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一 緒に 乗り越 えていこう
１月７日に緊急事態宣言が出されてから約1カ月がたちます。

だき、マスク着用、手洗いなど基本的な対策の徹底をお願いいたします。

県民や事業者の皆さまには、外出自粛や営業時間の短縮など、新型コロ

また、事業者の皆さまにおかれましても、引き続き、感染防止対策にご協力

ナウイルスの感染拡大防止のため大変なご協力をいただき、本当にありが

くださいますよう、お願いいたします。

とうございます。また、新型コロナウイルス感染症対応の最前線で昼夜を

県としても、営業時間の短縮等にご協力いただいた事業者の皆さまへ

問わず働いている医療関係者をはじめ、新型コロナウイルス対策に従事す

の協力金の支給など、
しっかりと支援を積み重ね、経済への影響を最小限

る全ての皆さまのご尽力に、心から感謝を申し上げます。

に抑えられるよう力を尽くしてまいります。

この状況がいつまで続くのか不安な日々をお過ごしの方も多いかと思

私たち一人一人の行動が、自分を、そして、大切な人を守ることにつなが

います。
しかし、
この困難を乗り越えるには、やはり、県民の皆さま一人一人

ります。この困難を、みんなの力で

の行動が一番の原動力となります。改めて、不要不急の外出は控えていた

乗り越えていきましょう！

千葉県知事

千葉県では、県民の皆さまに不要不急の外出※自粛をお願いしています。
ひっ ぱく

感染の拡大が続くと、入院病床や医療スタッフなどの医療資源が逼迫し、必要な

外出の自粛を
お願いします

医療が受けられなくなってしまいます。
皆さまには大変なご負担となりますが、感染拡大を何としても抑え、医療崩壊の
進行を食い止めるため、ご理解・ご協力をお願いします。
※通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、職場への必要な出勤、屋外での運動や散歩など、生活
や健康の維持のために必要な外出は自粛要請の対象外です。

問い合わせ

感染リスクが高まる
「５つの場面」
これまでの感染拡大の経験から、感染リスクが高い行動や場面が明ら

場面❸

場面❶
●

マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染や
マイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。

●

マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの
事例が確認されている。

●

車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

飲酒を伴う懇親会等

場面❹

飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。

また、聴覚が鈍くなり、大きな声になりやすい。
● 特に敷居などで区切られている狭い空間に、
長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
●

●

狭い空間での共同生活は、長時間にわたり
閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。

●

大人数や長時間におよぶ飲食

寮の部屋やトイレなどの共用部分での
感染が疑われる事例が報告されている。

長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、

場面❺
●

深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、
感染リスクが高まる。
●

狭い空間での共同生活

また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。

場面❷
●

マスクなしでの会話

●

かになってきました。感染リスクが高まる「５つの場面」を避け、
マスク着
用、手洗い、換気と加湿など、感染防止対策を徹底しましょう。

（223）
4318
特措法協力要請電話相談窓口 4043

大人数、例えば５人以上の飲食では、大声になり
飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。
ひ

まつ

▶時短営業に関する協力金など、新型コロナウイルス関連の
支援・相談窓口については、４面で紹介しています。

居場所の切り替わり

仕事での休憩時間に入った時など、
居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、
感染リスクが高まることがある。

●

休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が
確認されている。

◆掲載の情報は、
１月22日
（金）時点のものです。
最新の情報は県ホームページなどをご覧ください。
千葉県

コロナ対策

検索

「ちば県民だより」は、新聞折り込みのほか、県の施設、市町村役場、一部の郵便局・金融機関・コンビニエンスストア・スーパー・デパートなどで入手できます。
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新型コロナウイルス感染症の影響で外出や運動の機会が少なくなっ
ていますが、体を動かさないことで、心や体の健康に大きな影響があ
るといわれています。
心や体の機能が低下した状態である
「フレイル」が進むと、感染症に
対する免疫力や体の回復力も低下してしまいます。規則正しい生活
やバランスの良い食生活、適度な運動を心掛け、無理せず楽しみなが
ら
「フレイル」
を予防していきましょう。
また、高齢の方には、ご家族や地域の皆さんの、日々の声掛けや見守
りも大切です。みんなで高齢者の健康を支えていきましょう。
2月6日（土）22時〜、
「ウィークリー千葉県」
（チバテレ）で
「フレイル予防特集」を放送します
チ

ャ

ン

ネ

ル

2月9日（火）からは「ちばコレchannel」
でも配信▶
写真はイメージです。マスクの着用など感染対策を徹底しましょう。

「フレイル」ってなあに？

最近こんなことはありませんか？

年齢を重ねることで､心や体の働きや社会とのつながりが弱くなった状態
を
「フレイル（虚弱）
」といいます。フレイルが進むと介護が必要になることも
あります。
フレイル予防は日々の生活習慣と結び付いています。フレイルにならない
ために、
「食事」
・
「運動」
・「人とのつながり」の3つのポイントを毎日の生活
に取り入れ、今できることから始めてみましょう。

外出することが少なくなった

こんな人は要注意

歩くスピードが以前より遅くなった
人との交流が減った
（週1回未満）
バランスの良い食事が取れていない
他の人に同じことを何度も尋ねるなど、
物忘れが気になるようになった

食 事

ഔ೩

こ う く う

《栄養》しっかり食べて栄養をつけよう
食事は元気の源です。必要な量が取れているか毎日の食事を振り
返ってみましょう。
体重が減っていたり、食事の回数や内容が不十分になっているときは、
必要な栄養素が不足している可能性があります。
●バランスよく食べましょう
一日3食しっかりと取り、最低2食は、主食、主菜、副菜を組み合わせて
食べましょう。また、1回は「果物」と
「牛乳・乳製品」を食べましょう。
いろいろな食品や料理を食べることで、必要な栄養素をバランスよく
摂取することができます。用意することが難しい場合は、市販のお総菜
や配食サービスなども活用しましょう。

