
★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。 6ちば県民だより　令和2年［2020年］3月5日（木曜日）

航空科学博物館イベント情報
●やさしい航空のはなし「パイロットの
おはなし」
　現役パイロットが業務や体験を語りま
す。パイロットになりたい方必聴！
日3月15日（日）13時～
●J

ジェイ

G
ジー

S
エス

グランドハンドリング教室
　（株）J

ジャル

ALグランドサービス（JGS）の地
上業務スタッフの話を聞き、航空機誘導
や機体清掃などの疑似体験をします。
日3月20日（金・祝）10時～16時受付
※体験1回2～3分程度
●航空アート展
　昨年の開館30周年を記念し、博物館で
撮影した画像をパネルで展示します。
日3月29日（日）まで
＜共通事項＞
開館時間　10時～17時（16時30分最終
入館）
休月曜日（祝日の場合は開館し翌日休館）
料大人700円、中学・高校生300円、小学
生以下200円、3歳以下無料
問航空科学博物館（山

さん

武
ぶ

郡芝
しば

山
やま

町岩
いわ

山
やま

111-3） 0479-78-0557
航空科学博物館　 検索

点訳・音訳ボランティア養成講座
　視覚障害者のための「点字図書」「声の
図書」製作ボランティアを養成します。
日5月～令和3年3月 隔週全20回
点訳：火曜日午前、音訳：木曜日午前
定点訳20人、音訳20人
申申込書を郵送（音訳は電話申し込み可）
※募集要項・申込書は、点訳・音訳のど
ちらかの希望を明記し、84円切手を貼っ
て返信用宛先を書いた封筒を同封して請
求。ホームページからダウンロード可
料教材費など
受4月10日（金）まで（消印有効）
※詳しくは募集要項をご覧ください。
問〒284-0005四

よつ

街
かい

道
どう

市四街道1-9-3　
視覚障害者総合支援センターちば　点訳
係または音訳係 043-424-2390
千葉県視覚障害者福祉協会　 検索

無料法律相談
  相続、離婚、損害賠償など民事・家事上
のトラブルについて千葉県弁護士会の弁
護士が無料でご相談に応じます。
対県内に在勤または在住の方
日毎月第2、4木曜日
会県庁本庁舎2階広聴室
申各相談日直前の月曜日9時から電話で

予約開始。月曜日が祝日の場合は翌営業日
※相談の予約は原則1年に1回
※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。
問県報道広報課
 043-223-2249・2250
千葉県　法律相談　 検索

県立美術館 冬のアート・コレクション
日4月12日（日）まで 9時～16時30分
内 ▼近代洋画の先駆者浅

あさ

井
い

忠
ちゅう

11 －トーハク
の名画がやってきた！－ ▼瑛

えい

九
きゅう

・靉
あい

嘔
おう

・
池
いけ

田
だ

満
ま

寿
す

夫
お

▼北
きた

詰
づめ

コレクション メタル
アートの世界Ⅳ ▼アーティスト・イン・
レジデンス－千葉県立美術館滞在制作
休月曜日（祝日の場合は開館し翌日閉館）
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

親子d
で

eオペラ鑑賞デビュー 
「カルメン」～赤いバラ伝説～
　0歳からでもオペラを身近に楽しめ
る、親子向けのオペラ公演を開催します。
日会 ▼ 5月4日（月・祝）①10時30分～②
14時～／千葉県文化会館小ホール（JR
外房線・内房線本千葉駅から徒歩10分）

▼6月7日（日）14時～／千葉県東総文化
会館小ホール（JR総武本線旭

あさひ

駅から徒歩
15分） ▼7月4日（土）14時～／東

とう

金
がね

文化
会館小ホール（JR東金線東金駅から徒歩
20分） ▼7月23日（木・祝）14時～／市原
市市民会館小ホール（JR内房線五

ご

井
い

駅か
らバス「市原市役所」下車徒歩3分） ▼8月
2日（日）14時～／八

や

千
ち

代
よ

市市民会館小ホ
ール（東葉高速鉄道八千代中央駅または
村
むら

上
かみ

駅から各徒歩10分） ▼8月29日（土）
14時～／鋸

きょ

南
なん

町中央公民館多目的ホー
ル（JR内房線保

ほ

田
た

駅から徒歩20分）
料大人1,600円、子ども（小学生以下）
1,000円（全席自由）
※3歳未満は保護者1人につき1人まで膝
上無料（席が必要な場合は有料）
問千葉県文化会館 043-222-0201

