼い主
から郵送される問診票をお持ちください）、未登録の犬
本人が連れてきてください。⑵天候不良
は1匹につき6,500円
（登録料込）
のときの実施の有無は、テレホンガイド
注射を受けられない犬 ⑴病気治療中か妊娠・授乳中である。
[☎(23)5800]、延期日程はQRコードで
⑵ワクチンなどによるアレルギー症状がある。⑶1カ月以内
確認しするか問い合わせてください。
に他の予防注射を接種した。⑷人をかんだことがあり、狂犬

各回先着20

500円（ポールのレンタルは別途

問合先

会 場・問 合 先

語版を改訂しました。人権・国際課や

無料

込む。

に関する展示

ふるさと文化課☎（23）9853

4月20日㈯、5月18日㈯、6月15日

会 場・申 込 先

基本のしつけや散歩のマナーを

か

3月27日㈬午後0時15分～

ノルディックウオーキング体験教室

分

課☎（23）9842

ロビーコンサート

7015

たは任意の用紙に氏名・電話番号を

公園☎（20）3555

同所☎（37）8891、農林業振

同所、
スポーツ振興課☎（23）

犬のしつけ＆マナー講習会

学ぶ。先着20人

3月23日㈯、24日㈰午前10時～午

ゼットエ ー 武 道 場

☎（41）9825、℻（42）7713
問合先

人

3月24日㈰午後1時30分～3時30

イベント

先着50人
3月31日㈰までに窓口か

㈯午後2時～3時30分

ーツ振興課☎（23）9851

支援のために＝市原ハワイアンフラ協会

後4時

外国人のための生活ガイドと相
談窓口

スポ
同会・加藤☎（43）0747、

善意ありがとうございました。子育て

作成に必要な金属量を確保できる見

問合先 クリーン推進課☎（23）9053

（〒299-0111・姉崎907-8グリーン

問合先

chiba.jp

競技大会のメダルに使用するため「都
市鉱山からつくる！みんなのメダルプ

中央図書館（〒290-

問合先

公述の申出＝市内に住所の

犬の飼い主には、
生後90日を経過した犬の市への登録
（犬の生涯に1回）
と狂犬病予防注射
（年1回）
が義務付けられてい
ます。
市では4月1日から市内各所で犬の登録受付と集合狂犬病予防注射を行いますので、
この機会をご利用ください。

都市計画課（〒290-

日直接会場へ

内容・縦覧場所＝⑴県決定の4

初心者や

提出・問合先

た、生活ガイドの英語・中国語・韓国

㈮

30分～4時

ェブサイトでお知らせします。

で生活する上で必要な情報をまとめ

縦覧期間＝3月29日㈮～4月12日

高

犬の登録と狂犬病の予防接種を実施します

初回4月9日㈫午後2時

⑴高校生以上の男女、⑵45歳以上の

問合先

牛久地区の都市計画道路の変更
に関する原案の縦覧と公聴会

やさしい太極拳（全10回）

上で市内に在住、在学または在勤して

午前9時30分～50分・五井会館
同所☎（21）2158

ダブルスの個人戦

地区

有秋

実施日

4/2㈫

4/4㈭
4/2㈫
4/9㈫
三和

4/10㈬
4/12㈮

4/1㈪

南総

4/8㈪

4/9㈫
4/12㈮

加茂

4/1㈪

4/8㈪
ちはら台

4/3㈬
4/11㈭

任期 5月7日～2020年3月31日
（予定）
勤務日時 週5日
（月～金曜日）午前9時～午後4時
勤務場所 市役所
内容 申請者訪問と調査項目の聞き取り、調査票の作成
条件 次のすべてを満たす人 ⑴介護支援専門員実務研修を
修了した、
または医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看
護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護
福祉士の資格を持つ。⑵普通自動車の運転ができる。⑶自力
で訪問調査をできる。⑷パソコンで文字の入力ができる。
人数・報酬 若干名・月額205,250円
申込方法 高齢者支援課にある申込書と履歴書（市ウェブサイ
トからダウンロード可）に必要事項を書き、運転免許証と資
格免許証の写しを添えて、4月5日㈮までに窓口か郵送で申し
込む。
その他 ⑴窓口で申し込むときは、必要書類の原本を持参、⑵4
月12日㈮に作文・面接試験を実施
申込・問合先 高齢者支援課
（〒290-8501）
☎
（23）
9873

