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「女性の健康週間」市民公開講座
日3月2日（土）14時～16時30分（13時30
分開場）
会千葉市文化センターアートホール（JR
千葉駅から徒歩10分）
内講演「子宮頸

けい

がん予防－日本の現状と
世界の動き－」講師：宮

みや

城
ぎ

悦
えつ

子
こ

さん（横浜
市立大学医学部産婦人科主任教授）、「子
宮体がん・卵巣がん－検診の限界と予防
対策－」講師：三

みつ

橋
はし

暁
あきら

さん（千葉大学医学
部附属病院婦人科診療教授）
定500人（申込先着順）
申代表者の氏名・住所・電話番号、参加
希望人数を書いて郵送またはファクス
受2月28日（木）まで（必着）
問〒260-0026千葉市中央区千葉港4-1  
千葉県産科婦人科医学会事務局
043-239-5473 043-239-5461

いきいき大学教養文化講座
　健康、医療、宗教、歴史、法律などをテー
マにした全7回の講座です。希望者は健
康運動講座（別料金）も受講できます。
対県内在住で60歳以上の方
日5月7日、6月11日、7月9日、8月27日、
9月10日、10月8日、11月26日（全て火）
各日9時30分～11時30分
会千葉市民会館大ホール（JR千葉駅から
徒歩7分）
定450人（申込多数抽選）
料6,000円
申願書を郵送またはホームページから
申し込み
※願書は92円切手を貼った返信用封筒
を同封し、問い合わせ先に請求
受2月28日（木）まで（必着）
問〒260-0802千葉市中央区川戸町419
いきいき大学事務局（平日10時～15時）
 043-266-0118
いきいき大学　 検索

こころの健康フォーラム
「発達障害者の支援」
　支援の基本的な考え方や対応について
県発達障害者支援センター長が講演し
ます。
日3月2日（土）14時～16
時30分（13時30分開場）
会千葉市文化センター
セミナー室（JR千葉駅から徒歩10分）
定100人（当日先着順）
問県精神科医療センター
 043-276-1361

高齢者孤立化防止県民シンポジウム
　伊

い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

の生き方から、人生100年時
代の歩き方を考えます。
日3月10日（日）13時～15時30分
会ホテルポートプラザちば2階ルビー
（JR京葉線、千葉モノレール千葉みなと
駅から徒歩1分）
内講演「自助と互助～落語と忠敬先生に
学ぶ孤立化防止～」講師：桂

かつら

右
う

女
め

助
すけ

さん
（噺
はなし

家）ほか
定100人（申込先着順）
申参加希望者全員の氏名・電話番号を書
いてファクスまたは郵送。Eメール可
問〒260-8667（住所記載不要）
県高齢者福祉課
043-223-2328 043-227-0050
kourei8@mz.pref.chiba.lg.jp

高齢者孤立化防止県民シンポジウム　 検索

合同企業説明会
　千葉での就職を応援！県内企業など
20社が参加します。
対平成32（2020）年3月卒業予定の学生
（高校生除く、既卒3年以内の方も可）
日3月14日（木）11時～16時30分（10時
30分～16時受付）
会船橋市民文化創造館きららホール（JR
船橋駅から徒歩2分）
内企業説明、セミナー、個別相談
定120人（申込先着順）
申ホームページ
※スーツ着用でお越しください。
問ジョブカフェちば（平日9時～17時）
 047-426-8472
ジョブカフェちば　 検索

マイホームを買う前に聞いて安心講習会
　注文住宅の建築やマンションの購入、
業者との契約の際に、事前に知っておく
べきポイントを分かりやすく解説します。
日3月2日（土）13時～16時
会成田市文化芸術センタースカイタウ
ンホール（JR成田線成田駅から徒歩1分）
内講師：小

