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生活に困窮する世帯へ支援金を支給
船橋ゆかりのオリパラ選手を紹介
情報ひろば
電話de詐欺の被害が急増！
フォトコンテスト入賞作品が決定
8面
楽しくお得にふなばし健康ポイント

人口

男
女

644,924人

319,408人
325,516人

世帯

面積

292,509
85.62㎢

※令 和2年国勢調査
速報値を基に集計
（令和3年6月1日現在）

新型コロナ うつらない・うつさないための対策を！

まん延防止等重点措置実施中
市内居住者の新型コロナウイルス新規陽性者数が7月に入り増加 なお、今後国からのワクチンの供給状況によっては、予約枠に変動
に転じるなか、まん延防止等重点措置の実施期間も8月22日㈰まで が生じる可能性があります。
延長となりました。感染力が強く重症化しやすいと言われているデ
ルタ株の新規陽性者も多数確認されています。引き続き「うつらな 問 船橋市新型コロナウイルス感染症対策 保健所本部☎ 409-1898
い」
「うつさない」ための対策の徹底をお願いします。
ワクチン接種の予約はできません。
！ この番号にかけても、
また市では、個別接種と集団接種を並行しワクチン接種を進めて
おり、ワクチンの効果を高めるため、1人につき2回分のワクチンを
ワクチン接種については２面をご覧ください
確実に確保できる体制を見極めながら、予約を受け付けています。

最前線の医師に質問！ワクチン接種Q&A
市では12歳以上の人への新型コロナウイルスワクチン接種券を発送しました。ワクチンを接種するか悩んでいる、不安なことや

分からないことがある人はいませんか。
皆さんの疑問に専門家がお答えします。

Q

A
船橋市医師会
新興再興感染症等対策委員会

浅原 新吾 委員長

（※）mRNA（メッセンジャー
RNA）
ワクチンとは？

mRNAワクチンでは、ウイ
ルスのタンパク質を作る基に
なる情報の一部を注射します。
身体の中で、この情報を基に、
ウイルスのタンパク質の一部
が作られ、
それに対する抗体な
どができることで、
ウイルスに
対する免疫ができます。
注射す
るmRNAは、数分から数日と
いった時間の経過とともに分
解され、人の遺伝情報（DNA）
に取り込まれることはないと
考えられています。
（出典：厚生労働省「新型コロ
ナワクチンQ&A」
）

海外、日本での治験の結果や、その後の実際
の接種状況から、アナフィラキシーなどの副
反応はまれに見られるものの、安全性は確認
されています。ファイザー製、モデルナ製のワ
クチンは、いずれもmRNAワクチン（※）で、作
用や副反応も類似しています。どちらを選択
されてもよいでしょう。

Q
A

ワクチン接種は安全なのか心配です。
接種する場合は、個別接種・集団接種
で使用されているファイザー製と、
職域
接種等で使用されているモデルナ製の
どちらのワクチンがいいのでしょうか？

ワクチンを接種すれば、新型コロナ
ウイルスにかからなくなるのですか？
なぜ、ワクチンは新型コロナウイル
スへの対策になるのでしょうか？

ワクチンを接種しても、絶対に新型コロナ
ウイルスに感染しない訳ではありませんが、
感染しても軽症で済む場合が多いと報告され
ています。
接種が進めば多くの人が新型コロナウイル
スに対して免疫を獲得し、感染者が減少する
という仕組みです。実際、ワクチン接種が進ん
だ国では感染者が明らかに減少しています。

Q
A

未成年の子どもに接種させるのが不
安です。未成年がワクチンを接種して
も問題ありませんか？

基礎疾患のある人も含め、未成年の人への
接種はデメリットよりもメリットが高いと考
えられています。あくまで強制ではないため、
ご家族内でよく相談してお決めください。か
かりつけの医療機関がある人は担当の医師に
ご相談ください。

Q
A

▶

副反応には主にどのような症状が見
られ、
どのくらいで治まりますか？
自身や家族に副反応の症状が見られ
たら、
どうしたら良いですか？

接種部位の痛み、疲労感、頭痛、筋肉痛、発
熱、関節痛、吐き気などがあります。1回目の
接種後より、2回目の接種後の方が副反応が
強く出る傾向にあります。
痛みや発熱、
頭痛などは、
症状が強くてつら
ければ解熱鎮痛剤を内服することをお勧めしま
す。
これらの副反応は多くは接種当日から数日
以内に治まります。
その他、ご心配な点がありましたら、接種し
た医療機関や、千葉県新型コロナワクチン副
反応等専門相談窓口（2面参照）にご連絡くだ
さい。

まん延防止等重点措置の延長に伴い、
一部の公共施設の利用制限を延長
しています。詳細は市ホームページ
（右コード）
をご覧ください。
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集団接種

新型コロナワクチン接種のご案内
ファイザー製

予約は現在も空き状況に応じて受け付けています。なお、7月18
日㈰午前8時から、市役所11階大会議室の8月8日㈰以降分の予約
ができます。

会

場

開催日時

イオンモール船橋（山手1）

午前9時～午後8時

毎日

午前10時～午後7時

中山競馬場（古作1）

毎週土曜日・日曜日
無料シャトルバスあり
（JR 西船橋駅〜京成 東中山駅〜 午前9時～午後5時
中山競馬場）
市役所11階大会議室（湊町2）
北部公民館講堂（豊富町）

毎週日曜日
午前9時～午後5時

▪国のワクチン供給量によっては、変更が生じる場合があります。
▪各会場への地図や予約の空き状況などの詳細は市ホーム
ページ（右コード）からご覧ください。
▪集団接種会場や、イオンモール船橋内の総合クリニック
ドクターランド船橋へ集団接種の問い合わせは、行わないで
ください。