主食

主菜

副菜

（ごはん、
パン、
麺類）

（肉、
魚、
卵、
大豆料理）

（野菜、きのこ、海藻料理等）

＋
主菜 の1食分は
グーの大きさ
厚さ2cmを目安に

＋
副菜 の1食分は
パーにたっぷりを
目指して

《口 腔 》歯や口の中を清潔に保って
口をたくさん動かそう
かむ・飲み込む・話すなどの口腔機能が低下することを「オーラルフ
レイル」といいます。そのまま放置していると、食事が取りにくくなる
ことで低栄養をまねき、全身の筋肉の低下（フレイル）にもつながります。
健康寿命を伸ばすためには、口腔機能の低下に早めに気付いて、予防・
改善することが大切です。
●毎食後、寝る前の丁寧な歯磨き
歯と口の中を清潔に保つことは、細菌やウイルスなどの感染予防に
も有効です。入れ歯のお手入れもしっかりしましょう。
●1年に1回は、歯科健診を受けましょう
かかりつけ歯科医をもって、歯と口の中の健康状態を知り、歯周病や
口腔機能の低下を防ぎましょう。
●口周りの筋肉を保ちましょう
食事は、しっかりかんで食べましょう。また、人と話す機会が減ると
口周りや舌の力が衰えることもあります。

口周りの筋肉を鍛える「パタカラ体操」
①「パ」「タ」「カ」「ラ」をそれぞれ5回ずつ、大きな声でハッキリ
と発音します。
②「パタカラ」と続けて発音し、これを5回繰り返します。

パ

※グーのかたまりの
大きさではありません
主菜になる食品は、肉、魚、卵、大豆です

片手の上に
山になるくらい
副菜になる食品は、野菜、きのこ、海藻、
こんにゃくです

タ

カ

舌を上あごに
しっかり付けて
発音します。

唇をしっかり
閉じてから発音
します。

のどの奥に力を入
れて、のどを閉め
て発音します。

ラ

舌を丸め、舌先を
上の前歯の裏に
付けて発音します。

※適切な距離を保ち、小まめに換気しながら行いましょう

▶８面「旬のレシピ ちばの味」では、県内で生産されている農産物を
中心に、旬の食材を使ったレシピを紹介しています。

問い合わせ
県健康づくり支援課

043（223）2667（栄養）・2671（口腔）
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運 動

ഔ೩

動かない時間を減らし
ちょっとした運動で体を守ろう

●気分転換をしましょう
天気が良ければ、屋外など開放された場所での散歩やウオーキング、
健康体操などもいいですね。感染対策を忘れずに。
●足腰の筋肉を維持しましょう
ラジオ体操など自宅でできる運動も筋肉の衰えを防ぐのに役立ちま
す。片足立ちやスクワット
なども足腰を強くします。

◆下肢筋力アップ
ヒールレイズ
15回（1分）
❶立った状態で両足のかか
とを上げて、ゆっくりかか
とを下ろします。
※かかとを上げ過ぎると転
びやすくなるので注意し
ましょう。
※転倒しないよう、必ずつか
まるものがある場所で行
いましょう。

※自分のペースに合わせ、
決して無理はしないでく
ださい。

◆肩こり・肩痛予防

肘回し

●座っている時間を減らしましょう
立ったり歩いたりすることも運動になります。

朝 に5分 ラ ジ オ 体
操第1（3分）と片足立ち
（左右各1分）
昼 に5分 片 足 立 ち
（ 左 右 各1分 ）→ ヒ ー ル
レ イ ズ（1分 ）→ 肩 ス ト
レッチ（左右各30秒）→
肘回し
（内外回し各30秒）

肩ストレッチ

動かない状態が続くことで、心身の機能が低下し、動けなくなってし
まう可能性があります。
一日30分程度の適度な運動は、健康を維持するために重要です。フ
レイル予防だけでなく、認知症のリスクを減らすなど、元気で長生きす
ることにもつながります。無理をせず、少しずつ体を動かす機会を増や
していきましょう。
また、生活リズムを整えるため、早寝・早起きをして規則正しい生活
を送ることも大切です。
※緊急事態宣言が出ていますが、
健康維持のための運動は、
不要不急の外
出に該当しません。感染リスクの低い場所での適度な運動や散歩など
を心掛けましょう。

1日10分手軽に運動「＋10（プラステン）」

30秒×2（左右）

10回（30秒）
×2（内外）

❶片方の手を反対側に伸ばし、も
う片方の手で肘を抱えながら
引きつけます。
❷肩から二の腕にかけて伸びて
いるところで30秒保持します。

❶右手は右肩へ、左手は左肩へ、
肘を曲げて軽く触れます。
❷肘で円を描くように大きく動か
し、
ゆっくりと10回まわします。
❸反対回しで10回行います。
監修：
（一社）
千葉県理学療法士会

※バランスを崩してけ
が を し な い よ う に、
十分注意して行って
ください。

座ってできる足指の筋力トレーニング
「タオルギャザー」
足を肩幅に開いて
スクワット

その場で片足立ち
そく し

●足指の筋力を鍛えましょう
足の指は、
バランス機能を保つために大きな役割を持っています。
太ももなどの大きな筋肉を維持していくことも大切ですが、
足指の筋
力も鍛えましょう。転倒予防だけでなく、足の感覚低下の予防にもつな
がります。
ホームページでは、ここに掲載している他
にも、腰痛・膝痛予防の運動や、チーバくん
のテーマソング「ゆめみるチーバくん」の
ＢＧＭにのせた運動などを紹介しています。
千葉県 プラステン

問い合わせ

ഔ೩

県健康づくり支援課
県高齢者福祉課

検索

043（223）2405
043（223）2342

①はだしの状態で、椅子に座ります。タオルを床に敷いたら、その上に
足を乗せます。（膝の角度は90度程度）
②足の指を使ってタオルを手前に手繰り寄せます。全部の指を使うよ
うに意識して行います。
③タオルの端まで手繰り寄せ
たら、タオルを元に戻して
②の動作を繰り返します。
5回を目標に、無理せず自分
でできる回数やペースで行
いましょう。
※椅子は、座る位置が高めで、背もたれのあるものがおすすめです。
※スムーズにできるようになったら、タオルの上にペットボトルなどを
載せると負荷を増やして行うことができます。
※痛みがある場合は行わないでください。

人とのつながり

心身の健康を保つためには、人との交流も大切です。外出しにくい今
の状況だからこそ、家族、友人、近所の方などが互いに支え合い、意識し
て交流しましょう。
ちょっとしたあいさつや会話も大切です。直接会えない場合は、電話
や手紙、メールを活用してもいいですね。