自動車の登録手続きを忘れずに
　自動車税（種別割）の納税通知書は、4月
1日現在の登録に基づいて送付されます。
自動車を譲渡したときや住所を変更した
ときなどは、管轄の運輸支局などで必ず

登録事項の変更手続きをしてください。
問千葉運輸支局 050-5540-2022
または次の各自動車検査登録事務所
野
の

田
だ

 050-5540-2023
習
なら

志
し

野
の

 050-5540-2024
袖
そで

ヶ
が

浦
うら

 050-5540-2025
自動車税　千葉県　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　3月5日（木）～13日（金）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和12年3月25日
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（9月、3月）
利率　お問い合わせください。
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、売り切れにより受け
付けを終了する場合や、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。
※令和2年度の発行計画は4月号に掲載
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

離職時の看護師などの届け出
　離職などで看護業務に就かなくなった
場合には、県ナースセンターに届け出が
必要です。
　退職を予定されている方は、専用サイ
トから届け出るかお問い合わせください。
問千葉県ナースセンター
 043-247-6371
とどけるん　 検索

治療と仕事の両立を支援します
　がんや難病で、治療しながら仕事を続
けたい方のための両立支援を無料で行っ
ています。お困りのことがありましたら
まずはご相談ください。
対がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、そ
の他難病を患う労働者の方
日平日9時～16時
問労働者健康安全機構　千葉産業保健
総合支援センター 043-202-3639

赤い羽根共同募金
　寄付者の皆さんが応援したいテーマを
指定できる募金です。
　子どもたち・お年寄りへの支援、令和

元年台風15号などの復旧活動や東日本
大震災の被災者の方々へのケアを行う被
災者・被災地支援など目的に応じて6つ
のテーマからお選びください。
①生活困窮者支援　②子どもへの支援
③子育て支援　④高齢者支援 
⑤孤立・虐待・自殺防止
支援 
⑥被災者・被災地支援
受3月31日（火）まで
問（社福）千葉県共同募金会 
 043-245-1721
千葉県共同募金会　 検索

運転免許の住所変更などの手続き
　転居や婚姻などで住所や本籍、氏名に
変更があった方は速やかに運転免許証の
記載事項変更の届け出を行ってください。
＜受付場所・時間＞
●千葉、流

ながれ

山
やま

運転免許センター
平日8時30分～11時45分、13時～17時
日曜日8時30分～11時、13時～16時
（土曜日、祝日、振休、年末年始を除く）
●県内全ての警察署または幹部交番
平日8時30分～12時、13時～17時
（土曜日、日曜日、祝日、振休、年末年始を
除く）
※必要書類についてはホームページをご
覧になるかお問い合わせください。
問千葉運転免許センター
 043-274-2000
流山運転免許センター
 04-7147-2000
運転免許　千葉県警　 検索

館
たて

山
やま

自動車道富
ふっ

津
つ

中央IC～ 
富津竹

たけ

岡
おか

IC間が4車線となります
　3月6日（金）15時ごろから、館山自動車
道富津中央IC（インターチェンジ）～
富津竹岡IC間の7.0㌔㍍が4車線となり
ます。
　これにより、館山自動車道の木

き

更
さら

津
づ

南
JCT（ジャンクション）～富津竹岡IC
間の全区間（20.7㌔㍍）が4車線となり
ます。

木更津JCT
木更津南JCT

君津IC

富津中央IC

館山
自動車道

富津竹岡IC

今回4車線
となる区間

問県道路計画課 043-223-3298

【中止】

【中止】

【臨時休館あり】

【臨時休館あり】


