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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

第2回千葉県警察官採用試験
●警察官A（男性・女性）
対昭和63年4月2日以降に生まれた方
で、学校教育法に規定する大学（短期大学
を除く）を卒業または令和4年3月末まで
に卒業見込みの方
●警察官B（男性・女性）
対平成3年4月2日から平成16年4月1日
までに生まれた方で、警察官Aの学歴に
該当しない方
採用予定人数 ▶警察官A：男性15人程
度、女性5人程度▶警察官B：男性104人
程度、女性19人程度
日第1次試験　9月19日（日）
申申込書および受験票を特定
記録で郵送または持参。ホーム
ページから申し込み可
受▶8月16日（月）まで（消印有効）
（ホームページは17時まで）
※T

ツイ ッ タ ー

witterでも情報を発信しています。
ユーザー名「＠Chibakenkei」
※新型コロナウイルス感染拡大の状況な
どにより、緊急のお知らせがある場合は、
ホームページおよびTwitterでお知らせ
します。
問〒260-8668千葉市中央区長洲1-9-1
県警察本部警務課任用係

70120-764032
千葉県警察　採用　 検索

宅地建物取引士資格試験
日10月17日（日）
追加試験を実施の場合は12月19日（日）
※10月試験の申し込みが、試験会場にお
ける受験可能人数を上回った場合、12月
試験をご案内することがあります。
会県内大学など
申願書を簡易書留で郵送または不動産
適正取引推進機構ホームページから申し
込み
※願書は問い合わせ先または県各地域振
興事務所などで配布します。
料7,000円

受▶郵送：7月30日（金）まで（消印有効）
▶ホームページ：7月18日（日）21時59
分まで
問〒260-0024千葉市中央区中央港1-
17-3千葉県不動産会館
（一社）千葉県宅地建物取引業協会

043-441-6262
不動産適正取引推進機構　 検索

保育士試験
日▶筆記：10月23（土）、24日（日）
▶実技：12月12日（日）
申「保育士試験受験申請の手引き」に同
封の申請書を簡易書留で郵送
※手引きは、問い合わせ先またはホーム
ページから請求。
料1万2,950円（幼稚園教諭免許状所有
者などで筆記試験・実技試験が全て免除
となる場合は2,650円）
※手引き郵送料250円を含む
受7月27日（火）まで（消印有効）
問〒171-8536東京都豊島区高田3-19-
10 保育士試験事務センター
70120-4194-82 保育士試験　 検索

「心の輪
わ

を広げる体験作文」およ
び「障害者週間のポスター」作品
　障害のある人とない人との心の触れ合
い体験をつづった作文と、障害のある人
への理解を広げるためのポスター作品を
募集しています。
対▶作文：小学生以上
▶ポスター：小・中学生
内▶作文：小・中学生は
400字詰め原稿用紙2～4枚程度、高校生
以上は4～6枚程度▶ポスター：画用紙
B3判または四ツ切（縦長）
申応募用紙をホームページからダウン
ロードし、作品に添付して郵送
※千葉市に在住または通学の方は千葉市
障害者自立支援課へ応募してください。
受9月3日（金）まで（必着）
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〒260-8667（住所記載不要）県障害者
福祉推進課 043-223-2338
千葉県　心の輪　 検索

「緑のカーテン」体験談・写真
　窓を覆うようにツル性植物などを茂
らせて涼をとる「緑のカーテン」に関す
る、皆さんの体験談や写真を募集してい
ます。
　ご応募いただいた方全員に花の種をプ
レゼント。また、応募作品はイベントや
ホームページで紹介します。
内▶体験談：200字程度にまとめたもの
▶写真：データまたはL版サイズ程度に
プリントしたもの
申住所、氏名、植物の種類、植えた場所・
方角・時期を書いて郵送またはEメール
（写真をメールに添付する場合、容量は1
メガバイト程度）
受9月30日（木）まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）県公園緑
地課 043-223-3996
kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp

緑のカーテン　千葉県　 検索

肝がん撲滅運動市民公開講座
　7月28日は「世界・日本肝炎デー」です。
肝臓病についての講座をオンラインで開
催します。
日7月26日（月）～8月1日（日）
内講演「知って叩

たた

こう！ウイルス性肝
炎」、「新型コロナウイルスと肝臓病」他
※「千葉肝疾患診療ネット
ワーク」のホームページから、
期間中どなたでもご覧いただ
けます。
問千葉大学大学院医学研究院 消化器内
科学 043-226-2717

県立中学校説明会
　中高一貫教育校である県立中学校の説
明会を開催します。開催時間や申込方法
など、詳しくは各校ホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。
対入学を希望する小学6年生の保護者
日会▶県立千葉中学校：8月24日（火）
千葉県文化会館（JR外房・内房線本千葉
駅から徒歩10分）▶県立東

