
ちば県民だより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。令和元年［2019年］5月5日（日曜日）

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

調理師試験
日10月12日（土）
会TKPガーデンシティ千葉（京成千葉中
央駅から徒歩15分）
申願書などを持参
※願書は5月13日（月）から配布します。
料6,100円
受6月25日（火）～27日（木）10時～16時
願書受付および配布場所　各健康福祉セ
ンター（保健所）、千葉市・船橋市・柏

かしわ

市
の各保健所（県外在住者は県健康づくり
支援課にお問い合わせください）
問各健康福祉センターまたは県健康づ
くり支援課 043-223-2667
千葉県調理師試験　 検索

千葉県介護支援専門員実務研修受講試験
対医療・保健・福祉分野の有資格者など
で、原則5年以上かつ900日以上の実務
経験のある方
日10月13日（日）
会県内大学など
申申込書などを簡易書留で郵送
※試験案内および申込書は、5月20日
（月）から6月29日（土）まで、県・市町村
社会福祉協議会や各市町村介護保険担当
課、千葉県福祉人材センター、各健康福祉
センター（保健所）、県高齢者福祉課で配
布します。
受5月20日（月）～6月30日（日）消印有効
問〒260-8508千葉市中央区千葉港4-3
（社福）千葉県社会福祉協議会
 043-204-1610
千葉県社協　 検索

千葉県医薬品登録販売者試験
日9月8日（日）
会幕張メッセ国際展示場（JR京葉線海浜
幕張駅から徒歩5分）
申願書を簡易書留で郵送
※願書は5月21日（火）から6月21日（金）
まで、問い合わせ先や各健康福祉センター
（保健所）、千葉市・船橋市・柏市の各保

健所で配布します。
送付先　〒277-8691柏市東

あずま

上
かみ

町6-29
柏郵便局  私書箱50号
受5月21日（火）～6月21日（金）消印有効
問千葉県登録販売者試験センター
 04-7199-2571
千葉県医薬品登録販売者試験　 検索

文書館歴史講演会
日6月14日（金）13時30分～15時30分
内講演「『御

ご

本
ほん

丸
まる

御
おん

奥
おく

方
がた

御
お

絵
え

図
ず

』を読む－
千葉県にあった『最古』の江戸城大奥図」
講師　藤
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田
た

英
ひで

昭
あき

さん（（公財）徳
とく
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がわ

黎
れい

明
めい

会
かい

  
徳川林

りん

政
せい

史
し

研究所研究員）
定120人（申込多数抽選）
申往復はがき（124円）に郵便番号、住所、
氏名、ふりがな、電話番号、返信用宛先を
書いて郵送。Eメール可（1通につき1人
まで）
受5月21日（火）必着
問 会〒260-0013千葉市中央区中央4-
15-7県文書館 043-227-7552
bunshokan4@pref.chiba.lg.jp

千葉県文書館　 検索

公開講座「家族で楽しむスイカとメロン」
　県農林総合研究セン
ターの研究員が、スイ
カとメロンの面白知識
やおいしい食べ方をお
伝えします。試食もお
楽しみに！
日6月8日（土）

▼スイカ：①10時10分～ ②13時～ ▼

メロン：①10時55分～ ②13時45分～
会匝

そう

瑳
さ

市民ふれあいセンター（JR総武本
線八

よ う か

日市
いち

場
ば

駅から徒歩20分）
定各回100人（当日先着順）
※「さんさん☀フェスタ」（詳しくは3面へ）
内で開催します。
問県農林総合研究センター
 043-291-0151
千葉県農林総合研究センター　 検索

県民の日記念  千葉ロッテ
マリーンズ戦にご招待
対県内に在住、通勤または通学している方
日 ①6月11日（火）②12日（水）③13日
（木）④16日（日）
※①～③：18時15分～横浜D