地域でのつながり「通いの場」
地域には、運動などを取り入れた体操教室や、茶話会・料理教室など
趣味を楽しむ活動、多世代交流の場など、住民同士が気軽に集う「通いの
場」
が作られています。
「通いの場」は、新型コロナウイルス感染防止のため多くが休止してい
ますが、感染対策をしっかり行いながら活動を続けていたり、リーダー
等が電話で近況確認するなど、工夫して取り組みを継続している団体も
あります。
問い合わせ 県高齢者福祉課
043（223）
2342

【千葉市】 感染対策を徹底し、
体操など体を動かす活動を継続。
ゆう こう
（右）
千草台公民館では、
（左）
屋外でラジオ体操を行うフレンズ祐光の皆さん。
換気や一定の距離を保ち、
座りながらできる体操を行いました。
【大多喜町】 ボランティアの方が、心と体の
健康づくりをサポート。
おそろいのユニホームを着たボランティアの
皆さんが、高齢者の自宅に、健康に関する広報
誌を届けながら訪問し、地域の絆を深めてい
ます。
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◆掲載の内容は、1月22日（金）時点のものです。最新の情報は各問い合わせ先にご確認ください。

新型コロナウイルス関連の支援をご活用ください
出向を活用した雇用の維持

企業などへの支援

産業雇用安定助成金（仮称）

千葉県感染拡大防止対策協力金

感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
出向
※1
※2
により労働者の雇用を維持する場合、出向運営経費 や出向初期経費 が助成
されます。
※1 出向元・出向先事業主が負担する賃金、
教育訓練、
労務管理の調整経費など
出向中に要する経費の一部
※2 就業規則や出向契約書の整備費用、
出向元事業主が行う教育訓練、
出向先事
業主が用意する機器や備品など、
出向に要する初期経費の一部
問 千葉労働局
043
（221）
4393

感染拡大防止のため、営業時間の短縮
（終日休業を含む）にご協力をいた
だいた飲食店の皆さまに、第1弾は一律80万円、第2弾は最大162万円の
協力金を支給します。

第1弾

12月23日〜1月11日における22時までの営業時間短縮
※1

支給対象 東葛地域 及び千葉市で酒類を提供する飲食店
受付期間 2月15日
（月）
まで
（郵送の場合、
消印有効）

第2弾

1月12日

※2、3

出向のマッチング支援
出向・再就職などの人材マッチング支援を無料で行っています。
問（公財）
産業雇用安定センター千葉事務所
043
（225）
4855

〜2月7日 における20時までの営業時間短縮
※4

※1

※5

支給対象 千葉県内全域
（東葛地域 及び千葉市含む）
の飲食店
（酒類の提供を問わない）
受付期間 2月10日
（水）
以降開始予定

雇用調整助成金の特例措置
感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対し
て一時的な休業を行い、雇用の維持を図った場合、休業手当などの一部を助成し
ます。支給要件の緩和や、
助成率の引き上げなどの特例措置を実施しています。
問 千葉労働局
043
（221）
4393

※1 市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、
流山市、八千代市、我孫
子市、
鎌ケ谷市、
浦安市
※1
※2 1月8日〜1月11日に、東葛地域 及び千葉市で酒類を提供する飲食店
が20時まで営業時間を短縮した場合、
追加支給の対象となります。
※3 遅くとも1月26日までに営業時間の短縮にご協力いただく必要があり
ます。
※4 協力開始後は2月7日まで営業時間の短縮を継続する必要があります。
※5 1月12日〜2月7日の間の協力金については、大企業も支給対象となります。

申請方法

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
事業主の指示により休業した中小企業の労働者で、休業に対する賃金（休業
手当）を受けることができない方に、休業前賃金の8割
（日額上限11,000円）を
問 コールセンター 70120
（221）
276
支給します。

（第1弾、第2弾共通。それぞれ申請が必要です）

テレワーク導入に関する相談

申請方法 電子申請または郵送
申請書類の配布場所 県庁
（14階）
、県税事務所、市区役所、商工会・商工会
議所 など
主な申請書類
申請書兼実施報告書
誓約書
飲食店営業許可証の写し
売上台帳の写し
酒類の提供を行っていたことがわかる書類
営業時間短縮または休業の状況が確認できる書類
感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類
※詳しくはホームページをご確認ください。
問 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
0570-003894
（土・日曜日、
祝日含む9時〜18時）
千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト

国が設置する
「テレワーク相談センター」
では、
テレワーク時の労働時間や業務
管理、
システム環境など、
テレワークに関する各種相談に応じるほか、
労務管理の
オンラインコンサルティングを無料で実施しています。
問 テレワーク相談センター
0570-550348
sodan@japan-telework.or.jp

生活資金に困ったとき
生活福祉資金貸付制度（緊急小口資金・総合支援資金（生活支援費））
感染症の影響による休業や失業などにより、当面の生活費が必要な方に、貸付
上限額の引き上げや償還期限の延長など、
特例措置を設けて貸し付けます。
問 お住まいの市町村の社会福祉協議会

検索

金融支援

住居確保給付金

中小企業者などの資金繰りを支援するため、
実質無利子・無担保・元金据置最
大5年間の融資制度が利用できます。
（保証申込期限を令和3年3月31日まで延
問 県経営支援課
043
（223）
2707
長しています。
）

離職や廃業、休業などに伴う収入の減少により住居を失う恐れが生じている
方について、
求職活動を行うことを要件として、
一定の期間、
家賃相当額を支給し
問 お住まいの市町村の自立相談支援機関
ます。

経営相談など

母子父子寡婦福祉資金

中小企業・小規模事業者のワンストップ経営相談窓口を設置しています。課
題解決に役立つ支援メニューや、経営やIT、技術などさまざまな分野の専門家を
ご紹介します。 問（公財）千葉県産業振興センター内「チャレンジ企業支援センター」
043（299）2907