ひがし

葛
かつ

飾
しか

中学校：
8月19日（木）、20日（金）柏市民文化会館
（JR柏駅から徒歩20分）
問県立千葉中学校 043-202-7778
県立東葛飾中学校 04-7143-8651

千葉県少年少女オーケストラと
アキラさんの大発見コンサート2021
宮
みや

川
がわ

彬
あき

良
ら

さんの指揮
で、楽しいお話を交えた
人気のコンサートです。
日会▶8月21日（土）14
時～千葉県東総文化会
館大ホール（JR旭駅か
ら徒歩15分）▶8月22
日（日）14時～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　指揮・お話：宮川彬良さん、ピアノ：
宮
みや

川
がわ

知
ち

子
こ

さん、管弦楽：千葉県少年少女
オーケストラ
曲目　風のオリヴァストロ、オーケスト
ラの森、大脱走のテーマ　など
料全席指定1,000円　※未就学児不可
問千葉県東総文化会館

0479-64-2001
千葉県文化会館 043-222-0201

県立関
せき

宿
や ど

城博物館パネル展
「雲と、お天気」
　さまざまな表情を見せる雲の写真か
ら、お天気のことを楽しく学びませんか。
日9月26日（日）まで9時～16時30分
休月曜日（月曜日が祝日の場合は開館
し、翌平日休館）
料一般200円、高校・大学生100円、中学
生以下・65歳以上・障害者手帳などを
お持ちの方とその介護者1人無料
問会県立関宿城博物館（野田市関宿三

さん

軒
げん

家
や

143-4） 04-7196-1400

夏休みものづくり体験
　ちばテク（県立高等技術専門校）では、
小・中学生および高校生を対象に、参加
費無料のものづくり体験イベントを開催
します。保護者の方も同席可能ですの
で、ぜひ一緒にご参加ください。
　日程や申込方法など、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。
イベント内容（全25
コース） ▶ダンボール
クラフトで恐竜を作ろ
う！▶チャレンジ！四

し

海
かい

波
なみ

花
はな

籠
かご

の製作　など
問ちばテク各校
市原校 0436-22-0403
船橋校 047-433-2790
我孫子校 04-7184-6411
旭校 0479-62-2508
東金校 0475-52-3148
ちばテク　 検索

宮川彬良さん
©PACO

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。
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親子d
で

eオペラ鑑賞デビュー
「ヘンゼルとグレーテル」
　0歳からでも
オペラを身近に
楽しめる、親子
向けオペラ公演
を開催します。
日会▶8月8日
（日・祝）①10時
30分～、②14時～千葉県文化会館小ホー
ル（JR外房・内房線本千葉駅から徒歩10
分）▶8月11日（水）14時～八千代市市民
会館小ホール（東葉高速鉄道八千代中央
駅または村上駅から徒歩10分）▶8月29
日（日）14時～さわやかちば県民プラザ
ホール（JR柏駅からバス20分）▶9月4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25分）▶
9月12日（日）14時～東金文化会館小ホ
ール（JR東金駅から徒歩20分）
料大人1,600円、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

千葉県調理師講習会
　調理師としての資質向上のため、5年
ごとに講習を受けましょう。
対県内の飲食店や給食施設などで調理
業務に従事する調理師
日 会▶8月23日（月）13時～千葉市民会
館3F（JR千葉駅から徒歩7分）▶10月14
日（木）13時30分～山武保健所（健康福祉
センター）（JR東金駅から徒歩5分）
内講義および実習（栄養と健康、食品衛
生、食文化、調理学）
※この他、令和4年1月まで県内各地で講
習会を開催します。申込方法や今後の開
催予定など、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（一社）千葉県調理師会

043-225-7736
千葉県調理師会　 検索

「ちば子ども大学」開校中！
～ホンモノから学ぶ、ホンモノ体験～
　大学、企業や関係機関と連携し、さまざ
まな体験や学びの場をご用意していま
す。興味のある講座を見つけて、参加し
てみませんか。
対小学4年生～中学3年生
開校期間　令和4年1月まで
講座数　全20講座

※対象学年や開催日、会場は講座によっ
て異なります。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。
申ホームページから申し込み
受原則、講座開催日の1カ月前から1週間
前まで
問さわやかちば県民プラザ 事業振興課

04-7140-8615
ちば子ども大学　 検索

うみ鳥っぷ［umi‐Trip］
－海鳥とめぐる島の旅・半島の旅－
　さまざまな海の環境をうまく利用して
暮らす海鳥の目線で、多くの島や半島に恵
まれた日本各地の海の魅力を紹介します。
日9月12日（日）まで10時～16時30分
（最終入館16時）
休月曜日（8月9日、16日は開館）
料一般300円、高校・大学生150円、中学
生以下・65歳以上・障害者手帳などを
お持ちの方とその介護者1人無料
問会県立中央博物館（千葉市中央区青葉
町955-2） 043-265-3111