ディー

eN
エヌ

A
エー

ベイス
ターズ戦、④：14時～中日ドラゴンズ戦
会Z

ゾ

OZ
ゾ

Oマリンスタジアム
（JR京葉線海浜幕張駅から
徒歩15分）
定①～③：各日250組500人、
④：50組100人（申込多数抽
選、席種選択不可）
申応募フォームから応募または往復はが
き（124円）に希望日（①～④から1つ）、住
所、氏名（フリガナ）、電話番号、返信用宛
先、県外居住者で県内に通勤・通学してい
る方は勤務・通学先の名称・所在地を書
いて、県経済政策課へ郵送。（応募フォーム
かはがきのどちらかを選んで応募。1人1
回または1通まで）
受5月19日（日）まで（はがきは必着、応募
フォームは22時まで）
※必要事項の記載漏れ、重複応募、郵便料
金不足は無効
※抽選結果は5月31日（金）に発送するは
がきまたはメールで通知予定です。
※抽選に外れた場合も返信はがきまたは
メールに記載された試合の内野自由席を
特別優待価格で購入できます。
問〒260-8667（住所記載不要）
県経済政策課 043-223-2714
マリーンズ・インフォメーションセンター
（応募フォーム） 03-5682-6341
http://www.cnplayguide.com/marines/

kenminday/

文化財探検隊
　専門職員などの解説を聞きながら、白

しろ

井
い

市内の寺社や小金牧周辺の文化財を徒
歩でめぐります。（約6㌔㍍）
日6月1日（土）10時～16時
集合　北総鉄道北総線白井駅
解散　北総鉄道北総線西白井駅
定40人（申込多数抽選）
申往復はがき（124円）に参加希望者全
員の氏名・住所・電話番号・年齢、返
信用宛先を書いて郵送（1通につき2人
まで）
受5月15日（水）必着
※昼食持参。小学生以下の参加について
はお問い合わせください。
問〒260-8662（住所記載不要）
県教育庁文化財課 043-223-4130
文化財探検隊　千葉　 検索

ミルクフェスティバル2019
　6月1日は牛乳の日、6月は牛乳月間です。
酪農を身近に感じて、牛乳をもっと好き
になるイベントを開催します。
日6月1日（土）、2日（日）各10時～15時
会県立北総花の丘公園Bゾーン　（千葉
ニュータウン中央駅から徒歩10分）
内搾

さく

乳
にゅう

模擬体験、働く車（トラクター）の
展示、バター作り体験、乳製品の販売など
問千葉県牛乳普及協会
 043-228-7570
ミルクフェスティバル　千葉　 検索

搾乳模擬体験

景観まちづくりフォーラム
　西千葉・学園通りにおける景観まちづ
くりについて考えてみませんか。
日6月15日（土） ▼午前の部：10時～12
時 ▼午後の部：13時30分～16時10分
※各30分前受付開始
会千葉大学けやき会館（千葉市稲

いな

毛
げ

区弥
や よ い

生
町1-33）
内 ▼午前の部：まち歩き ▼午後の部：地
域の皆さんの活動紹介、意見交換など
定 ▼午前の部：40人 ▼午後の部：100人
（各申込先着順）
申「6/15参加希望」と明記のうえ、参加希
望者全員の住所・氏名・生年月日・性別・
電話番号・参加希望の部（午前・午後・両
方）を書いて郵送、ファクスまたはEメール
受5月27日（月）まで（必着）
※会場に駐車場はありません。
申込先　〒261-0011千葉市美浜区真砂
5-21-12　NPO法人ちば市民活動・市
民事業サポートクラブ
043-303-1688 043-303-1689
npo-club@par.odn.ne.jp

問県公園緑地課 043-223-3279

県民が集う「看護の日」
　5月12日の看護の日にちなみ、県内12
会場でイベントを行います。
日5月11日（土）
内看護師などによる介護・育児・健康
に関する相談、骨密度・肺年齢の測定、
AED体験、看護模擬体験など
※会場など詳しくはホームページをご覧
になるかお問い合わせください。
問（公社）千葉県看護協会 043-245-0025
千葉県看護協会　 検索

応募フォーム

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。