市内の医療機関にはワクチンを優先的に供給しており、休診日に
接種している医療機関もあります。

会場

個別接種の予約方法

■ 65 歳以上の人

かかりつけ医や居住地近くの医療機関に、直接電話やインター
ネットで※市予約システムから予約できる医療機関もあります

■ 64 歳以下の基礎疾患のある人

かかりつけ医に相談の上、接種の申し込みをして
ください

▲基礎疾患とは
基礎疾患の例
慢性の呼吸器・心臓
（高血圧含む）
・腎臓・肝臓の病気や糖尿病、
血液の病
気、
免疫機能の障害、
重症心身障害、
重い精神疾患など

■上記以外の人

原則 7 月 26 日㈪以降、かかりつけ医や居住地近くの医療機関に、
直接電話やインターネットで
※7月26日㈪以前に接種できる医療機関もあります。対象の医療機関は
右上コード
（医療機関一覧）
から確認していただくか、
直接医療機関へお
問い合わせください

2回目の接種日は、
1回目の接種日の3週間後（1回目と同じ会場・曜日・
時間）になります。3週間後のご自分の予定が空いているかご確認の上、
1回目の接種を予約してください。

右コードからお申し込みください

貴重なワクチンを無駄にしないためのお願い

予約を変更した際は変更前の予約先に、接種に行けないことが分かっ

システムの利用方法の動画を作成しました。右コード
からご覧ください。

ワクチンを接種したら

◀予約
システム

※一部の個別接種も予約可

接種当日
の注意点
◀利用方法
の動画

市ワクチンコールセンター

（船橋市新型コロナウイルスワクチン接種・相談特設
コールセンター）
午前8時〜午後5時
※㈯㈰㈷㉁を含む

メール・FAXでの予約はできません

※ワクチンに関する一般的な相談もできます
かけ間違いが多く発生しています。
おかけ間違いのないよう、
ご
！ 注意ください

聴覚に障害がある人専用
FAX

！

た際は予約先に、
必ずキャンセルの連絡をしてください。

市予約システム

！

市内の医療機関 169カ所（ 7 月 7 日現在 ）

医療機関一覧は郵送した接種券に同封してあります。また、
市ホームページでも医療機関ごとの予約方法など最新の情報を
掲載しています。詳しくは右コードからご覧ください。
▲医療機関一覧

集団接種の予約方法

☎050 -5526 -1142

ファイザー製

※かかりつけ患者のみに対応する医療機関を含む

旧船橋グランドホテル（本町7） 毎日
駐車場なし

個別接種

047-409-2952

Eメール corona-soudan@city.funabashi.lg.jp

当日の持ち物（個別・集団共通）
肩を出しやすい
■接種券
服装で行きま
■記入済みの予診票
しょう
■本人確認書類
（マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など）

⃝当日の激しい運動は避ける

⃝注射した部分は清潔に保つ
（入浴は可能）
⃝注射した部分はこすらない

ワクチンは、発症や重症化を抑制するもので、接種したからといって完全
に感染しなくなるわけではありません。接種後や1回目と2回目の接種の間
に発症し、
人にうつしてしまうこともあります。

接種後も基本的な感染対策の徹底を！
⃝マスクの着用
会話をしない

⃝マスクを外しているときは

⃝手指消毒の徹底

ワクチン接種後に、いつもと違う体調の変化や異常があった場合は、
下記の副反応等専門相談窓口に相談してください。

千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口

☎03-6412-9326
聴覚に障害がある人専用

※24時間対応。㈯㈰㈷㉁を含む

FAX

043-224-8910

発熱、のどの痛み、咳などの症状があり受診したい
かかりつけ医や身近な 医 療 機 関 が あ る
（ 病院が休みのときはいいえへ ）

（7月7日現在）

はい

いいえ

船 橋市新型コロナウイルス
感染症相談センターへ

☎ 047 - 409 - 3127
㈪〜㈮：午前9時～午後7時
㈯㈰㈷㉁：午前9時〜午後5時

※千葉県発熱相談コールセンター
（☎0570-200-139）
では24時間
（㈯
㈰㈷㉁を含む）
相談を受け付けています
※言語・聴覚障害がある人は FAX 047-409-2952へ
※緊 急を要する場合は、救急車を呼んでください（119番）。
発熱等がある場合は必ず救急隊に伝えてください

医療機関へ必ず電話等で
相談か受診の予約をする

がある
発熱等 ず
必
ことを ょう
し
伝えま
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新型コロナの影響を受けた事業者が対象

市独自

最大15万円を支給します
問 商工振興課☎ 436-2472

飲食店の休業・時短営業・酒類提
供停止または外出自粛等の影響を受
けている卸売業や小売業、サービス
業などの中小法人・個人事業者を支
援するため、国の月次支援金の対象
とならない事業者（県協力金の対象
となる飲食店等を除く）を対象に、
市独自で支援を行います。詳しくは
市ホームページ（右コード）をご覧
ください。
〈対象〉3年4～6月の期間における前
年および前々年の同月比の売上高減

少率が、20パーセント以上50パーセ
ント未満かつ売上高減少額が5万円以
上の月がある中小法人・個人事業者
〈助成額〉月額5万円（最大３カ月分）
〈支給時期〉申請後最短1週間で支給
〈申込み〉
12月15日㈬
（消印有効）
まで
に、
申請書等を商工振興課
（〒273-8501※住所不要）
へ※オンライン申請可
（右
コード）
▪申請書は同課で配布するほか、市
ホームページからも取り出せます。

JR津田沼駅北口歩道上の
駐輪場を一部閉鎖します 問 都市整備課☎ 436-2293
10/1 ㈮～

線
成
京
新

閉鎖範囲

JR
線

武

総
津田沼駅第１
駐輪場
津田沼駅

3年第2回
市議会定例会

4年4月採用予定

試験区分

保育士
栄養士
心理
作業療法士

日程等

考古

20人 27歳以下で、保育士登録をしているか4年3月ま
程度 でに登録見込みの人
若干名

24歳以下で、栄養士免許を有するか4年3月まで
に取得見込みの人

4人 39歳以下で、臨床心理士または公認心理師の登録
程度 をしているか4年3月までに登録見込みの人
若干名

39歳以下で、作業療法士免許を有するか4年3月
までに取得見込みの人

29歳以下で、次の要件を全て満たす人
○学校教育法に規定する大学（ 短期大学を除く ）
または大学院で日本考古学を専攻し（ 歴史学・文
化財学等の専攻で日本考古学に関する課程を履
若干名
修した場合を含む ）卒業（ 修了 ）したか4年3月ま
でに卒業
（ 修了 ）
見込みの人
○普通自動車第一種免許を有するか、4年3月ま
でに取得見込みの人

