
ちば県民だより 平成31年［2019年］4月5日（金曜日）7 ★詳細な内容や質問は、それぞれの問い合わせ先へお願いします。

県庁の宛先は、〒260-8667（住所記載不要）各担当課
ファクスによるお問い合わせは県報道広報課まで　　043-227-0146

危険物取扱者試験（第1回）
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市内
申電子申請または書面を持参・郵送
試験種・受験料　甲種：6,500円、乙種
全類：4,500円、丙種：3,600円
受 ▼ 9日・16日試験分 電子：4月16日
（火）まで、書面：4月19日（金）まで ▼30
日試験分 電子：5月7日（火）まで、書面：
4月8日（月）～5月10日（金）
※書面を持参する場合は平日9時30分～
16時（祝日・休日を除く）。郵送の場合
は特定記録郵便で送付、消印有効
※集合時間や会場など、詳しくはホーム
ページをご覧ください。
問〒260-0843千葉市中央区末広2-14-1
（一財）消防試験研究センター
千葉県支部（書面） 043-268-0381
電子申請室（電子） 0570-07-1000
危険物取扱者試験　千葉　 検索

高等学校卒業程度認定試験
　合格者は大学などの受験資格が得ら
れ、就職や資格試験などに活用できます。
対2020年3月31日までに満16歳以上に
なる方
日8月6日（火）、7日（水）
会放送大学千葉学習センター（千葉市美
浜区若葉2-11）
申願書を専用の封筒に入れ簡易書留で郵送
※願書は県教育庁生涯学習課、さわやか
ちば県民プラザ、県内8カ所の地域若者サ
ポートステーションなどで4月8日（月）か
ら配布します。
料4,500円～8,500円（科目数による）
※詳しくは願書（受験案内）をご覧ください。
受4月26日（金）～5月15日（水）消印有効
問県教育庁生涯学習課（願書配布）
 043-223-4071
文部科学省生涯学習推進課認定試験第二
係（出願・試験） 03-5253-4111（代）
高等学校卒業程度認定試験　千葉県　 検索

千葉県奨学生
　経済的な理由で修学が困難な方に、無
利子で学費を貸し付けます。
対保護者が県内に居住する高校生など
申在籍する学校へ必要書類を提出
受4月中（学校により異なり
ます）
初回貸付月　7月以降（予定）
貸付期間　正規の修学期間
貸付月額　 ▼公立：1万円・2万円から
選択 ▼私立：1万円・2万円・3万円から
選択
※卒業後、一定の収入を得るまで、返還を
猶予できる制度があります（免除ではあ
りません）。
※詳しくは在籍する学校にお問い合わせ
ください。
問県教育庁財務課 043-223-4027

放射線医学総合研究所一般公開
日4月21日（日）9時30分～16時30分　
（16時受付終了）
内研究施設の公開、体験・実験教室、講演会、
重粒子線がん治療相談、スタンプラリー
など
※20人以上の団体の場合は、4月15日
（月）ごろまでに要電話申し込み
問会放射線医学総合研究所（JR総武線
稲
いな

毛
げ

駅から徒歩10分） 043-206-3193
放医研　 検索

不動産に関する無料相談会
　不動産の価格や賃料などについて、不
動産鑑定士に相談してみませんか。
日会 ▼ 4月10日（水）市川市役所仮本庁舎
4階（市川市南

みなみ

八
や

幡
わた

2-20-2） ▼26日（金）
千葉市役所1階ロビー（千葉市中央区千
葉港1-1）　各10時～16時
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会
 043-222-5795

千葉交響楽団第105回定期演奏会 
「戯

たわむ

れそして自由への憧れ」
　日本管打楽器コンクールのファゴット
部門で第1位に輝いた、楽団員の柿

かき

沼
ぬま

麻
あさ

美
み

さんがソリストを務めます。
　山

やま

下
した

一
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史
ふみ

音楽監督が情熱的な指揮で引
き出す、オーケストラの豊かな響きをお
楽しみください。
日5月25日（土）14時
開演（13時15分開場、
13時45分～指揮者プ
レトーク）
会習

