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青
あお

島
しま

広
ひろ

志
し

＋千葉交響楽団ファミリー 
コンサート～オーケストラで世界旅行～
　ユーモア溢れる楽
しいトークでテレビ
でもおなじみの指揮
者、青島広志さんとテ
ノール歌手の小

お

野
の

勉
つとむ

さんの歌を交えた演
奏会です。
日8月29日（木）14時開演（13時15分開場）
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　久

ひさ

石
いし

譲
じょう

（青島広志編曲）／「となり
のトトロ」より“さんぽ”、スメタナ／連作交
響詩「わが祖国」より“モルダウ”、ビゼー／
歌劇「カルメン」より“前奏曲”ほか
料大人：1,500円、子ども（4歳～高校生）：
700円、親子ペア券：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

文書館　古文書講座
　古文書の解読を通じて房総の歴史を学
びます。初心者向けの入門コース、時代
背景まで読み解く初級・中級コースがあ
ります。
日 ▼ 入門コース：10月3日（木）、10日
（木）、24日（木） ▼初級コース：10月18
日（金）、25日（金）、11月8日（金） ▼中級
コース：10月2日（水）、9日（水）、16日
（水）各13時30分～15時30分
定各120人（申込多数抽選）
申往復はがき（124円）に希望コース、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。複数コースへの申
し込み不可）
受8月22日（木）まで（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

被災宅地危険度判定士養成講習会
対大学などで土木・建築の課程を修め、
卒業後に土木・建築か宅地開発の技術に 
一定期間以上の実務経験を有する方 
など
日会 ▼第1回：9月18日（水）県庁中庁舎
10階大会議室（JR外房・内房線本千葉駅
から徒歩8分） ▼第2回：11月11日（月）
館
たて

山
やま

市コミュニティセンター第1集会室

（館山市北
ほう

条
じょう

740-1） ▼第3回：1月14日
（火）県庁中庁舎10階大会議室、各日13
時～16時30分
申申込書を郵送または持参（持参の場合
土・日曜日、祝日を除く）
※申込書は問い合わせ先で配布するほ
か、ホームページからダウンロード可
受 ▼第1回：8月30日（金） ▼第2回：10
月25日（金） ▼ 第3回：12月13日（金） 
各17時まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）
県都市計画課 043-223-3245
被災宅地危険度判定士　千葉県　 検索

県立美術館　夏の展示
　涼しい館内で美術鑑賞しませんか。
●千葉からはばたく新世代アート
千葉の新進作家 vol.1 志

し

村
むら

信
のぶ

裕
ひろ

－残照－
●夏のアート・コレクション
不思議の森美術館－美術の世界はとって
も自由－
日9月23日（月・祝）まで 9時～16時30分
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、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

第41回「私の思い」 
～中学生の主張～千葉県大会
　12人の中学生が、ボランティア体験や
地域活動から学んだこと、将来の夢など
を発表します。
日9月21日（土）13時～16時30分
会千葉県教育会館（JR
外房・内房線本千葉駅
から徒歩12分）
定400人（申込先着順）
申参加希望者全員の
氏名、参加希望人数を書いてファクス
またはＥメール。電話申し込み可
受9月12日（木）まで
問県県民生活・文化課
043-223-2288 043-221-5858
seisyounen@mz.pref.chiba.lg.jp

「戦没者を追悼し 
平和を祈念する日」の行事
　8月15日（木）は「戦没者を追悼し平和
を祈念する日」です。当日は政府主催の
全国戦没者追悼式が日本武道館で行われ

ます。また、千葉県では戦没者を追悼し
恒久平和を祈念するため、知事が県民を
代表し、千葉県忠霊塔拝礼を行います。
　県民の皆さんも当日の正午には黙とう
をお願いします。
日8月15日（木）11時57分～
会千葉県忠霊塔（千葉市中央区弁天3丁目
千葉公園隣接地）
拝礼者　千葉県知事、千葉県議会議長、千
葉市長、（一財）千葉県遺族会会長および
遺族代表ほか
問県健康福祉指導課 043-223-2337