19

3

23歳以下で、学校教育法に規定する高等学校ま
一般
40人 たはこれと同等と認める学校等を卒業したか4年
消防
消防吏員
程度 3月までに卒業見込みの人
救急
25歳以下で、救急救命士免許を有する人

次の要件を全て満たす人
○次の手帳等のうちいずれかの交付を受けてい
るか筆記選考日までに交付見込みの人
・身体障害者手帳または指定医、産業医、健康管
理医による障害者の雇用の促進等に関する法律別
表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書
・療育手帳等または児童相談所、知的障害者更生
初級一般行政
相談所等による知的障害者であることの判定書
若干名
（ 障害者 ）
・精神障害者保健福祉手帳
○29歳以下で、学校教育法に規定する高等学校
またはこれと同等と認める学校等を卒業したか4
年3月までに卒業見込みの人
○通常の勤務時間
（ 原則として週38時間45分、1
日7時間45分 ）
に対応できる人
※活字印刷文による出題に対応できない人は職
員課人材育成室にご相談ください

〈 選考日 〉 月 日㈰
〈 受験案内配布・受付期間 〉
８月 日
㈫まで

20歳以下で、学校教育法に規定する高等学校ま
たはこれと同等と認める学校等を卒業したか4年
初級一般行政 若干名 3月までに卒業見込みの人。ただし、大学（ 短期
大学を除く ）を卒業したか4年3月までに卒業見
込みの人は除く

高卒程度

副市長を務めていた

22

日

29

山﨑健二氏が６月

付 け で 退 任 し、 ６ 月

歳 ）が副市長に就任

日 に 新 た に、 杉 田 修 氏

（
61

杉田 修氏が
新副市長に就任

60

しました。

ま た、 同 日、 新 た に 常 勤 監 査 委 員 に 栗 林 
歳）
が就任しました。

紀子氏（

企画財政部政策企画課長

年４月 船橋市役所入所

年４月

企画財政部参事

年４月 企画部市民協働課長

年４月

企画財政部長

年４月 建設局都市計画部

年４月

定年退職

都市計画課長

年３月

〈 杉田修副市長 〉

昭和

平成

令和

21 18 59

対象年齢
（ ※1 ）
・受験資格
（ ※2 ）

30 ～58歳で、民間企業等での職務経験が直近7
保健師
若干名
年中5年以上ある人
（ 3年7月31日現在 ）
（ 職務経験者 ）

6月28日から開かれている市議会定例会で議長、
副議長の辞職に伴う選挙が
行われ、
議長に渡辺賢次議員、
副議長に藤代清七郎議員が選ばれました。

2 27 25 24

募集
人数

30 ～58歳で、民間企業等での職務経験が直近7
上級土木
若干名
年中5年以上ある人
（ 3年7月31日現在 ）
（ 職務経験者 ）

問 議会事務局☎436-3022 FAX 436-3013

▲藤代清七郎副議長

市職員を募集

問 職員課人材育成室☎ 435-8642・消防局総務課☎ 435-1112

議長に渡辺賢次議員を選出
副議長は藤代清七郎議員に

また、議会役職の改選が行われ、常任
委員会および議会運営委員会の構成も
決定されました。
▪常任委員会および議会運営
委員会の構成は、船橋市議会
ホームページ
（右コード）
から
見られます。
▲渡辺賢次議長

定となった ③総合支援資金の再貸付
の相談をしたものの、申し込みに至
らなかった）※収入・資産の要件あり
○求職活動中または生活保護申請中
である 〈支給額（月額）〉○単身世帯
⇨6万円 ○2人世帯⇨8万円 ○3人以
上世帯⇨10万円 〈支給期間〉3カ月
〈申請期限〉8月31日㈫（消印有効）
対象に該当する人で申請書が届いて
いない人は、早めにお問い合わせく
ださい。
▪詳しくは、市ホームペー
ジ（右コード）をご覧くだ
さい。

受験資格、受付期間、申し込み方法などの詳細は必ず受験案内で確認してく
ださい。なお、今年度は心理、作業療法士の試験方式を変更しています。

専門職等

▪申請書・利用案内は
同課、船橋駅前総合窓
口センター
（フェイス 5
階 ）、 各 駐 輪 場・ 出 張
所・連絡所で配布する
ほか、市ホームページ
からも取り出せます。
▪詳しくは同課までお
問い合わせください。

新型コロナウイルスの影響で、
緊急
小口資金の貸し付けを受け、
さらに総
合支援資金の再貸付を借り終わった
世帯など一定の要件を満たす生活に
困窮する世帯（生活保護世帯を除く）
に、
新型コロナウイルス感染症生活困
窮者自立支援金を支給します。
再貸付
の申し込みをした人には申請書を送
付しています。
〈対象〉次の全てに該当する世帯○緊
急小口資金等の特例貸付を利用でき
ない（①総合支援資金の再貸付を借
り終わった、
または8月までに借り終
わる ②総合支援資金の再貸付が不決

〈 試験日 〉
９月 日㈰
〈 受験案内配布・受付期間 〉
８月 日㈫まで

津田沼駅第 4
駐輪場

問 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当☎404-1455

大卒
程度

一時利用専用の津田沼駅第１駐輪場の一部（ 150 台分 ）が 10 月 1 日㈮か
ら利用できなくなります。閉鎖範囲は自転車等放置禁止区域となりますの
でご注意ください。なお、定期利用専用の津田沼駅第 4 駐輪場を 4 月 1 日か
ら増設していますので、利用をご検討ください。
津田沼駅第 4 駐輪場の利用申請
〈 1カ月当たりの利用料金（ 税込み）
〉○一般⇨上段 550 円、下段 770 円 ○高
校生以下⇨上段 270 円、下段 380 円※市外の人は約 1.5 倍の料金。台数に限
りあり 〈 申請方法 〉○インターネット申請⇨市ホームページから申し込み
○申請書⇨都市整備課（ 〒 273-8501 ※住所不要 ）
へ郵送または持参