母子家庭・父子家庭または寡婦の方に各種資金を無利子または低利で貸し付
問 お住まいの市町村
けます。

か

その他の相談窓口、
支援制度などは▶

千葉県 コロナ対策

検索

月
日︵日︶に︑

21

千葉県知事選挙

3

のお知らせ

千葉県知事選挙が行われる予定です︒

せんきょ君

知事は︑県政に関するあらゆる問題

に取り組む県民の代表者であり︑皆さん

の投票によって選ばれます︒

投票は有権者の皆さんの重要な権利

20

で︑県政に参加する大切な機会です︒棄権せず︑必ず投票しま

7

しょう︒

記載台・
鉛筆の消毒

時〜 時

20

投票時間

20 3

投票方法 ﹁候補者名﹂を書いて投票

30

◆当日投票に行けない方へ

8 5

投票日当日︑仕事など用事があり投票に行けない方は︑期日

月 日
︵金︶
〜 月 日
︵土︶

3

前投票または不在者投票ができます︒

期間

時間 原則 時 分〜 時

定期的な換気

◆新型コロナウイルス感染症対策について

選挙管理委員会では︑投票所内での感染

対策に取り組んだ上で選挙を実施します︒

マスク着用︑咳エチケットの実施などに

アルコール
消毒液の設置

ご協力ください︒

また︑投票日当日︑投票所に人が集中す

日
︵金︶
以降に県内の他の

事務従事者の
マスク着用

ることを避けるため︑期日前投票の積極的

月

4

な利用をお願いします︒

年

12

◆最近︑県内で引っ越しをされた方へ

令和

市町村に転居され︑一定の要件を満たす方

は︑投票の際に﹁引き続き県内に住所を有

することの証明書﹂を提示するか︑投票所

で投票管理者に対して﹁引き続き県内に住所を有することの確

認の申請﹂をすることにより︑原則として︑旧住所地で投票す

ることができます︒また︑あらかじめ旧住所地の選挙管理委員

会から投票用紙などを取得し︑新住所地で不在者投票をするこ

とも可能です︒

検索

043
︵223︶
2142

千葉県選管

詳しくは︑お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わ

せください︒

問い合わせ 県選挙管理委員会

2

ふ

5

●掲載の内容は、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止・変更となる場合があります。
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日︵土︶

か つ う ら ビ ッ グ ひ な 祭 り︵ 勝勝 浦浦 市 ︶

月

日︵水︶

千葉ơ

春の全国火災予防運動

75

新型コロナウイルス対策にも注意が必要です
ひ

ొƖƙƾª
ちば文化資産シリーズ㉕

消毒用アルコール

と
み さき

ここ
たに

参 加・体 験 型の

術 館 ︒昨 年 リ

ふうひな

さち

風雛や遠見岬神社石段のひな飾り
︵展

きき しげる

ニューアルされ ︑

あお

ア ト リエや 美 術

関 連の 書 籍 を 集

さ と
ああ
びび
ここ

すぎむら

めた図書室などが新設されました︒

し ら か ば

が なお や

白白 樺樺 派 と 文 人 の 郷郷︵︵ 我我 孫孫 子子 市 ︶

し

手賀沼周辺には大正から昭和にか

示は一部日程︶が見どころです︒

青青 木木 繁繁﹁ 海 の 幸幸 ﹂記 念 館・ 小小 谷谷 家家

住宅︵館山市︶

明 治 期の画 家・

青 木 繁 が滞 在し︑

けて︑志賀直哉などの白樺派や杉村

西洋画として初

楚人冠など︑多くの文人たちの邸宅

めて 日 本 で 重 要 文

化 財に指 定された

が建てられました︒

そ じんかん

念館として公開され︑美術界の聖地

﹁海の幸﹂を描いた住宅︒現在は記

白樺文学館や邸宅

跡には︑彼 らの書

籍 や 作 品 などが 展

示され︑当 時の文

化を伝えています︒

問い合わせ 県県民生活・文化課

043︵223︶2408 ちば文化資産 検索

ともいわれています︒︵現在は休館中︶

千 葉 市 美 術 館︵ 旧 川 崎 銀 行 千 葉

︶年 に 建 築 家 の

支店本館︶︵千葉市︶

べ またきち

1 9 2 7︵ 昭 和

や

矢部又吉が手掛けた︑荘厳なネオ・

ルネサンス様式の建物を生かした美

飛沫防止用シート
燃えにくい素材のものを選び、コンロや白熱灯などの火気や熱が出る機器
から距離を取って設置しましょう。また、誤作動や避難の妨げにならないよう、
火災感知器の近くや誘導灯、避難経路には設置しないでください。

住宅用火災警報器を設置してください
全ての住宅には住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。設置後は
定期的に作動を確認しましょう。また、古くなると火災を感知しなくなること
があるので、10年を目安に交換しましょう。
●作動を確認するには
火災警報器の点検ボタンを押すか、
点検ひもを引いて、
音が鳴るかを確かめます。
鳴らないときは、電池切れか故障です。（詳しくは、火災警報器の取扱説明書
をご確認ください。）
問い合わせ

県消防課

043（223）2177

赤い羽根共同募金の
「テーマ選択募金」では、5つの目的の中から寄付をする
方が特に応援したい活動を選ぶことができます。その寄付金の全額が応援した
い活動をしている関連団体に送られます。

千葉県ジョブサポートセンターでは、職業相談や職業紹介
など、再就職に向けさまざまな支援を無料で行っています。
来所の他、電話やウェブでの相談もできますので、再就職や
キャリアアップなどでお悩みの方はぜひご利用ください。
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。
利用時間

平日9時〜17時、第1・3・5土曜日10時〜17時
（最終受付16時30分）
休館日 第2・4土曜日、日曜日、祝日、年末年始
場所 千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル3階
（JR千葉駅・京成千葉駅から徒歩約5分）
ジョブサポ 千葉県

引火しやすいので、火気の近くで使わず、十分に換気しましょう。設置・
保管する場所は直射日光が当たる場所や高温になる場所は避けてください。

使い道を選べる募金があります

千葉県ジョブサポートセンター

043（245）9420

まつ

感染防止対策のための「消毒用アルコール」や「飛 沫 防止用シート」の火災が
発生しています。ご家庭などで使う場合は十分注意してください。

女性や中高年齢者の再就職をサポート！

問い合わせ

3月1日（月）〜3月7日（日）

火災は一瞬にして生命や財産を奪います。空気が乾燥し、火災が発生しやす
くなるこの時期、火の取り扱いには十分注意し、より一層の防火対策を心掛けま
しょう。

コレ

かつうら

徳島県勝浦町との交流から始まっ

年は

月

3 20

た一大イベント︒
今

から

まで 市 内 各 所 にひ

な人形が飾られ︑

きょう ほ

日本最大級の享保

2

3 2

検索

選べる5つの目的

支援の内容

新型コロナウイルス
対策支援

新型コロナウイルスの影響により生活困窮に陥った方など
を対象にした地域福祉活動への支援

子どもへの支援

貧困、難病、いじめ・不登校などの問題を抱える子ども
たちへの支援

子育て支援

子育ての悩みや不安を抱える親子への支援

高齢者支援

介護などの悩みを抱える方などへの支援

被災者・被災地支援

さまざまな災害による被災者への心のケアや日常に戻る
ための支援

募金方法 公式ホームページから募金（クレジットカードなどを利用）、または
電話で専用振込用紙を取り寄せて取扱銀行窓口にて振り込み
受付期間 3月31日（水）
まで
問い合わせ （社福）
千葉県共同募金会
赤い羽根共同募金 ちば

