
ちば県民だより 令和4年［2022年］8月5日（金曜日）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

通信制課程（県立千葉大宮高等
学校）の四期（秋季）入学者選抜
対中学校を卒業した方
日9月6日（火）
内面接および作文
受8月31日（水）9時～16時30分
9月1日（木）9時～16時
※願書は問い合わせ先などで配布します。
詳しくはお問い合わせください。
問会県立千葉大宮高等学校（千葉市若葉
区大宮町2699-1） 043-264-1981

三部制の定時制課程（生
おい

浜
はま

・松戸南・
佐倉南高等学校）の秋季入学者選抜
対中学校を卒業した方
日8月23日（火）
内▶生浜高等学校：面接および作文
▶松戸南高等学校：面接および小論文
▶佐倉南高等学校：面接および作文
受8月18日（木）9時～16時30分
19日（金）9時～16時
※願書は問い合わせ先などで配布します。
詳しくはお問い合わせください。
問会県立生浜高等学校（千葉市中央区
塩
しお

田
だ

町
ちょう

372） 043-266-4591
県立松戸南高等学校（松戸市紙

かみ

敷
しき

1199）
047-391-2849

県立佐倉南高等学校（佐倉市太
おお

田
た

1956）
043-486-1711

第2回高等学校卒業程度認定試験
　合格者は大学などの受験資格が与えら
れ、就職や資格試験などに活用できます。
対令和5年3月31日までに満16歳以上に
なる方
日11月5日（土）、6日（日）
会千葉敬愛短期大学（JR総武本線・成田
線物

もの

井
い

駅から徒歩7分）
申願書を専用封筒に入れ簡易書留で郵送
※願書は問い合わせ先、さわやかちば県
民プラザ、県内8カ所の地域若者サポー
トステーションで配布しています。
料4500円～8500円

※科目数により異なります。詳しくは願
書（受験案内）をご覧ください。
受9月13日（火）まで（消印有効）
問県教育庁生涯学習課（願書配布）

043-223-4072
文部科学省生涯学習推進課認定試験第二
係（出願・試験） 03-5253-4111（代）
高卒認定試験　千葉県　 検索

千葉いのちの電話  ボランティア相談員
対令和4年4月現在20歳以上の方で基礎
研修講座や実技トレーニングに参加でき
る方（資格・経験不問）
研修期間　10月～令和6年2月
申申込書類を郵送
※10月2日（日）に面接を実施します。
料研修課程により異なります
受9月9日（金）消印有効
※さまざまな相談に対応するため、対人
援助の基本を身に付ける養成研修を受講
後に相談員として認定されま
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。
問（福）千葉いのちの電話事務局

043-222-4416（平日9時～17時）
千葉いのちの電話　 検索

公立学校の講師など
　小・中学校、県立高校、特別支援学校な
どに勤務する講師などを募集します。
対▶講師・養護教諭：教員免許状を取得
済み、または勤務開始日までに取得見込
みの方
▶実習助手など：教員免許状を取得して
いる方が望ましい
募集職種　臨時的任用講師、非常勤講師、
養護教諭、実習助手、寄宿舎指導員、海技
士、船舶員など
※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

ちばテク（県立高等技術専門校）
10月入校生
　高校などを卒業して就職を目指す方、
再就職や転職を考えている方などを対象
とした6カ月間の無料訓練を実施します。
校名（訓練科）
▶市原校（ビルメンテナンス科）定員15人
市原市平

ひら

田
た

981-1 0436-22-0403
▶船橋校（金属加工科）定員10人
船橋市高

たか

瀬
せ

町31-7 047-433-2790
▶東金校（左官技術科）定員8人
東金市油

ゆ

井
い

1061-6 0475-52-3148
料授業料は無料ですが、教科書代や作業
服代などの実費が発生します。
受8月12日（金）まで
※詳しくはちばテク各校にお問い合わせ
ください。
問ちばテク各校 
または県産業人材課
043-223-2754 ちばテク　 検索

関
せき

宿
やど

城
じょう

写生コンクールと作品展
　関宿城周辺を描いた作品を募集しま
す。応募作品は、9月13日（火）～10月2日
（日）に県立関宿城博物館で展示します。
対小学生～高校生
内油彩・水彩・クレヨン・パステル・色
鉛筆で描いた写生画。大きさは四つ切
り、または八つ切り程度（油彩の場合は6
号または8号）
申裏面左下に作品票を貼付の上、問い合
わせ先まで持参
※作品票はホームページからダウンロー
ド、または問い合わせ先などで配布。
受9月1日（木）～9日（金）※5日（月）を除く
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

関宿城博物館　 検索

保育d
で

e就職！＠千葉
保育のしごと就職フェスタ
対子どもに関わる仕事に興味のある方、
保育士資格を生かして働きたい方
日9月4日（日）13時～16時
会京成ホテルミラマーレ
（京成千葉線・千原線千葉中央駅直結）
内保育所などの採用担当者との個別面
談、求人内容や職場の説明　など
問ちば保育士・保育所支援センター

043-222-2668
ちば保育士・保育所支援センター　 検索

原爆パネル展と被爆の証言
　8月6日（広島）、9日（長崎）に合わせ、原
爆の実相を学び、平和について考えてみ
ませんか。
日8月8日（月）～10日（水）10時～16時
会県庁本庁舎1階県民ホール・多目的ホー
ル（千葉市中央区市場町1-1）
内パネル展示、体験の語り、ビデオ上映
問県健康福祉指導課 043-223-2349

日生劇場ファミリーフェスティヴァル2022 
NHKみんなのうたミュージカル
「リトル・ゾンビガール」南総公演
　NHK「みんなのうた」から選ばれた、
世代を超えて愛される名曲と共にお届け
する、大人から子どもまで楽しめるオリ
ジナルのミュージカルです。
日9月4日（日）14時～
会千葉県南総文化ホール大ホール
（JR内房線館山駅から徒歩20分）
出演者 熊

くま

谷
がい

彩
いろ

春
は

さん（ノノ役）、石
いし

井
い

杏
あん

奈
な

さん（ショウ役）、大
やま

和
と

悠
ゆう

河
が

さん（リリィ役）、
エハラマサヒロさん（クルス役）、石

いし

田
だ

佳
か

名
な

子
こ

さん（ハル役）、コング桑
くわ

田
た

さん（親
分役）他
定1200人
料一般6000円、U30（30歳以下）3000円
※3歳未満の入場はご遠慮ください。
問千葉県南総文化ホール

0470-22-1811

文書館　古文書講座
　古文書の解読を通じて房総の歴史を学び
ます。初心者向けの入門コース、時代背景
を読み解く初級・中級コースがあります。
日▶入門コース：11月10日（木）、17日
（木）、12月1日（木）
▶初級コース：11月11日（金）、18日
（金）、25日（金）
▶中級コース：11月2日（水）、9日（水）、
16日（水）
各13時30分～15時30分
定各30人（申込多数抽選）
申往復はがき（126円）に希望コース、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。複数コースへの申
し込み不可）
受9月16日（金）まで（必着）
※10月7日（金）に受講者を決定し、順次
お知らせします。
問 会〒260-0013千葉市中央区中央4-
15-7千葉県文書館 043-227-7552
bunsyokan5@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県文書館　 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。