生活に困窮する世帯へ支援金を支給

10
31

10

※1 年齢は3年4月1日現在
※2 受験資格の詳細は、受験案内をご覧ください
▪受験案内は○消防吏員⇨消防局総務課、各消防署・分署、消防の各出張所 ○そ
れ以外⇨職員課、職員課人材育成室、船橋駅前総合窓口センター、各
出張所・連絡所で配布するほか、市ホームページ（ 右コード ）からも取
り出せます。郵送を希望する人は、140円切手を貼った宛先明記の返
信用封筒（ A4判 ）を同封し、希望試験区分を朱書きして、職員課人材
育成室（ 〒273-0011湊町2-6-10 ）
へ。
▪原則市ホームページ（ 右上コード ）
からオンライン申請をしてください。
▪新型コロナウイルスの感染状況等により試験日等が変更になる場合があります。
詳しくは市ホームページ等でお知らせします。

①国民健康保険料（第2期）②後期高齢者医療保険料（第1期）③介護保険料（第2期）の納期限は8月2日㈪です

問

①②国保年金課☎436-2395
③介護保険課☎436-2303
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晴れ舞台で羽ばたけ
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船橋ゆか
東京2020オリンピック・パラリンピックの開催が近
づいてきました。
約60年ぶりに東京での開催となる今
大会で、
日本人選手の活躍に期待が高まります。
今号で
は、
今大会への出場が決まった船橋ゆかりの選手を紹
介します。
みんなで熱いエールを送りましょう！

オリンピック

バスケットボール
千葉ジェッツふなばし

体操競技

富樫選手からのコメント
橋本選手からのコメント

提供 JGA/
アフロスポーツ

橋本 大輝選手
（市立船橋高校出身）

オリンピックへの出場は、
小さい頃からの夢でも
うれ
あり、出場できることに嬉しさを感じています。市立
船橋高校で満足のいく結果を出すことができ、船橋
市のサポートもあって、結果が出たのだと思ってい
ます。新型コロナウイルスの影響もあり、今社会が混
乱していますが、記憶に残る良い演技をして少しで
も夢と希望を与えられるように頑張ります。自分の
ベストを出せるように頑張りたいと思いますので応
援よろしくお願いします。

かや

わたる

萱 和磨選手

谷川 航 選手

（船橋ジュニア体操
クラブ出身）

（市立船橋高校出身）

提供 JGA/
アフロスポーツ

提供 JGA/
アフロスポーツ

日程
男子予選

7/24㈯

男子団体決勝
男子個人総合決勝
男子種目別ゆか決勝／男子種目別あん馬決勝
男子種目別つり輪決勝／男子種目別跳馬決勝
男子種目別平行棒決勝／男子種目別鉄棒決勝

7/26㈪
7/28㈬
8/1㈰
8/2㈪
8/3㈫

時間
10：00〜12：30
14：30〜17：00
19：30〜22：00
19：00〜22：10
19：15〜22：10
17：00〜20：10
17：00〜19：40
17：00〜19：25

東京2020オリンピック聖火リレーの
点火セレモニーが実施されました

問 政策企画課☎436-2932
新型コロナウイルスの影響で県内全区
間における聖火ランナーの走行が中止と
なった代わりに、各セレブレーション会場
で点火セレモニーが実施されました。船橋
市在住で「船橋市東京2020オリンピック競
技大会事前合宿招致等アドバイザー」であ
る鶴見修治さんを含む、市内を走る予定で
あったランナーが、7月3日に松戸中央公園
（松戸市）に集いました。セレモニーでは、ス ▲写真右は鶴見修治さん（1960年
ローマオリンピック・1964年東
テージ上でトーチに灯した聖火をつなぎ、 京オリンピック体操男子団体金
最終ランナーが聖火皿に聖火を灯しました。 メダリスト）

競技日程・時間は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会公式
ウェブサイトから抜粋しています（7月8日現在）。
発見！
新しい
”と船橋
“ぎゅっ

市広報番組

©JBA

富樫 勇樹選手

©JBA

エドワーズ選手からのコメント
東京オリンピックに出場できることになり本当に
ワクワクしています。オリンピックでプレーできるこ
と、日本の代表になれることはアスリートとしての生
涯の夢です。大きな名誉と責任を感じていますが、こ
の機会を楽しみにしています。一生懸命戦い、皆さん
に誇りに思ってもらえたらと思います。頑張ります！

ギャビン・エドワーズ選手
日程

時間

7/26㈪ 21：00〜23：00

男子
予選ラウンド

7/29㈭ 13：40〜15：40
8/1㈰

男子準々決勝

8/3㈫

日程
男子準決勝

13：40〜15：40

男子決勝戦

10：00〜12：00

男子3位決定戦

時間
13：15〜15：15

8/5㈭

20：00〜22：00
11：30〜13：30

8/7㈯

20：00〜22：30

13：40〜15：40
17：20〜19：20
21：00〜23：00

陸上競技
伊東選手からのコメント
自国開催のオリンピックという特別な舞台に選手
として参加できることを大変誇りに思います。船橋と
いう町を好きになった船橋小時代、陸上を始め成長し
た船橋中時代を経て今の私があります。皆様へ良いご
報告が出来るよう頑張ってまいります！
り

く

や

伊東 利来也選手
（船橋中出身）

日程

時間

男子4×400メートルリレー予選

8/6㈮

19：50〜22：55

男子4×400メートルリレー決勝

8/7㈯

19：00〜22：20

パラリンピック
アーチェリー

ふなばしCITYNEWS
問 広報課☎436-2014

〜見どころ〜
この紙面で紹介している選手たち本人のビデオメッセージとともにプロ
フィールや大会情報のほか、これまでの市内のオリンピック・パラリンピック
へ向けた取り組みを紹介します。