なら

志
し

野
の

文化ホール
（JR総武線津

つ

田
だ

沼
ぬま

駅か
ら徒歩4分）
曲目　ドビュッシー／小組曲、ジョリヴェ
／バッソン（ファゴット）と室内オーケスト
ラのための協奏曲、ショスタコーヴィチ／
交響曲第5番ニ短調作品47
料S席：4,000円、A席：3,000円、B席：
2,000円（全席指定）
問千葉交響楽団事務局
 043-222-4231
千葉交響楽団　 検索

合同企業説明会in幕張メッセ
　千葉での就職に興味がある学生の方な
ど向けに県内の企業約60社と出会える
合同企業説明会を開催します。
対2020年3月に専修学校・高専・短大・
大学・大学院を卒業予定または卒業後3
年以内の方
日4月21日（日）、6月18日（火）各10時～
16時（9時15分～14時50分受付）
会幕張メッセ国際会議場2階コンベン
ションホール（JR京葉線海浜幕張駅から
徒歩5分）
※服装自由。参加企業など詳しくはホー
ムページをご覧ください。
問千葉県中小企業家同友会
 043-222-1031
ジョブウェイ　 検索

トピックス展「なつかし！昭和の学校」
　香

か

取
とり

郡内などの閉校になった小学校か
ら寄贈された資料を展示します。
日5月6日（月・振休）まで9時～16時30分
休月曜日（祝日・休日の場合は開館し翌
日休館）
料大人200円、高校・大学生100円、中学
生以下・65歳以上・障害者手帳をお持
ちの方とその介護者1人無料
問会県立中央博物館大

おお

利
と

根
ね

分館（香取市
佐原ハ4500） 0478-56-0101
大利根分館　 検索

かずさの国  凧
たこ

あげフェスタ2019
　県内に伝わる節句の大凧あげ。大空を
舞う凧をみんなで楽しみましょう。
日5月4日（土・祝）10時～15時
※荒天や風の状況などにより中断、順延
（11日（土））、中止とする場合があります。
会袖

そで

ヶ
が

浦
うら

海浜公園（袖ケ浦市南
みなみ

袖
そで

36-1）
内 ▼午前：大凧あげ（袖凧、唐人凧、角

かく

凧な
どの競演） ▼午後：こども凧あげ（みんな
で凧あげに挑戦。名人がお手伝いします。）
問かずさの国凧あげフェスタ実行委員会
事務局（袖ケ浦市郷土博物館内）
 0438-63-0811
または県教育庁文化財課
 043-223-4082

幕張メッセ“どきどき”フリー
マーケット2019
　日替わりで約1,600店が出店する日本
最大級のフリーマーケットです。
日5月3日（金・祝）～5日（日・祝）
10時～17時（16時30分最終入場）
会幕張メッセ国際展示場1～8ホール
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩5分）
料当日券800円、前売券600円
※小学生以下無料、S

ス イ カ

uicaなどでも入場
できます。
問幕張メッセ“どきどき”フリーマーケット
事務局（平日9時～17時）
 043-296-9211
どきどきフリマ　 検索

駐車場の利用マナーを守りましょう
　「障害者等用駐車区画」は、一般の駐車
区画よりも幅が広く、建物の出入り口に
近い場所に設けられています。
　車いすを使用している方や障害のある
方、高齢者や妊産婦などで歩行が困難な
方がこの区画を必要としています。
　皆さんが気持ち良く利用できるよう、
一般の駐車区画で車の乗り降りができる
方は、「障害者等用駐車区画」での駐車を
ご遠慮ください。
問県健康福祉指導課 043-223-2615

柿沼麻美さん

対象＝対 日時・期間＝日 会場＝会 内容＝内 休館日＝休 定員＝定 申込方法＝申 料金等＝料
受付期間・受付場所＝受 問い合わせ先・申込先＝問 ホームページ＝ です。
※Eメールは、送信途中の安全性が万全でないことにご留意ください。
※「講座・催し」で申込方法の記載がない場合は直接会場にお越しください。