検索

043（245）1721
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★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。
検してください。

●身に覚えのないメー

●手指消毒剤は、幼児の目に入る事故な

受検の申し込みは、下記の指定検査機

ルなどの添付ファイル

どを防止するため、設置する場所などに

関へ、制度については県水質保全課へお

は絶対に開かないよう

配慮しましょう。

問い合わせください。

にしましょう。

問 県薬務課

●5年債

●千葉市、
館山市、
木更津市、
勝浦市、
市原

●ネットショッピングを利用する際は、

償還方法 5年満期一括

市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南

信頼できるお店を選びましょう。

確定申告に関するお知らせ

償還期日 令和8年2月25日

房総市、
いすみ市、
大多喜町、
御宿町、
鋸南

●スマートフォンやパソコンなどの紛

令和2年分の所得税、復興特別所得税

●10年債

町の方

失・盗難に十分注意しましょう。

千葉県債（5・10年債）を発行します

償還方法 10年満期一括

相談先 県警察本部
「総合相談窓口」

（一財）
千葉県環境財団
043-246-2079

償還期日 令和13年2月25日
●その他の市町村の方

【共通事項】

（公社）
千葉県浄化槽検査センター

受付期間 2月12日
（金）
まで

043-246-6283

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）

問 県水質保全課

利率 2月3日
（水）
に公表

浄化槽の法定検査 千葉県

千葉興業、
京葉
取扱窓口 ▶銀行：千葉、
の本支店▶証券会社：三菱UFJモルガン・

文書館閲覧室の一時休室

スタンレー、
ちばぎん証券の県内支店

収蔵文書点検のため、次の期間4階閲

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

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。

る通帳

の確定申告の相談および受付は2月16日
（火）
から3月15日
（月）
までです。

043-227-9110または♯9110
（プッ

今年は、新型コロナウイルス感染拡大

シュ回線の固定電話のみ）平日8時30

防止のため、確定申告会場は入場制限を

分〜17時15分

行っており、入場には入場整理券が必要

問 県警察本部サイバー犯罪対策課

です。入場整理券は各会場で当日配付、

043-223-3813
検索

043-223-2619

043-201-0110
（代）

体罰によらない子育てを広げよう

から事前発行しています。
または
「LINE」
▶入場整理券は右のQRコー
ドから友達追加して申し込み

子どもへの体罰は法律で禁止されてい
ます。体罰などが繰り返されると、子ど

また、
感染リスク軽減のためにも、
確定

もの心身の成長・発達にさまざまな悪影

申告はスマートフォンやパソコンでご自宅

響が生じる可能性があります。

から申告することができる
「e-Tax」を、

しつけとは、子どもの人格や才能など

ぜひご利用ください。

※受付期間内でも、売り切れにより受け

休室期間 2月15日
（月）
〜24日
（水）

を伸ばし、自立した社会生活を送れるよ

詳しくは国税庁ホームページをご覧

付けを終了する場合や、支店により取り

※日曜日、祝日は全館休館日。緊急事態

うサポートしていくことです。そのため

になるか、最寄りの税務署にお問い合わ

扱っていない場合があります。また、金

宣言発令期間中も全館臨時休館します。

には、
体罰ではなく、
どうすればよいのか

せください。
（最寄りの税務署が分から

融機関により、申し込みに必要なものが

問 県文書館

言葉や見本を示すなど、子どもが理解で

ない場合は、下記までお問い合わせくだ

きる方法で伝えることが必要です。

さい。
）

異なることがあります。詳しくは取扱窓

043-227-7556

※次回は10年債を3月に募集予定です。

夕方から夜間、
明け方の交通
事故に注意しましょう

問 取扱窓口または県財政課

夕暮れが早く、日

口にお問い合わせください。

043-223-2074
千葉県債

検索

また、
「虐待かも？」
と思ったら迷わず

問 千葉東税務署

確定申告特集

連絡してください。
通告・相談は、
匿名で行うこともでき、

043-225-6811
検索

の出の遅いこの時期

通告・相談をした人に関する秘密は守ら

発熱などの症状があるときは

は、次のことに注意

れます。

発熱や咳など風邪の症状があるとき

し、交通事故を防ぎ

相談先
（24時間365日対応）

は、
必ず事前に、
日頃通院している医療機

ましょう。

児童相談所虐待対応3桁ダイヤル

関か、お住まいの近くの医療機関に電話

農業の担い手の皆さんから
相談をお受けします

●車のライトは早めに点灯しましょう。

千葉県・JAグループ

●歩行者は明るい服装や反射材を身に付

子ども・家庭110番

043-252-1152

相談した医療機関で診療・検査ができ

千葉などでは、
「千葉県農

けましょう。

問 県児童家庭課

043-223-2357

ないときや、どこに電話したらよいか分

業者総合支援センター」

●夜間や早朝に先行車や対向車がいない

児童虐待相談 千葉県

を設置し、ワンフロア・

場合は、
ハイビームを活用し、
路上の危険

189
（通話料無料）

検索

ワンストップで農業の担い手を支援して

を早く発見できるようにしましょう。

適切なウイルス対策をしましょう

います。

●横断歩道で歩行者が横断しようとして

新型コロナウイルスの感染を予防する

生産技術や機械・施設の導入、雇用の

いる場合、車は停止しないと交通違反に

マッチング支援、
農業経営の法人化、
新規

なります。歩行者がいないか十分に確認

就農に関することなど、担い手の皆さん

しましょう。

からの多種多様な相談をお受けしていま

問 県くらし安全推進課

す。農業に関するお悩みをぜひご相談く
ださい。

043-223-2263

問 〒260-0014千葉市中央区本千葉町

インターネットを安全に使うために

9-10千葉県JA情報センタービル1階

毎年2月1日から3月18日は
「サイバー

千葉県農業者総合支援センター
0800-800-1944（通話料無料、平日
9時〜17時）
検索

ためには、
手洗いなどが重要です。

で相談してから受診しましょう。

からないときは、コールセンターや市町
村、発熱相談医療機関などにお問い合わ
せください。
●千葉県発熱相談コールセンター（24時
間対応。土・日曜日、
祝日含む）
03-6747-8414