いつも千葉ジェッツふなばしをサポートしていた
だきありがとうございます。皆さんの応援・期待に応
えられるようにオリンピックの舞台でもスピードを
生かしてプレーしたいと思います。まず初戦スペイン
に勝てるようにしっかり準備していきたいと思いま
す。頑張ります！

たかひろ

長谷川 貴大選手
（御滝中出身）

小学５年生時に地元船橋でアーチェリーを始めた
長谷川選手は、大学時代、北京パラリンピックに出場
し、団体で４位に入賞しています。
会社に入社後、競技を一時離れていましたが、東京
オリンピック開催決定を機に、出場に向けて挑戦を決
意。仕事と日々４時間以上の練習の両立を果たし、３
月に行われた選考会で代表の切符を見事手中に収め
ました。長谷川選手の活躍にご注目ください。

▪広報ふなばし6月1日号（右コード）12面でも長谷川選手を紹介し
ています。ぜひご覧ください。
男子個人リカーブ オープン ランキングラウンド

テレビ ※上記内容は7月31日㈯まで

YouTube

J:COMチャンネル（地デジ11ch）
広報課公式YouTubeチャンネル
毎日 正午〜午後0時15分
▪右コードから見られます
午後8時〜8時15分
（バックナンバーあり）。
▪番組編成の都合で、時間が変更にな
る場合があります。

男子個人リカーブ オープン 1回戦
男子個人リカーブ オープン
2回戦・準々決勝・準決勝・3位決定戦・決勝
混合チームリカーブ オープン 1回戦
混合チームリカーブ オープン
準々決勝・準決勝・3位決定戦・決勝

日程

時間

8/27㈮

14:00〜17:00

9/3㈮

9/4㈯

10:00〜14:15
17:30〜21:55
10:00〜12:40
17:30〜20:35
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凡例 ▶ 日 日時•日程

会 会場

内 内容

新型コロナの影響で、市主催
（共催）
のイベント・事業が変更・中
止となることがあります。
また、施設利用時や事業参加時は、
マ
スクの着用等の基本的な感染防止対策を徹底してください。
人／事前に申し込み
▶アロマ 虫よけスプレー作り 7月
31日㈯午前10時30分〜午後1時30分
／講師 遠郷ユミ氏（アロマサロンオー
ナー）／先着10人※10歳未満は保護
者同伴／500円／事前に申し込み
▶器官力UPトレーニング 8月1日㈰
午前9時30分〜10時30分／笑い声や
活力、筋力をアップさせて、免疫力と健
康力もアップ／講師 鳥居明美氏（ボイ
ストレーナー）／中学生以上／先着9
人／500円／事前に申し込み

施設ガイド
プラネタリウム館 ☎422-7732

えんごう

7・8月の休館日 毎週㈪、7月22日㈷、23日㈷、
8月10日㈫、24日㈫〜27日㈮
観覧料 一般500円、高校生250円
※市内在住の中学生以下は無料

▶プラネタリウム投映 時間・内容 下表
㈯㈰

内容（約1時間）※各先着50人

講 講師

対 対象

定 定員

費 費用（記載のないものは無料） 申 申込み

きを見ながら自分で
セミの種類等を調査
してみましょう。ぬけ
がらから自然環境の
変化について調べてみませんか。
対 小学生以上 問 環境政策課☎4362450
▪調査の手引きは、同課、各公民館等で
配布するほか市ホームページからも見
られます。

ども美術館 内 各学校で選出された
約580点の作品を展示 費 無料※入
園は有料 問 指導課☎436-2865

お笑い芸人・マシンガンズ滝沢と
考えるゴミ問題と地球温暖化

ワークショップ「アートを体験す
る3日間」

日 8月18日㈬午後2時〜3時 会 市民
文化創造館
（きらら） 対 市内在住の小
学生以上※小学3年生以下は保護者同
伴 定 100人（多数は小学生を含むグ
今夜の星空生解説と映像番組
飛ノ台史跡公園博物館 ☎495-1325
「星の誕生」
ループを優先に抽選） 申 7月30日㈮
一般
7・8月の休館日
15：30〜
8/28㈯から新番組
「コンステ
向け
（必着）
までに、
はがきにイベント名、代
毎週㈪（8月9日を除く）、8月10日㈫
レーションズ夜空に輝く星々
と星座の世界」
入館料 一般110円、小学生〜高校生50円
表者の住所・電話番号、
参加者全員の氏
※市内在住の中学生以下は無料
※7月21日㈬〜8月31日㈫の平日
（休館日を除く）
名
（ふりがな）
、
子どもの学年を書いて、
も上記の内容で投映します。
開始時刻に遅れる
環境政策課
（〒273-8501※住所不要
同館では自宅で楽しめる無料ワーク
と入場できません。㈫〜㈮は20人以上の団体
投映可
（10日前までに申し込み）
へ
（オンライン申請可）
ショップの材料を配布しています。
詳し ☎436-2465）
▶星を見る会 8月21日㈯午後7時〜 くは市ホームページをご覧ください。
犬・猫の譲渡会
／月、木星、土星の観察／市内在住の ▶8月上旬の体験ワークショップ
日 8月7日㈯午後1時30分〜4時（1組
幼児以上（中学生以下は保護者同伴）
8月
内容
定員
30分） 会 動物愛護指導センター 定
／30人（多数は抽選）／7月27日㈫（必
粘土でミニ土器・土偶を作
3㈫、6㈮
ろう（200円）
先着5組 申 事前に同センター☎435着）までに、はがき（1家族1枚まで）に
魚が動く！ペットボトル水
3916へ※譲渡には条件があります
代表者の住所・氏名・電話番号、参加人
4㈬
族館（100円）
▪譲渡可能な動物がいない場合は中止
数（5人以内）を書いて、同館（〒273博物館見学（バックヤードツ 各先着
7㈯
となります。
アー）＆自由研究相談会（無料） 8人
0863東町834）へ（同館ホームページ
ふしぎ！くるくる回っての
からも申し込み可）※当選者のみ、はが
8㈷
ぼる昆虫（300円）
小・中・特別支援学校
「夢・アート展」
きで通知
コハクを使った勾玉作り
9㉁
日 7月22日㈷〜8月5日㈭午前9時30
（2200円）
温浴施設ふなばしメグスパ ☎457-5151
分〜午後5時 会 アンデルセン公園子
※有料のワークショップは要予約。時間・対象
今夜の星空生解説と映像番組
11：00～、 キッズ「クルムカとマジックロケット」
13：30〜 向け 8/28㈯から新番組「タケルく
ん・昼と夜はどうしてあるの」