新鮮！ちばの海の幸！水産物 
直売所マップ～クーポン券付！
　豊かな海に恵まれた
千葉の魅力がぎっしり詰
まった便利でお得なマッ
プを作成しました。直売
所のお薦め商品や、その
地域ならではの新鮮な魚
料理が堪能できる食事処
などの情報が満載です。
　マップ中のアンケート
に答えると、抽選で10人
に「千葉ブランド水産物」が当たります。
配布場所　JR首都圏主要駅、高速道路
SA・PA、水産物直売所、道の駅など
※ホームページで電子ブック版もご覧に
なれます。
問県水産課 043-223-3045
千葉県水産物直売所マップ　 検索

里親について、知っていますか？
　里親とは、さまざまな事情で家庭で生
活できない子どもたちを、保護者の代わ
りに家庭的な雰囲気の中で愛情深く育て
てくださる方をいいます。
　家庭的な環境で育つことにより、子ど
もは特定の大人との愛着関係を育み、自
分を受け入れてもらえるという安心感や、
人間関係における信頼感が得られます。
　一方で、まだ里親の数が足りていないの
が現状です。里親に興味をお持ちの方は管
轄の児童相談所にお問い合わせください。
問県各児童相談所
または県児童家庭課 043-223-2322
里親制度　千葉県　 検索

災害時の帰宅行動について考えよう
　災害発生時に多くの人が一斉に徒歩で
帰宅を始めると、集団転倒する恐れや、火
災や沿道の建物からの落下物などにより
負傷する可能性があります。
　災害が発生したら、むやみに移動を開
始せず、まずは身の安全を確保し、職場や

集客施設などの安全な場所にとどまりま
しょう。帰宅を開始するのは、状況が落
ち着いてからにしましょう。
【日頃から準備しておきたいこと】
●家族と安否確認の方法や集合場所を話
し合っておきましょう。
●職場などに飲料水や食料、携帯ラジオ、
モバイルバッテリー、地図、運動靴、懐中
電灯などを用意しておきましょう。
●徒歩での帰宅に備えて、帰宅経路のコ
ンビニやガソリンスタンドなどを確認し
ておきましょう。
問県防災政策課 043-223-3404

夏期の運転免許業務のご案内

月日
運転免許センター

警察署
千葉 流山

8月 9日（金） 通常業務
8月10日（土） 閉庁日

8月11日
（日・祝）

●有効期限内
の更新手続●
記載事項変更
届●運転免許
の自主返納●
運転経歴証明
書の受付

●有効期限内
の更新手続（優
良運転者講習
および高齢者
講習受講済み
の方に限る）●
記載事項変更
届●運転免許
の自主返納●
運転経歴証明
書の受付

閉庁日

8月12日
（月・振休） 閉庁日

8月13日（火）通常業務（試験コースを使用する手続を除く） 通常業務

8月14日（水）
 ～16日（金） 通常業務

8月17日（土） 閉庁日

8月18日（日）

●有効期限内
の更新手続●
記載事項変更
届●運転免許
の自主返納●
運転経歴証明
書の受付

●有効期限内
の更新手続（優
良運転者講習
および高齢者
講習受講済み
の方に限る）●
記載事項変更
届●運転免許
の自主返納●
運転経歴証明
書の受付

閉庁日

※駐車場に限りがあるため公共交通機関
をご利用ください。
問千葉運転免許センター
 043-274-2000
流
ながれ

山
やま

運転免許センター
 04-7147-2000

外国人介護人材支援センター開設
　介護現場で働く外国人の方や就職を目
指す留学生、外国人を雇用する介護施設
の方などからの相談を受け付けます。
受付時間　10時～18時（日曜日・祝日・
年末年始を除く）
問千葉県外国人介護人材支援センター
043-205-4762 043-205-4788
supportcenter@chibakenshakyo.com

青島広志さん