また消毒・除菌剤などを使用する際は、
目的に合った製品を正しく選び、正しい

●千葉市新型コロナウイルス感染症相談

方法で使用しましょう。

センター（9時〜 19時。土・日曜日、祝

●手指に付くウイルスは洗い流すことが

日は17時まで）

大切ですが、手洗いがすぐにできない状

●船橋市新型コロナウイルス感染症相談

043-238-9966

況ではアルコール消毒液も有効です。

センター（9時〜 19時。土・日曜日、祝

●テーブル、
ドアノブなど物品には、
塩素

日は17時まで）

047-409-3127

系漂白剤や一部の家庭用洗剤などが有効

●柏市受診相談センター（9時〜 17時。

この機会に、情報セキュリティ対策を

です。有効な洗剤のリストを

平日のみ。時間外は音声ガイダンスで対

チェックしましょう。困ったときは、一

（独）製品評価技術基
NITE（

応可能なコールセンターを案内します。
）

セキュリティ月間」
です。

04-7167-6777

人で悩まずご相談ください。

盤機構）のホームページで紹

浄化槽は法定検査が必要です

●ウイルス対策ソフトを導入し、
OSやソフ

介しています。

※その他の相談先は地域ごと

トウエアは常に最新の状態にしましょう。

●周りに人がいる状況で、消毒や除菌効

に県ホームページに掲載して

浄化槽は、設置後および毎年1回の法

●パスワードは大切に管理し、他人に絶

果をうたう製品を噴霧しないようにしま

対に教えないようにしましょう。

しょう。

います。
千葉県 熱があるときは

農業者総合支援センター

定検査が義務付けられています。必ず受

検索

7 ちば県民だより 令和3年
［2021年］2月5日（金曜日）

●掲載の内容は、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止・変更となる場合があります。
受 3月1日
（月）
まで

対 正社員として働くことを希望するおお

問（公財）
千葉県私学教育振興財団

むね35歳〜49歳の方

043-241-5145

043-245-7826

chiba-shinko@abc.shigaku.or.jp
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