営業時間 午前9時～午後9時
休館日 毎週㈪※㈷㉁の場合は翌平日
利用料 一般500円、中学生以下250円、
未就学児無料、65歳以上400円
▪まん延防止等重点措置期間中の営業時
間は変更となっている場合があります。
詳
しくはお問い合わせください。

等はお問い合わせください

65歳以上

趣味 · 教養 · 学習

の皆さんへ

「効果的に叱る」
上手な人の育てか
た講座

▶夏のフラワーアレンジ「オーナメン
ト作り」 7月22日㈷午前11時〜午後
3時／九州シラス台地の自然土を使っ
た 台 座 に 、花 や 貝 な ど を 飾 る ／ 講 師
緒続恵里子氏（IFA公認リーダー講師）
／先着10人※10歳未満は保護者同伴
／1500円／事前に申し込み
▶やさしいヨガ 7月24日㈯午後1時
50分〜2時30分／体ほぐしと簡単な
ポーズ／講師 佐古佐知子氏（ヨガイン
ストラクター）／中学生以上／先着9

日 8月21日㈯午前10時30分〜午後0
時30分 会 西部公民館 内「他人か・
自
ん の
講 菅野
分
・
モノを傷つけない」
𠮟り方
しょう こ
ア ン ジ ェ・ガ ー デ ィ エ ン
昭 子氏（AngeGardien代表） 対 市内
在住・在勤・在学の人 定 先着20人※
保育あり（1歳〜就学前。6人。1週間前
までに要予約） 申 事前に市民協働課
☎436-2107へ

おつづき

セミのぬけがらを探してみよう
市内でセミのぬけがらを探し、手引

ファミリー応援企画

普段元気なひとり暮らしの高齢
者や高齢者のみの世帯の人が、けが
や病気、急な体調変化などで日常生
活に支障が生じた場合に、一時的な
援助を行う支援員を派遣します。
〈支援内容〉病院・薬局への付き添
い、食材の買い物や調理など※支援
員の派遣は、病気やけがなど1事例
につき1回まで。身体介護や預貯金
の引き出し・口座への預け入れ等は
不可
〈利用できる人〉
市内在住の在宅で65

にほんごであそんじゃう？

夏休みワークショップ

鍵盤ハーモニカ ワークショップ＆ミニ公演

8月21日㈯午前の部：午前11時開演、
午後の部：午後2時開演

©小沢芳彦

好評発売中

アフタヌーンコンサート 世界の心弾む音楽

〜溢れるヴァイオリンとピアノの音色〜
7月17日㈯午後2時開演

〈全席指定〉
一般1000円、
高校生以下500円
〈出演〉
尼崎有実子
（バイオリン）
、
野原舞花
（ピアノ）

参加者募集！市民演劇2021
アンデルセン朗読劇

スポーツ
市民スポーツ大会
▶バドミントン 8月15日㈰午前9時
〜／船橋アリーナ／リーグ戦・トーナ
メント方式：混合ダブルス（1〜4部）、
初級者ダブルス／市内在住・在勤の人
／各先着16組／1人1800円／8月6日
㈮までに、市バドミントン協会・中屋☎
047-338-7487へ

問 高齢者福祉課☎436-2352

歳以上のひとり暮らしの人や高齢者
のみの世帯で、介護認定を受けてい
ない人
〈派遣時間〉㈪～㈮午前9時～午後5
時※㈷㉁、年末年始は除く
〈利用料〉1時間につき500円※病院
などへの付き添い等に必要な交通
費等は別途実費負担あり
〈申込み〉
（ 公財）船橋市福祉サービ
ス公社☎436-2832へ※原則、申し
込みのあったその日のうちに支援
員を派遣します

窓口・電話は9:00～17:00※毎週㈪休。ファミリーコンサートを除き
未就学児の入場不可

好評発売中
こども
向け

7月25日㈰午後1時〜3時45分

〈全席指定〉一般2000円、3歳〜中学生500円
※3歳未満の入場不可
〈出演〉おおたか静流ほか

日 ①8月20日㈮⇨アーティストと作る
アニメーション ②21日㈯⇨錯視ブ
ロック ③22日㈰⇨和紙と墨を使った
アート 時間各午後1時〜4時 会 市
民ギャラリー 対 ①②小学生 ③3歳〜
小学生※小学生未満は保護者同伴 定
先着①②20人 ③30人 費 各500円
申 事前に同ギャラリー☎420-2111へ
▪8月23日㈪〜29日㈰午前10時〜午
後5時に、制作した作品を市民ギャラ
リーで展示します。

☎434-5555
市民文化ホール（本町2-2-5）

ミニ公演のみ受け付け中
こども
向け

日 7月27日㈫〜8月8日㈷午前10時〜
午後7時※8日は4時まで 会 市民
ギャラリー 内 市出身者をはじめと
した若手芸術家たちの作品を展示
問 同ギャラリー☎420-2111