環境をテーマにした絵手紙
内容 残したい自然や環境のためにできることを表現し
た絵と文章
規格 はがきか10cm×15cmの紙
応募方法 裏面に作品を描き、表面に住所、氏名、ふりが
な、電話番号、学生は4月からの学年・組を書き、4月1日
㈪から26日㈮までに窓口か郵送で申し込む。
その他 ⑴応募は1人1作品のみ ⑵他人の著作権、
肖像
権を侵害するような作品は不可 ⑶応募作品の著作権
は市に帰属し、作品の返却は不可

申込・問合先

昨年の受賞作品
環境管理課
（〒290-8501）
☎
（23）
9867

市役所への郵送 市役所宛ての郵便物は、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
凡例

ｅメールアドレス

URL ウェブサイトのＵＲＬ

いちはらポイント対象事業

時間
9:30～ 9:45
9:55～10:05
11:10～11:35
13:05～13:15
13:30～13:50
9:00～ 9:15
9:30～ 9:40
10:20～10:50
9:00～ 9:20
9:30～ 9:40
9:50～10:00
13:40～14:05
10:35～10:50
11:05～11:20
11:30～11:40
13:05～13:35
14:15～14:25
14:40～15:05
9:20～ 9:30
10:35～10:50
11:00～11:20
11:35～11:50
13:10～13:25
13:40～13:55
14:05～14:20
14:35～14:50
10:20～10:40
10:55～11:20
13:50～14:20
14:35～14:45
9:50～10:00
10:15～10:25
10:35～10:45
10:55～11:05
11:15～11:25
11:35～11:45
13:15～13:30
13:40～14:00
9:40～ 9:50
10:05～10:20
9:00～10:10
13:15～14:15

保健福祉課☎
（23）
9813

介護認定調査員

日時・場所 4月29日㈷午
前8時10分～午後3時30
分・養老渓谷駅前集合
コース・出 発 時 間 ⑴ い
ちはらクオードの 森 経
由健脚コース（25km）
・午前9時10
分、⑵中瀬遊歩道満喫コース（7km）
・
午前9時15分、⑶新緑林道満喫コース
（17km）
・午前10時15分、⑷らくらく
コース(4km)・午前11時15分
費用 小学生以上400円、未就学児100円
参加方法 当日の午前8時10分～各コー
スの出発10分前までに養老渓谷駅前
で申し込む。なお、五井駅東口小湊鉄
道観光案内所前でも、午前6時45分か
ら申し込みできます。
問合先 スポーツ振興課☎
（23）
9851

実施会場
泉台中央公園
豊成公民館
桜台中央公園
天羽田安誠寺
高石山公園
有秋公民館
片又木公民館
光風台米ノ沢公園
磯ケ谷町会事務所
大桶集荷所
川在農村協同館
JA市原市海士倉庫
新生自治会館
JA市原市新堀倉庫
土宇自治会館
光風台中央公園
藪消防器具置場前
南総公民館
宿滝町会集会所
上田尾公民館
上総鶴舞駅前
奉免自治会館
西国吉自治会館
さくら公園
寺谷町会広場
新田台公園
宿自治会館
鶴舞公民館
旧JA市原市戸田支店
新林第一公園
養老渓谷駅前
白鳥公民館
月崎駅前
徳氏児童遊園
飯給駅前
万田野自治会館
加茂支所
JA市原市高滝支店
吉沢青年館
下古敷谷自治会館
ちはら台公園
コミュニティセンター駐車場

(4)