ウ

ェ

ブ

日 ①2月25日
（木）②3月3日
（水）③3月9

日
（火） 各日13時30分〜16時
内 採用に積極的な企業
（各日5社程度）
の

企業説明・質疑応答など

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

WEB講演
女性の健康週間市民公開講座

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。

毎年3月1日から8日までは、
「女性の健

定 各日20名
（申込先着順）

※スーツ着用でご参加ください。

※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。

康週間」
です。
「更年期を迎えて」
をテーマ

申 ホームページから申し込みまたは電話

※「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。

にオンラインで講演を行います。

受 ①2月22日
（月）
まで②3月1日
（月）
まで

職の職員を募集します。

日 3月6日
（土）
14時〜 16時30分

③3月6日
（土）
まで

対 土木施工管理技士1級または2級の資

内 ▶講演
「いつまでもご機嫌な私でいる

問 35歳からの正社員チャレンジスクエ

格を有する方

（ジュノ・
ために」
講師：八田真理子さん

ア（平日9時〜17時、第1・3・5土曜日

採用予定人数 20人程度

ヴェスタクリニック八田理事長）

10時〜17時、祝日除く）

採用予定時期 4月1日
（木）

▶講演「大人女子のための肋骨ビュー

7日までの
「水の週間」
に合わせて発表す

任期 6カ月〜1年

（NPO法
ティヨガ」講師：小 林 香織さん

る、
水に関する作文を募集します。

内 書類審査、
面接

人フィット・フォー・マザー・ジャパン

対 令和3年度に県内在住または在学の中

申 応募書などを郵送または持参

理事長）

学生

※持参の場合は平日9時〜17時。

定 500人
（申込先着順）

テーマ 「水について考える」
（題名は自由）

※詳しくはホームページをご覧になるか

申 ホームページから申し込み

ションの購入を検討し

申 400字詰め原稿用紙4枚以内。本文の

お問い合わせください。

受 3月5日
（金）
まで

ている方を対象に、購

全日本中学生水の作文コンクール
毎年8月1日の
「水の日」
、8月1日から

043-245-9431
千葉県 正社員チャレンジスクエア

検索

マイホームを買う前に聞いて安心講習会
一戸建て住宅やマン

前
（原稿用紙枠内）
に題名、
学校名
（ふりが

受 2月15日
（月）
まで
（消印有効）

問（一社）
千葉県産科婦人科医

入前に知っておくべき

な）
、令和3年度の学年、氏名
（ふりがな）

問 〒260-8667
（住所記載不要）

学会事務局

ポイントなどについて、Youtube千葉県

を書いて郵送

県県土整備政策課

※詳しくはホームページをご覧になるか

臨時的任用職員 土木 千葉県

お問い合わせください。

043-223-3323
検索

公立学校講師

受 3月1日
（月）
〜5月7日
（金）
必着

043-239-5473

いきいき大学教養文化講座

公式セミナーチャンネルにて動画を配信
します。
日 3月6日
（土）
〜 8日
（月）

健康、
医療、
宗教、
歴史、
法律などをテー

内 ▶講演
「戸建て住宅の安全性どう見極

マにした全12回の講座です。希望者は

（明海大学不
める？」
講師：前島彩子さん

健康運動講座も受講できます。

動産学部准教授）

問 〒260-8667
（住所記載不要）
県水政課

小・中学校、
県立高校、
県

043-223-2273

立特別支援学校などに勤務
する講師を募集します。

対 県内在住で60歳以上の方

▶講演
「新築マンション・中古マンショ

募集職種

日 5月11日、6月8日、7月6日、8月17日、

（明海大
ンの買い方」
講師：周藤利一さん

師、
会計年度任用職員、
養護教諭など

9月14日、10月12日、11月9日、12月14

学不動産学部教授）

水の作文コンクール 千葉県

検索

県立高等技術専門校
令和3年度4月入校生
（D日程）

臨時的任用講

対 教員免許を取得済み、
または勤務開始

日、令和4年1月11日、2月8日
（全て火曜

定 100人
（申込先着順）

対 中学校、
高校を卒業して就職を目指す

日までに取得見込みの方

日）
各日9時30分〜11時30分

申 ホームページから申し込み

方、
再就職・転職を考えている方

※登録方法など詳しくはホームページを

※10月12日、
令和4年2月8日は13時〜15

※視聴するには申し込みが必要です。申

校名・訓練科 ▶市原校：自動車整備、

ご覧になるかお問い合わせください。

時も開講

込確認後、視聴URLをメールでお知らせ

電気工事、溶接非破壊検査、塗装▶船橋

問 県教育庁教職員課

会 千葉市民会館大ホール
（JR千葉駅から

します。

校：機械技術、
システム設計、
冷凍空調設

公立学校講師 千葉県

徒歩7分）

受 2月26日
（金）
17時まで

備▶我孫子校：NC機械加工、造園▶旭

定 500人
（申込多数抽選）

問 県建設・不動産業課

校：自動車整備、NC機械加工▶東金校：

料 7,000円

043-223-4043
検索

043-223-3238

空間デザイン、
建築、
左官技術

申 願書を郵送またはホームページから

選考日 3月18日
（木）

申し込み

受 2月18日
（木）
〜3月8日
（月）

※詳しくはお問い合わせください。
問 各高等技術専門校

ちばてつやさんの描きながら講演会
漫画界の巨匠ちば

安心講習会 千葉県

検索

※願書は140円切手を貼った返信用封筒
に返信用宛先を書いて同封し、問い合わ

てつやさんが幼少期を

せ先に請求。

バレンタインジャンボ宝くじ発売中！

市原校

0436-22-0403

過ごした千葉県での

受 2月28日
（日）
まで
（必着）

船橋校

047-433-2790

思い出や教育について、

問 〒260-0802千葉市中央区川戸町419

1等・前後賞合わせて3億円が当たる

我孫子校

04-7184-6411

イラストを描きながら

いきいき大学事務局
（平日10時〜15時）

「バレンタインジャンボ宝くじ」
を全国で

旭校

0479-62-2508

講演します。

東金校

0475-52-3148

日 3月14日
（日）14時

または県産業人材課

043-223-2754

30分〜16時

ちばテク

検索

臨時的任用職員
（土木職）
県県土整備部の出先機関などで設計積
算や施工管理などの業務に従事する土木

043-266-0118
いきいき大学

検索

内房線本千葉駅から徒歩12分）

就職氷河期世代の正社員就職を
応援！オンライン企業交流会

定 150人
（申込多数抽選）

就職氷河期世代の方で非正規雇用で働

会 千葉県教育会館大ホール
（JR外房線・

発売しています。
収益金は県民の皆さんの暮らしに役立
てられます。ぜひ県内の宝くじ売り場で
お買い求めください。
発売期間 3月5日
（金）
まで
料 1枚300円

申 ホームページから応募書類をダウン

く方や求職中の方を対象に、県内企業と

抽選日 3月12日
（金）

ロードしファクスまたはEメール

の交流会をオンラインで開催します。

問 県財政課

043-223-2073

●掲載の内容は、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止・変更となる場合があります。

おうち時間を
楽しもう

ふわふわ白身魚をアツアツで

黒鯛のみぞれ煮

半身150〜180㌘

塩

少々

ニンジン

30㌘

三つ葉

5〜6本

片栗粉

大さじ1と1/2

だし汁

200cc

大さじ1

みりん
A 薄口しょうゆ

小さじ2

塩

小さじ1/3

ゆでギンナン

5〜6個

おろし大根

200㌘

ショウガの搾り汁

少々

（1人分／約310㌔㌍ 脂質6.2㌘ 食塩相当量0.9㌘）
【作り方】
① 黒鯛は、
小骨を取り除いて半分に切り、
塩を振って5分ほど置く。
② ニンジンは千切りにしてゆでる。三つ葉は洗って3㌢ほどの長さに切る。
③ ①の黒鯛の水気を軽く取り、
片栗粉をまぶす。フライパンに多めの油
（分
量外）
を入れて熱し、
皮目を下にして入れて揚げ焼きにする。焼き色が
付いたら裏返し、
火が通るまで焼く。
④ 黒鯛を焼いている間、
別の鍋にだし汁とAを入れて温める。
⑤ ④に焼きたての黒鯛を入れ、
ニンジン、
ゆでギンナン、
おろし大根、
ショウ
ガの搾り汁を加えて、
一煮立ちさせたら火を止める。仕上げに三つ葉を
散らす。
<コツ>
ポリ袋に黒鯛と片栗粉を入れ、
空気を含ませて振ると、
片栗粉を均一にまぶ
すことができます。ニンジンは型抜きをすると盛り付けが華やかです。黒鯛は
サバやサケでも代用できます。

黒鯛の豆知識
黒鯛は
「チヌ」
とも呼ばれており、
西日本地域ではなじみのある白身魚
です。県特産品の養殖ノリを食べてしまうため、ノリ生産者を困らせて
いますが、
食べるとおいしい魚です。旬は秋から春で、
冬場は特に脂がのり
ます。県内での流通量はまだ少ないですが、
スーパーなどで見かけたら、
ぜひ食べてみてください。
問い合わせ 県報道広報課
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ウ ケ ウ リ
ウシドシ
（丑年）

ホットケーキミックス

1/2個
（25㌘）

100㌘

ヨーグルト
（無糖） 20㌘

サラダ油

牛乳

バター

80cc

少々
5㌘

コーン
（缶詰・粒） 80㌘
（1人分／約280㌔㌍ 脂質8.2㌘ 食塩相当量0.6㌘）
【作り方】
① ボウルに、
卵、
ヨーグルト、
牛乳、
缶汁を切ったコーンを入れて混ぜる。さらに、
ホット
ケーキミックスを加えてよく混ぜ合わせる。
② フライパンを温め、
サラダ油を薄く引く。①の1/4を流し込み、
弱火で焼く。生地の表面
にぷつぷつと小さい穴が出てきたら裏返し、
さらに1〜2分焼く。
③ ①の残りの生地も同様に3枚焼き、
皿に盛り付けてバターをのせる。
<コツ>
ヨーグルトを加えることで、
生地がふっくら仕上がります。生のトウモロコシを使用する
場合は、
ゆでてから調理しましょう。