緊急一時支援員がお手伝いします

窓口・電話は9：00～20：00※㈯㈰㈷は17：00まで。
毎月最終㈪休。
ファミリー応援企画、
ワークショップを除き未就学児の入場不可

好評発売中

ふなばし現代アート展
「アラカルト」

急な病気やけがで困ったときは…

市民文化創造館（きらら）☎423-7261（本町1-3-1フェイス6F）
Web
チケ

問 問合せ

Web
チケ

千葉交響楽団特別演奏会ファミリーコンサート
in 船橋〜どこかで聞いたクラシックからドラゴンクエストまで〜
8月22日㈰午後2時開演

〈講師〉KEYsiDE
（キーサイド）
〈全席指定〉一般2000円、高校生1000円、4歳〜中学
▶ミニ公演 午後3時10分〜／先着100人／事前に申 生500円※4歳未満の入場不可 〈出演〉山下一史（指
揮）、船橋さざんか少年少女合唱団
し込み※詳しくは市ホームページをご覧ください
Web
チケ

好評発売中

ようこそ、
大草原のローラの音楽会へ！

9月18日㈯午後3時開演
〈全席指定〉
一般2000円、
高校生以下1000
円、
ペアチケット3600円
〈出演〉谷口由美子
（構成･進行・朗読）
、菅原
真理子
（ピアノ・作曲・編曲）
、
福山陽子
（バイ
オリン）

〈本公演〉
11月19日㈮、
20日㈯ 〈説明会〉
8月11日㈬午後7時〜 〈募集
期間〉
8月11日㈬〜31日㈫※詳しくは市ホームページをご覧ください

Web
チケ

好評発売中

戯曲音劇「セロ弾きのゴーシュ」

10月23日㈯午後1時30分
開演
〈全席指定〉
S席一般4000円、
A席一般3000円、
A席高校生
以下1000円
〈出演〉細谷佳正（朗読）、佐藤
細谷佳正
佐藤翔
翔
（チェロ）
、
安藤美陽
（バイオ PHOTO:奥本昭久
リン）
、
長谷川稚紗
（クラリネット）
、
小林孝彦
（打楽器）
、
青木瞭弥
（ピアノ）

Web のマークは、
チケットをインターネット
（右コード）
からでも予約・購入できます。 ※チケット代のほか、手数料が必要な場合があります
チケ

凡例 ▶ 日 日時•日程

健康

会 会場

内 内容

講 講師

対 対象

定 定員

なんでも食事相談（8月）

糖尿病、
高血圧症、
ダイエットなどの食
事の相談に、
栄養士が電話で応じます。
日 下表 時間各午前10時〜午後2時
保健師等の専門職が手帳の説明や妊 50分（1人30分間の個別相談。予約制）
娠・出産・育児に関する相談、
事業案内、 対 市内在住の20歳以上の人 定 各先
妊娠出産支援プラン作成等を行います。 着6人 申 事前に希望する各保健セン
妊娠が分かったら、
各保健センター等の ターへ
窓口で母子健康手帳の交付を受け、定
日程（8月）
申込み
期的に健診を受けましょう。
窓口にはマ
16㈪
東部保健センター☎466-1383
20㈮
北部保健センター☎449-7600
イナンバーカード、
または有効な通知カ
ード
（住所・氏名・性別・生年月日全てが
骨粗しょう症予防相談（8月）
住民票に記載の事項と一致しているも
の）
と身分証明書をお持ちください。
日 会 下表 時間各午前10時〜午後3
交付場所市役所1階（母子健康手帳交 時45分（測定を含め15分ごとの予約
付コーナー）、船橋駅前総合窓口センタ 制）※27日は午前11時45分まで 対
ー（フェイス5階）10番窓口、各保健セ 市内在住の20歳以上の人※骨粗しょ
ンター 問 各保健センター（中央☎ う症治療中の人を除く 定 各先着20
423-2111、東部☎466-1383、北部☎ 人※27日は8人 申 事前に希望する
449-7600、西部☎047-302-2626）
各保健センターへ

「母子健康手帳」は全て保健師等
がお渡ししています

乳幼児の各種相談・健診（8月）
対象となるお子さんがいる家庭に
は、問診票等を送りました。
▶4カ月児健康相談 対 令和3年4月
生まれ／問診票
▶1歳6カ月児・3歳児健康診査 対 ○
1歳6カ月児⇨令和2年1月生まれ ○3
歳児⇨平成30年4月生まれ／問診票
▶2歳6カ月児歯科健康診査 対 平成
31年2月生まれ／健診票
▪問診票等が届かない人や6月（歯科
健康診査は7月）以降に転入した人は、
各保健センター（中央☎423-2111、東
部☎466-1383、北部☎449-7600、西
部☎047-302-2626）へお問い合わせ
ください。

特定の疾病により対象年齢内に
予防接種を受けられなかった人へ
長期にわたり療養を必要とする特定
の疾病が理由で、対象年齢内に定期の
予防接種を受けられなかった人は、接
種可能になった日から2年以内であれ
ば、対象年齢を超えていても受けられ
ます。ただし、BCGは4歳、肺炎球菌は
6歳、ヒブは10歳、四種混合は15歳に
達するまでです。対象となる疾病など
詳しくは、市ホームページをご覧にな
るかお問い合わせください。
問 保健所健康づくり課☎409-3836

日程（8月）

会場・申込み
西部保健センター
2㈪、
5㈭、
6㈮、
17㈫、
20㈮
☎047-302-2626
中央保健センター
25㈬〜27㈮、30㈪、
31㈫
☎423-2111

胃がん検診の登録をしましょう
胃がん検診を受けるには事前登録が
必要です。
対 内 費 ○40歳代の偶数年齢⇨X線
（バ
リウム）1000円 ○50歳以上の偶数年
齢⇨X線（バリウム）1000円または内
視鏡検査1500円※年齢は4年3月31
日現在 申 4年2月10日㈭までに、①
電話⇨保健所健康づくり課☎4093404へ ②はがき⇨希望する検診名、
住所・氏名（ふりがな）
・電話番号を書い
て同課（〒273-8506※住所不要）へ
③市ホームページからオンライン申請
▪奇数年齢で、偶数年齢時に受診でき
なかった人は、①または②の方法で申
し込むことで受けられます。受診でき
る医療機関の一覧は、受診券に同封し
ています。

