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「千葉県留学生受入プログラム」に関する日本語学校との事業協定

人材の育成および受け入れについての覚書を締結

フック首相への表敬訪問

　6月15日（土）の「県民の日」を記念して、各地域
の特色を生かしたイベントを開催！
※一部、事前申込・荒天中止の行事があります。
　申込方法やスタンプラリーの台紙入手方法など詳
しくはホームページをご覧になるか、各地域振興事
務所にお問い合わせください。（問い合わせ先＝問）
千葉県　県民の日　地域行事開催概要　 検索

千葉・市原地域 親子ふれあいサッカー教室

　ジェフユナイテッド市原・千葉の普及コーチに
よるサッカー教室。参加者にはF

エフ

C
シー

町田ゼルビア戦
（当日18時から）のチケットをプレゼント！
対象　県内在住の小学生とその保護者
日時　6月29日（土）14時30分～16時30分
会場　フクダ電子スクエア（千葉市）
定員　200人（申込多数抽選）
締め切り　5月29日（水）必着
※ 申込方法など、詳しくはジェフ千葉のホ―ムペー
ジをご覧ください。　ジェフ千葉　 検索

問ジェフユナイテッドファンクラブ事務局
0570（064）325（平日11時～18時）

葛南地域 県民の日 葛
かつ

南
なん

再発見！
まち歩きスタンプラリー2019

　6つのまち歩きコース内に設置されているスタ
ンプを専用はがきに押して応募すると、抽選で地域
の特産品や特製チーバくんグッズをプレゼント！
期間　5月1日（水・祝）～6月30日（日）
※それぞれの開催日程についてはお問い合わせください。
<鉄道会社主催のまち歩き>
①北

ほく

総
そう

鉄道 ②JR ③東
とう

葉
よう

高速鉄道 ④新京成電鉄
<自由散策コース>
⑤大久保コース（習

なら

志
し

野
の

市） ⑥新川コース（八
や

千
ち

代
よ

市）
問葛南地域振興事務所　 047（424）8281

東葛飾地域 チーバくんと隠された
12の暗号 inとうかつ

　東
ひがし

葛
かつ

飾
しか

地域のお出掛けスポット12カ所に「暗号」
と「ヒント」を持って隠れているチーバくんを探し、
暗号を解読しよう！解読できた暗号の数に応じて、
抽選で、すてきな賞品をプレゼント！
期間　6月15日（土）～9月1日（日）
問東葛飾地域振興事務所　 047（361）2111

印旛地域 楽しく集めよう！ご当地キャラ♪
スタンプラリー印

いん

旛
ば

2019

　観光施設など全20カ所に設置されたご当地キャ
ラのスタンプを集めよう！抽選で地域の特産品な
どをプレゼント。さらに、全てのスタンプを集める
と、ご当地キャラグッズなどが当たるチャンスも！
期間　6月15日（土）～9月1日（日）
問印旛地域振興事務所　 043（483）1111

香取地域 ぐるぐるかとり　スタンプラリー

　香
か

取
とり

神宮など地域のお出掛けスポット25カ所に、
地元の中・高校生がデザインしたスタンプを設置。
　香取地域をぐるぐる回ってスタンプを集めると、
抽選で地域のおすすめ賞品などをプレゼント！
期間　6月15日（土）～9月1日（日）
問香取地域振興事務所　 0478（54）1311

海匝地域 さんさん☀フェスタ2019
やってみよう！ちいきの「おシゴト」！

　パトカーなど働く車の展示や看護師などの制服
着用体験で、地域で働く人たちの魅力を紹介。
　地元特産品の販売や、ご当地キャラクター集合
ショーも開催します！
日時　6月8日（土）10時～14時30分
会場　そうさ記念公園（匝

そう

瑳
さ

市）
問海

かい

匝
そう

地域振興事務所　 0479（62）0261

山武地域 山
さん

武
ぶ

地域の魅力再発見バスツアー

　山武地域の魅力を再認識するバスツアーを開催！
対象　県内在住の方（小学生以下保護者同伴）
日時　7月6日（土）10時～17時
コース　山

さん

武
む

市、芝
しば

山
やま

町、横
よこ

芝
しば

光
ひかり

町
定員　30人（申込多数抽選）
申込期間　5月24日（金）～6月7日（金）
問山武地域振興事務所　 0475（54）0222

長生地域 いきいき長
ちょう

生
せい

スタンプラリー2019

　観光施設・名所やイベント会場など25カ所にス
タンプを設置。スタンプを集めると抽選で長生地
域のすてきな賞品をプレゼント！また、台紙を提示
すると、地域の飲食店など協力施設でお得なサービ
スが受けられます！
期間　6月8日（土）～9月16日（月・祝）
問長生地域振興事務所　 0475（22）1711