冷たくても体ポカポカ

ジンジャーミルクプリン
〈材料〉
2人分
ショウガの搾り汁
小さじ2
粉ゼラチン

5㌘

牛乳

200cc

蜂蜜

大さじ1

加糖練乳

大さじ1

（1人分／約130㌔㌍ 脂質4.2㌘ 食塩相当量0.2㌘）
※蜂蜜は1歳未満の乳児に与えないこと。

【作り方】
① ショウガの搾り汁をカップ2個に小さじ1ずつ入れる。
② 粉ゼラチンは、
製品表示の通りに水
（分量外）
でふやかす。
③ 鍋に牛乳、
蜂蜜、
加糖練乳を入れ、
弱火で混ぜながら温める。鍋の縁の部分が泡立ち始
めたら
（約70度）
火を止め、
②を加えてよく混ぜる。
④ ③を①のカップに注ぎ入れて軽く混ぜ、
粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて冷やし固める。
<コツ>
体を温める作用があるショウガの成分は、
皮の近くに多く含まれているので、
よく洗って皮ごと
すりおろしましょう。お好みでクコの実や、
ゆずジャムを添えるのもお勧めです。

043（223）2241

調理協力・千葉伝統郷土料理研究会

やっ

オリンピック発祥の地、ギリシャ・オリン
ピアの太陽光で採火された炎を、開会式まで
つなげるオリンピック聖火リレー。
今回は、聖火リレーで使われる「トーチ」に
ついて紹介します。

トーチを知ろう！
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50

1

15

ツ
※応募いただいた個人情報は、
プレゼントの発送のみに使用し、
それ以外の目的には使用しません。

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

卵
（Mサイズ）

9

2

11

カ リ ン
ド

4

⑨春の七草のひとつ︒別名シ
ロネグサといいます︒
⑩髪をとかす時に使います︒

7

モ リ

3

〈材料〉
2人分
（4枚）

ク
オリンピッ ックが
パラリンピ てくる！

だより ﹂
への意 見・感 想 を 必 ず
書いて︑
〒260︲8667
︵住
所 記 載 不 要 ︶県 報 道 広 報 課ク
イズ係へ
︵ 応 募は1 人 1 通 ま
で ︶︒締め切りは 月 日
︵必
着 ︶︒正 解 者の中から 抽 選 で
人 に 特 製 ク オ カード を 贈
呈︒当選者の発表は発送をもっ
て代えさせていただきます︒ま
た︑
いただいたご意見などは︑
今
後の編集の参考にさせていただ
きます ︒ 月 号の正 解 者 数は
５０５３人でした︒
なお料 金 不 足のはがきは受
け取れません︒

1月号の正解
3
4
5
ハ シ ビ ロ コ ウ
2

6

2

﹇ヨコのカギ﹈
①馬に乗って戦う人︒
③事前に推測して知らせるこ
と︒
⑤
﹁双子座○○○○○群﹂
など︑
見られる時季にはニュース
になります︒
⑥曲を演奏する人のために︑
記
号を用いて書き表したもの︒
⑧宇宙から地球上に落ちてき
た物体︒習志野市および船
橋市でも発見されました︒
⑩人それぞれが持つ習慣︒
⑪軸を中心に回転させて遊ぶ
おもちゃ︒
⑫○ ○ ○・かみ な り・かじ・
おやじ︒

県ホームページ
﹁ちば県民だよりク
イズ応募ページ﹂
からご応募いただく
か︑はがき︵ 円 ︶に︑答え︑郵 便 番
号 ︑住 所 ︑氏 名 ︑年 齢 と﹁ちば県民
63

1

1

サラダを添えたら食事にも！ コーン入りパンケーキ

に
千葉 県

丸部分の6文字を組み合わせて、
言葉をつくってください。
ヒント＝4面をご覧ください。

﹇タテのカギ﹈
①物事の限度を表す言葉︒﹁○
○が無い﹂
②自分一人の考え方や感じ方︒
③1枚の色紙にたくさんの人
がメッセージを残します︒
④働 く お父 さん︑お母 さんが
子 ど も を 預 ける 所︒
﹁○○
○所﹂
⑦フーっと息を吹き込んで膨
らませます︒
⑧ペットとしてよく飼育され
ている鳥︒オカメ︑
セキセイ
などの種類があります︒

クイズ＆
プレゼント

※緊急事態宣言の発令をうけ
「チーバく
んの今日はどこ行く？」
をお休みし、
レシピの拡大版をお届けします。

180

〈材料〉2人分
黒鯛

ちば県民だより 令和3年［2021年］2月5日（金曜日） 8

聖火が駆け抜けます。
オリンピック聖火リレーは、3月25日（木）
「桜」がモチーフ
聖火リレーで次のランナーへ炎を渡すため に福島県からスタートし、121日間をかけて
全国を巡り、パラリンピック聖火リレーは、オ
に使われる「トーチ」。
（ 木 ）から24日
東京2020大会のトーチは、日本を象徴する リンピック終 了 後、8月12日
まで実施されます。
「桜」
をモチーフにデザインされています。色は （火）
オリンピックが
「桜ゴールド」
、
パラリンピック
が「桜ピンク」で、上から見ると5枚の花びらを 東京2020オリンピック
上から見たトーチ
聖火リレートーチ
持つ、桜の花の形になっています。
この花びらから生み出された炎がトーチの
中央で1つになり、より大きな炎となって、
さらに輝きを生み出す設計です。
復興への思い
トーチに使用されている素材の一部には、
東日本大震災の復興仮設住宅で使用されたア
画像提供：Tokyo 2020 画像提供：Tokyo 2020
ルミニウムが再利用されており、被災地復興
への思いが込められています。
千葉県でも、
「震災からの復興」をテーマに、 問い合わせ 県開催準備課
大きな津波被害のあった旭市飯岡地区などを
043（223）3483
いいおか