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　7月5日（月）～12日（月）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和13年7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（1月､7月）
利率　ホームページをご覧になるかお問
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。また、金
融機関により、申し込みに必要なものが
異なることがあります。詳しくは取扱窓
口にお問い合わせください。
※次回は10年債を9月に募集予定です。
問取扱窓口または県財政課

043-223-2074
千葉県債　 検索

サマージャンボ宝くじ発売！
　1等・前後賞合わせて7億円が当たる
「サマージャンボ宝くじ」を全国で発売し
ます。
　収益金は市町村の振興など県民の皆さ
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　7月13日（火）～8月13日（金）
料1枚300円
抽せん日　8月25日（水）
問県財政課 043-223-2073

工事業者の皆さまへ
アスベストの規制が強化されました！
　4月1日から、一般住宅の天井や壁に使用
されているアスベスト（石綿）含有建材が
大気汚染防止法の規制対象となりました。
　アスベストが飛散しないよう、定めら
れた作業基準を順守して、適切に作業を
行ってください。
問県大気保全課 043-223-3804
千葉県 大防法改正 レベル3追加　 検索

九十九里海岸の車両乗り入れ規制
　県立自然公園に指定されている九十九
里海岸では、アカウミガメやコアジサシ、
ハマヒルガオなどの貴重な動植物を守る
ために、車両の乗り入れを禁止していま
す。車でお出掛けの際は、指定された駐
車場をご利用ください。
問県自然保護課 043-223-2056

体罰によらない子育てを広げよう
　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
もの心身の成長・発達にさまざまな悪影
響が生じる可能性があります。
　しつけとは、子どもの人格や才能など
を伸ばし、自立した社会生活を送れるよ
うサポートしていくことです。そのため
には、体罰ではなく、どうすればよいのか
を言葉や見本を示すなど、本人が理解で
きる方法で伝えることが必要です。
　また、虐待かも？と思ったら迷わず連
絡してください。
　通告・相談は、匿名で行う
こともでき、通告・相談をし
た人に関する秘密は守られ
ます。
相談先（24時間365日対応）
児童相談所虐待対応3桁ダイヤル

1
いちはやく

89（通話料無料）
子ども・家庭110番 043-252-1152
問県児童家庭課 043-223-3634
児童虐待相談　千葉県　 検索

健診は毎年受けましょう
　40～74歳の方は特定健診、75歳以上
の方は後期高齢者健診の対象です。
  生活習慣病はほとんど自覚症状がない
まま進行します。健診を受けることが、
生活習慣を見直すチャンスです。高血圧
や糖尿病などで治療
を受けている方も、
年1回は健診を受け、
健康状態を確認しま
しょう。
  健診の案内は、加入している健康保険
の医療保険者から通知されます。詳しく
は医療保険者へお問い合わせください。
問県健康づくり支援課

043-223-2405
千葉県　特定健診・特定保健指導　 検索

献血にご協力をお願いします
～「愛の血液助け合い運動」実施中～
　7月31日まで「愛の血液助け合い運動」
を実施中です。夏場は献血者が減少する
ため、輸血用の血液が不足しがちです。
　血液を必要とされている方のために、
皆さまのご協力をお願いします。
県内の献血ルーム
●モノレールちば駅献血ルーム（千葉
モノレール千葉駅構内）

043-224-0332
●津田沼献血ルーム（JR津田沼駅北口津
田沼パルコB館6階） 047-493-0322
●柏献血ルーム（JR柏駅東口榎本ビル5階）

04-7167-8050
●松戸献血ルームP

ピ ュ ア

ure（JR松戸駅西口
松戸ビル1階） 047-703-1006
●献血ルームフェイス（JR船橋駅南口
F
フェイス

aceビル7階） 047-460-0521
●運転免許センター献血ルーム（千葉運
転免許センター内） 043-276-3641
問千葉県赤十字血液センター

047-457-0711
県薬務課 043-223-2614
千葉県　献血　 検索

7月1日は「AED」の日
　消防署や日本赤十字社
では、自動体外式除細動器
（AED）の使用方法や応急
手当の基本などを学べる救命講習会を開
催しています。緊急の際に慌てず行動で
きるよう、講習会に参加しましょう。
　日程や申込方法など、詳しくは住所地
または勤務地のある市町村消防や日本赤
十字社にお問い合わせください。
問県医療整備課 043-223-3886

AED
Automatic External Defibrillator