夷隅地域 夷
い

隅
すみ

ワクワククイズ＆
スタンプラリー2019 ほか

＜夷隅ワクワククイズ＆スタンプラリー2019＞
　夷隅地域の観光施設にチーバくんスタンプやク
イズを設置！スタンプを集め、クイズに答えて応募
すると抽選で特産品などが当たります。
期間　6月15日（土）～9月1日（日）
＜県民の日夷隅キャンペーン2019＞
　県民の日や夷隅地域などに関するアンケートに
回答するか、インスタグラムで夷隅地域のおすすめ
スポットなどを特定のハッシュタグを付けて投稿
し、夷隅地域振興事務所公式アカウントをフォロー
すると、抽選で特産品などが当たります。
期間　6月15日（土）～9月1日（日）
問夷隅地域振興事務所　 0470（82）2211

安房地域 南総文化ホールに集う

　南総文化ホール（館
たて

山
やま

市）でイベントを開催！
①あわ夢まつり（大ホール ほか）（有料）
日時　6月2日（日）10時30分～16時
②しおさいコンサート（大ホール）
日時　6月9日（日）13時～16時
③ライトミュージックフェスティバル イン アワ　
　（小ホール）
日時　6月9日（日）12時～20時
問安

あ

房
わ

地域振興事務所　 0470（22）7111

君津地域 君
きみ

津
つ

地域ふるさと探検ツアー

　海底トンネルに潜入！東京湾アクアライン裏側
探検ツアー！富

ふっ

津
つ

岬の歴史を学べる講座や、富津産
の魚を使った「海

かい

堡
ほう

丼
どん

」も楽しめます！
対象　県内在住の小学3年生以上
　　　（小学生は保護者同伴）
※徒歩で2㌔㍍以上歩け、階段120段以上登れる方
日時　第1回 6月14日（金）、第2回 7月25日（木）
　　　第3回 7月26日（金）、第4回 8月2日（金）
定員　各回40人（申込多数抽選）
申込期間　第1回　5月15日（水）～5月28日（火）
　　　　　第2～4回　6月3日（月）～6月17日（月）
問君津地域振興事務所　 0438（23）1111

　　問い合わせ　県県民生活・文化課
　　　　　　　　 043（223）2408

県民の日 地域行事

　「千葉県留学生受入プログラム」にベトナムの日本語学校として参加
する5校の学校関係者と事業協定を締結しました。
　学校関係者からは、「自治体がこのような支援をしてくれるのはとて
も心強い。」、「頑張って優秀な生徒を送り出したい。」など、事業に大変
協力的な言葉をいただきました。

　ベトナムの「労働・傷病兵・社会問題
省」を訪問し、千葉県とベトナムとの今
後の人材の育成および受け入れについ
て、ドアン・マウ・ディエップ副大臣と
覚書を締結しました。
　副大臣からは、「覚書により、今後、ベ
トナム国民が千葉県で安心して働くこ
とができる。今後の更なる協力関係の進展を期待している。」という発
言がありました。

　首相府を訪問し、「千葉県留学生受入
プログラム」の実施について紹介。千葉
県とベトナムの今後の交流促進につい
て意見交換を行いました。
　首相からは、「今回の訪問目的である
人材育成分野での交流のほか、千葉県が
得意な分野での交流も促進させたい。」
との発言がありました。 問い合わせ　県健康福祉指導課　 043（223）2606

　森田知事は、昨年11月のベトナム訪問に続き、3月13日（水）か
ら4日間、同国を訪問し、介護分野をはじめとする人材の育成およ
び受け入れを推進するための覚書を締結しました。
　また、「千葉県留学生受入プログラム」に参加する現地日本語学
校5校と事業協定を結んだほか、フック首相への表敬訪問を行い
ました。

ディエップ副大臣との覚書締結

日本語学校と事業協定を締結 学校関係者との記念撮影フック首相との会談

千葉県とベトナムとの
　　　交流促進に向けて


