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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

危険物取扱者保安講習
対危険物取扱者免状を持ち、危険物取扱
作業に従事している方
日会①7月2日（金）午前（給取）・午後（一
般）流山市文化会館②7月7日（水）午前
（給取）・午後（一般）、15日（木）午前（一
般）・午後（コンビ）千葉市文化センター
③7月9日（金）午前（コンビ）・午後（コン
ビ）市原市市民会館④7月16日（金）午前
（給取）・午後（一般）館山市コミュニティ
センター
定①各400人②各220人③各400人④各
75人
料4,700円
申申請書を持参または簡易書留で郵送
※申請書は、問い合わせ先や県内各消防
（局）本部内の危険物安全協会、県消防課
で配布しています。
受5月24日（月）～28日（金）消印有効
問〒260-0843千葉市中央区末広2-14-1
（一社）千葉県危険物安全協会連合会

043-266-7930
千葉県危険物安全協会連合会　 検索

明るい選挙啓発ポスター・標語作品
対県内に在住または通学している小・
中・高校生
内▶ポスター（画用紙四つ切りまたは八
つ切り）：明るい選挙の推進を表すもの
▶標語（20字以内）：きれいな選挙の推
進または棄権防止の呼び掛けを表すもの
申▶ポスター：裏面右下に、①市町村名
②学校名③学年④氏名（ふりがな）を書い
て提出▶標語：作品の左横に、①市町村
名②学校名③学年④氏名（ふりがな）を書
いて提出
提出先　在籍する学校のある市町村の選
挙管理委員会（県外に通学している場合
はお住まいの市町村の選挙管理委員会）
受9月10日（金）まで（必着）

発表　11月～12月頃（予定）
※応募方法など、詳しくはホームページ
をご覧になるか、県または市町村選挙管
理委員会にお問い合わせください。
問県選挙管理委員会 043-223-2142
千葉県選挙管理委員会　 検索

犯罪被害者支援員養成講座
　支援員の役割や、犯罪被
害者への理解と支援方法に
ついて基礎から学びます。
日7月4日（日）、11日（日）、
18日（日）各日10時～16時
定各日20人（申込先着順）
申受講希望日、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号を書いてファクスまた
はEメール。電話申し込み可
受6月18日（金）まで
問会（公社）千葉犯罪被害者支援センター
（千葉モノレール葭

よし

川
かわ

公園駅から徒歩5分）
043-225-5451 043-225-5453
chibacvs@orion.ocn.ne.jp

福祉のしごと就職フェアinちば
対社会福祉施設などに就職を希望する方
日会▶5月22日（土）13時～16時：ホテ
ルウェルコ成田（成田市花

はな

崎
ざき

町818-1）
▶6月12日（土）13時～16時：柏の葉カ
ンファレンスセンター（柏市若

わか

柴
しば

178-4）
内求人事業所との面談・相談会、各種相
談コーナー
問（福）千葉県社会福祉協議会千葉県福祉
人材センター
043-222-1294 043-222-0774

千葉県福祉人材センター　 検索

2021千葉私立中学進学フェア
　県内私立中学校が学校の紹介や入試相
談などを行います。学年問わず参加でき
ますので、進学をご希望の方はぜひお越し
ください。
日6月20日（日）10時～16時
会千葉工業大学津田沼キャンパス

（JR総武線津田沼駅から徒歩1分）
内県内私立中学校の紹介、個別相談会、
入試関係資料の無料配布など
申問い合わせ先ホームページから申し込み
問（一社）千葉県私立中学高等学校協会

043-241-7382
千葉私学　 検索

県立中央博物館大
おお

利
と

根
ね

分館企画展
「ちばらき―千葉県と茨城県の境―」
　利根川流域の千葉県と茨城県の境「ち
ばらき」の変遷について紹介します。
日5月29日（土）～6月27日（日）9時～16
時30分
※初日の13時30分から、展示説明会を
集会室で開催します。（定員18人、当日
先着順、参加費無料）
休会期中無休
料大人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
問会県立中央博物館大利根分館（香取市
佐
さ

原
わら

ハ4500） 0478-56-0101
大利根分館　 検索
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自転車マナーアップ強化月間
　千葉県、埼玉県、東京都、
神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、
相
さがみは ら

模原市の九都県市で
は、5月を「自転車マナー
アップ強化月間」としています。交通ル
ールやマナーを守り、思いやりのある運
転をしましょう。
自転車安全利用五則
●自転車は、車道が原則、歩道は例外
●車道は左側を通行
●歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
●安全ルールを守る
●子どもはヘルメットを着用
問県くらし安全推進課

043-223-2263
ちばサイクルール　 検索

文書館歴史講演会
　彫物大工、波の伊

い

八
はち

について講演します。
日7月9日（金）13時30分～15時30分
講師 石

いし

川
かわ

丈
たけ

夫
お

さん（鴨川市教育委員会
生涯学習課長兼鴨川市郷土資料館長）

定30人（申込多数抽選）
申往復はがき（126円）に郵便番号、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）
受5月21日（金）必着
問 会〒260-0013千葉市中央区中央4-
15-7県文書館 043-227-7552
bunsyokan5@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県文書館　 検索

県民の日記念
第34回若い芽のα

アルファ

コンサート
　千葉県にゆかりの
ある将来有望な若い
演奏家が、ソリスト
（独奏者）としてプロ
のオーケストラと共
演します。
日6月27日（日）14時
会千葉県文化会館大
ホール（JR外房・内
房線本千葉駅から徒
歩10分）
出演者　指揮：山

やま

下
した

一
かず

史
ふみ

さん、ソリスト：
山
やま

本
もと

栞
かん

路
ち

さん（チェ
ロ）、小

こ

林
ばやし

加
か

奈
な

さん（オー
ボエ）、浦

うら

井
い

宏
ひろ

文
ふみ

さん
（トランペット）、管
弦楽：千葉交響楽団
申往復はがき（126円）
に代表者の郵便番号、
住所、氏名、電話番号、
参加希望者数、返信用
宛先を書いて郵送（1通につき2人まで）
※未就学児不可
受6月4日（金）必着
問〒260-8661（住所記載不要）
（公財）千葉県文化振興財団「若い芽のα
コンサート係」 043-222-0077

パスポート窓口の開設（旭市）
　旭市にお住まいの方は、5月10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　旭市市民生活課
（旭市二の2132） 0479-62-5325
※申請書の「刑罰等関係」に該当する場合
などは、県旅券事務所での手続きとなり
ます。
問県国際課 043-223-2427

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

山本栞路さん

小林加奈さん
©Ayane Shindo

浦井宏文さん

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
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。
※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。
※「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。


