
ちば県民だより 令和4年［2022年］2月5日（土曜日）7 ●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。

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

全日本中学生水の作文コンクール
　8月1日の「水の日」、
8月1日～7日の「水
の週間」に向けて、
水に関する作文を
募集します。
対令和4年度に県内在住または在学の中
学生
テーマ　 「水について考える」（題名は
自由）
申400字詰め原稿用紙4枚以内。本文の
前（原稿用紙枠内）に題名、学校名（ふりが
な）、令和4年度の学年、氏名（ふりがな）
を書いて郵送
※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。
受3月1日（火）～5月9日（月）必着
問〒260-8667（住所記載不要）県水政課

043-223-2688
水の作文コンクール　千葉県　 検索

「千葉県文化芸術推進基本計画」
の原案に関する意見
　心豊かな生活と活力ある地域社会の実
現に向けて、文化芸術施策を効果的に推
進するため「千葉県文化芸術推進基本計
画」を策定します。この原案について、県
民の皆さまからの意見を募集しています。
提出方法　意見提出様式に郵便番号、住
所、氏名（法人の場合は名称および代表者
名）、電話番号、意見を記入し、Eメール、
郵送、またはファクス。題名に「千葉県文
化芸術推進基本計画（原案）に関する意
見」と記載してください。
※計画原案は、ホームページ、県文書館や
県政情報コーナー（県庁本庁舎2階）、県
各地域振興事務所で閲覧できます。
日2月14日（月）17時まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）県県民生
活・文化課
043-223-2408 043-221-5858
bunki@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県　文化芸術計画　 検索

臨時的任用職員（土木職）
　千葉県の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
る土木職の職員を募集します。
対土木施工管理技士1級または2級の資
格を有する方
採用予定人数　20人程度
採用予定時期　4月1日
任期　6カ月～1年
内書類審査、面接
申応募書などを郵送または持参（持参の
場合は平日9時～17時）
※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。
受2月14日（月）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県県土整備政策課 043-223-3323
臨時的任用  土木  千葉県　 検索

公立学校講師
　小・中学校、県立高
校、県立特別支援学校
などに勤務する講師な
どを募集しています。
募集職種　臨時的任用
講師、会計年度任用職員（非常勤講師）、養
護教諭など
対教員免許状を取得、または勤務開始日
までに取得見込みの方
※登録方法など、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。
問県教育庁教職員課 043-223-4044
公立学校講師　千葉県　 検索

千葉県指定伝統的工芸品展
　県の風土と生活に育まれ、受け継がれ
てきた県指定伝統的工芸品を広く集めた
展示販売会を開催します。
日2月11日（金・祝）～13日（日）
会イオンモール八千代緑が丘ローズ広
場（東葉高速鉄道八千代緑が丘駅直結）
問県観光企画課 043-223-2416

ちばゆかりアーティスト 實
じつ

川
かわ

風
かおる

ピアノリサイタル
　日本の若手ピアニストを代表する、旭
市出身の實川風さんによるリサイタルで
す。ゲストにバイオリニストの伊

い

藤
とう

亮
りょう

太
た

郎
ろう

さんをお招きします。
日2月26日（土）14時開演（13時30分開場）
料一般3,000円、25歳以下2,000円、小・
中・高校生500円（全席指定）※未就学児
不可
問会千葉県文化会館（JR外房線・内房線
本千葉駅から徒歩10分）

043-222-0201

作家 高
たか

嶋
しま

哲
てつ

夫
お

さんによる講演会
　「首都感染」、「ミッド
ナイトイーグル」、「都
庁爆破！」など、数々の
話題作を執筆する作家 
高嶋哲夫さんによる講
演会です。
日3月27日（日）14時30分～16時
会千葉県教育会館大ホール（JR外房線・
内房線本千葉駅から徒歩12分）
内講演「コロナ、災害、教育、日本の危機、
そして未来を語る」
定160人（申込多数抽選）
申ホームぺ―ジから応募書類をダウン
ロードしてEメールまたはファクス
受3月14日（月）まで
問（公財）千葉県私学教育振興財団
043-241-5145 043-245-7826
chiba-shinko@abc.shigaku.or.jp

千葉県私学教育振興財団　 検索

千葉県循環器病センター
てんかん市民公開講座
　てんかんへの理解をはじめ、高齢者に
も発症するてんかんについて、診療に従
事する医師が詳しくお伝えします。
視聴方法 Z

ズ ー ム

oomウェビナーによる配信
日3月5日（土）13時30分～15時30分
内▶講演「当院における高齢者てんかん
治療の実態」講師：岡

おか

原
はら

陽
よう

二
じ

さん（千葉県
循環器病センター医師）▶講演「高齢者の
てんかん」講師：赤

あか

松
まつ

直
なお

樹
き

さん（福岡山王
病院医師）▶「指定発言」講師：原

はら

広
こう

一
いち

郎
ろう

さん（医療法人静和会浅井病院医師）
定500人（申込先着順）
申専用の申込フォームから申し込み
受2月27日（日）まで
問千葉県循環器病センター

0436-88-3111
千葉県　てんかん　 検索

オンライン公開講座
「アレルギー疾患の最新治療」
　乳幼児から高齢者まで、国民の2人に1
人はアレルギー疾患を持つといわれてい
ます。毎年2月17日～23日はアレルギー
週間です。千葉大学医学部附属病院（千
葉県アレルギー疾患医療拠点病院）の専
門医師が、5つの分野をテーマにアレルギ
ーの正しい知識をお伝えします。
視聴方法 Z

ズ ー ム

oomウェビナーによる配信
日2月12日（土）13時30分～15時20分
内①小児食物アレルギー②ぜんそく
③アトピー性皮膚炎④アレルギー性鼻炎
⑤アレルギー性結膜炎
定500人（申込先着順）
申専用の申込フォームから申し込み
※電話申込不可
受2月9日（水）まで
問千葉大学医学部附属病院ア
レルギーセンター
043-222-7171（内線73032平日

9時～16時）
アレルギー疾患情報サイト　 検索

ちばアクアラインマラソン2022
「スマイル枠」向けランニング
クリニック教室開催！
　3月25日から始まる「ちばアクアライ
ンマラソン2022」の申し込み開始より
前に、マラソン初心者の方を対象とした
ランニングクリニック教室を開催！参加
者は、マラソン（42.195km）完走を目指
す初心者等のための応募枠「スマイル枠」
で、大会に出場できます。（有償）
　マラソンに関する基礎知識などを分か
りやすく解説しますので、ぜひご応募く
ださい。
日3月19日（土）①9時30分～11時②12時
30分～14時
会受付：木更津市民会館（木更津市貝

かい

渕
ふち

2-13-40）
実技：潮

しお

浜
はま

公園（木更津市潮浜1-12）
※雨天時は受付場所で実技を行います。
内講師：千

ち

葉
ば

真
まさ

子
こ

さん（PR大使）、齊
さい

藤
とう

太
た

郎
ろう

さん（ニッポンランナーズ）
定各回50人（申込先着順）
申大会公式ホームページ経由またはイン
ターネットサイト「e-moshicom（イー・
モシコム）」から申し込み
受2月10日（木）12時～24日（木）12時
※大会当日の運営ボランティアも募集中
です！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。
問県体育課 043-223-4107
ちばアクアラインマラソン　 検索

対＝対象 日＝日時・期間 会＝会場 内＝内容 休＝休館日 定＝定員 申＝申込方法 料＝料金等
受＝受付期間・受付場所 問＝問い合わせ先・申込先 ＝ホームページ
※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。