こ

杉
すぎ

学
まなぶ

さん（明
めい

海
かい

大学准教授）、
塚
つか

原
はら

光
みつ

顕
あき

さん（明海大学特任准教授）、
業界団体専門家
定200人（当日先着順）
問県建設・不動産業課
 043-223-3238

県立美術館 冬のアート・コレクション
日4月14日（日）まで 9時～16時30分
内 ▼具象彫刻の今－彫刻家宮

みや

坂
さか

慎
しん

司
じ

と
県美の収蔵作家たち－ ▼具象彫刻展 ▼近
代洋画の先駆者浅

あさいちゅう

井忠9－浅井忠の京都

時代－ ▼北
きた

詰
づめ

コレクション メタルアー
トの世界Ⅲ ▼コレクション名品展
休月曜日（祝日の場合は開館し翌日休館）
料一般300円、高校・大学生150円、65
歳以上・中学生以下・障害者手帳をお持
ちの方とその介護者1人無料
問会県立美術館（JR京葉線、千葉モノレー
ル千葉みなと駅から徒歩10分）
 043-242-8311

千葉県債（5年債）を発行します
受付期間　2月7日（木）～14日（木）
償還方法　5年満期一括
償還期日　平成36（2024）年2月23日
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（8月、2月）
利率　2月6日（水）に公表
取扱窓口 ▼銀行：千葉、千葉興業、京葉の
本支店 ▼証券会社：三菱UFJモルガン・
スタンレー、ちばぎん証券の県内支店
申し込みに必要なもの　①購入代金②本
人確認書類③印鑑④利息などを受け入れ
る通帳
※受付期間内でも、売り切れにより受付
を終了する場合や、支店により取り扱っ
ていない場合があります。詳しくは取扱
窓口にお問い合わせください。
※次回は10年債を3月に募集予定です。
問取扱窓口または県財政課
 043-223-2074
千葉県債　 検索

文書館閲覧室の一時休室
　収蔵文書点検のため、次の期間4階閲
覧室を休室します。
　行政資料室、販売コーナー、展示室は通
常どおり利用できます。
休室期間　2月17日（日）～28日（木）
※17日・24日（日）・28日は全館休館日
です。
問県文書館 043-227-7556

県立図書館の一時休館
　蔵書点検のため、県立中央図書館（千葉
市）・西部図書館（松戸市）・
東部図書館（旭市）は次の期
間休館します。
　休館中も、市町村立図書館などを通じて
各県立図書館資料の利用を申し込めます。
日2月12日（火）～21日（木）
※12日は定期休館日です。
問県立中央図書館 043-222-0116
千葉県立図書館　 検索

お子さんの予防接種はお済みですか？
　各市町村で、次の予防接種を行ってい
ます。母子健康手帳を確認し、接種して
いない場合は早めに受けましょう。
　詳しくはお住まいの市町村にお問い合
わせください。
定期予防接種（子ども対象）

予防接種名 対象年齢 回数

ジフテリア・
百日せき・
破傷風・
ポリオ

1期 生後3カ月以上7歳6カ月未満 4

2期 11歳以上13歳未満 1

麻しん・
風しん

1期 1歳以上2歳未満 1

2期
5歳以上7歳未満
で小学校入学前
の1年間

1

日本脳炎※1
1期 生後6カ月以上7歳6カ月未満 3

2期 9歳以上13歳未満 1

結核（BCG）1歳未満 1

小児の肺炎
球菌感染症

生後2カ月以上
5歳未満 4※2

ヒブ感染症 生後2カ月以上
5歳未満 4※2

水
すい

痘
とう

1歳以上3歳未満 2

B型肝炎 1歳未満 3

※1 対象に特例あり（該当するかはお住
まいの市町村にお問い合わせください）
※2 初回接種が生後2カ月以上7カ月未
満の場合は4回、生後7カ月以上の場合は
接種開始月齢により1～3回接種
　なお、ヒトパピローマウイルス感染症
（子宮頸

けい

がん）の予防接種は、現在積極的
な勧奨は行っていません。
問県疾病対策課 043-223-2691

松戸市がパスポート窓口開設
　松戸市にお住まいの方は、3月18日（月）
から、次の場所でパスポートの申請・
受け取りができるようになります。
場所　松戸市パスポートセンター（松戸
市松戸1307-1松戸ビル商業棟9階）
問松戸市市民課 047-711-6277
●受付終了窓口のご案内
　次の窓口ではパスポート申請受付を
終了します。受付終了日後は他の窓口で
申請してください。
東葛飾旅券事務所：3月15日（金）まで
印旛・君津地域振興事務所：3月29日（金）
まで
※申請書の「刑罰等関係」に該当する場合
などは、県中央旅券事務所での手続きと
なります。
問県国際課 043-223-2427