〈音楽・演奏・発表会〉
▶船橋吹奏楽団定期演奏会 7
月23日㈷午後3時〜／市民文
化ホール／400円※小学生以
下無料／事前に薄井☎0801297-9368へ
〈その他〉
▶夏休み親子防災教室 7月17
日㈯午前10時〜午後2時※小雨
決行／国土交通省船橋防災セン
ター（東船橋5）／降雨・地震体験
／同センター☎422-2101
▶リレーマラソン大会 8月
1日㈰午前7時30分〜／行田

分※いずれも2部入れ替え制 対 市内
在住で原則65歳以上の人 定 各当日
先着25〜30人※12日は20人 問 保健
健康P
所健康づくり課☎409-3817
会場
（公民館）日時
（8月） 会場
（公民館）日時
（8月）
飯山満
2㈪①② 浜町
12㈭③④
新高根
3㈫①② 法典
16㈪③④
丸山
4㈬①② 三田
17㈫①②
夏見
5㈭①② 西部
25㈬①②
海老が作
6㈮③④ 薬円台
26㈭③④
葛飾
10㈫①② 習志野台
27㈮③④
八木が谷 11㈬①②

福祉・介護・医療の講演会・相談会
日 8月21日㈯○午後2時〜3時30分⇨
講演会「歯科について」○3時30分〜
⇨相談会 会 二和公民館 講 岡本京
氏（歯科医師） 定 先着30人 申 事前
に（公社）船橋地域福祉・介護・医療推進
機構☎047-711-4082へ※㈪㈬㈮各
健康P※講演会のみ
午前9時〜正午

募集

放課後ルーム補助員の登録者
（会計年度任用職員）
内 児童への遊びや生活の指導、施設の
清掃など 勤務場所各放課後ルーム
（市内55小学校のいずれか） 勤務日
時㈪〜㈯午後0時30分〜7時（㈯や夏
休み等は午前8時〜午後7時）の間で1
日5時間※勤務日数応相談 時給
1013円※交通費支給 任期4年3月
31日まで※再任用の場合あり 申 電
話 連 絡 の 上 、写 真 を 貼 っ た 履 歴 書 を
持って、本人が職員課☎436-2147へ

ひとり親家庭対象 ファイターズ
鎌ケ谷スタジアム無料招待

入居者

新型コロナの影響で、催し・活動等が変更・中止となることがあります。活動につ
いては主催者に確認し、参加する場合には手洗い・咳エチケットなど基本的な新
型コロナウイルス感染症対策を徹底してください。

催 し

費 費用（記載のないものは無料） 申 申込み

北海道日本ハムファイターズ主催の
イースタン・リーグ公式戦に、ひとり親
家庭の皆さんを無料で招待します。
日 ①8月14日㈯、
15日㈰ ②21日㈯、
22
日㈰各午後1時〜 会 ファイターズ鎌
ケ谷スタジアム
（鎌ケ谷市） 対 ひとり
親家庭の母、
父、
養育者およびその児童
ふなばしシルバーリハビリ体操教室 定
各10人
（多数は抽選） 申 ①7月29日
日常生活動作に必要な筋力や柔軟性 ㈭ ②8月5日㈭までに市ホームページ
などの身体機能を維持・向上させるた （右コード）
からオンライン申
めの体操です（予約不要）。
請 問 児童家庭課☎4363316
日 会 右上表 時間①午前9時50分〜
10時30分 ②11時〜11時40分 ③午
ケアハウス市立船橋長寿園の
後0時50分〜1時30分 ④2時〜2時40

※金額のないものは無料
※市民の皆さんの依頼に基づき掲載しており、内容に
ついての責任は負いかねます

公園／1チーム10人以内1万 ▶篠笛 毎週㈮午後1時〜／高
8000円／事前に木下☎080- 根台公民館／月会費3000円／
3006-1185へ
小川☎080-5420-1825
▶フルートアンサンブル（楽器
会 員 募 集
を持つ経験者） 毎月第2・4㈰
※施設の予約状況で、活動日 正午〜午後3時／二和公民館／
時・場所を変更する場合があり 入会金1000円／月会費2000
円／赤間☎090-7408-0218
ます
▶英会話（初級） 毎月3回㈯午 ▶太極拳 毎月4回㈮午前10時
前10時〜正午／中央公民館／ 〜11時30分／習志野台公民館
入会金1000円／月会費2500 ／月会費2000円／野治☎0907419-5410
円／濱地☎090-8434-3961
▶フランス語 毎月第2㈪午前 ▶フラダンス 毎月4回㈪午
9時30分〜11時30分／葛飾公 前9時〜11時30分／海神公民
民館／月会費700円／正木☎ 館／入会金1000円／月会費
2500円／田中☎431-8820
043-487-5379
はま ち

7/15日㈭〜障害者手帳アプリ「ミライロID」を導入

6

令和3年
（2021年）
7月15日 No.1525

対 市内在住の60歳以上で自炊ができな
い程度の身体機能の低下や、
自宅で自立
して生活することに不安があり、
家族の
支援を受けることが困難な人 募集居
室数①単身用1室 ②夫婦用1室 費 月
額①6万6940円〜 ②12万7880円〜
（ 収入により異なる）
※光熱 水費別途
申 7月30日㈮までに同園☎461-9994へ

税についての作文・ポスター
対 市内在学の中学生 規格①作文
⇨400字詰めの原稿用紙3枚 ②ポス
ター⇨B3判の画用紙 申 ①9月3日㈮
②17日㈮までに、学校を通じて提出
問 税務課☎436-2202
▪入賞作品は市役所1階のほか、イオ
ンモール船橋などでも展示します。

国民健康保険運営協議会委員
内 市役所で行われる年2〜3回の会議に
出席 対 次の全てに該当する人○市国

問 問合せ

健康P 健康ポイント対象

夜間・休日の急病は
夜間休日急病診療所

☎424-2327（保健福祉センター1階）
北本町1-16-55

夜間休日急病診療所は現在、
診療時間の
短縮および外科の診療を休止しています
内科・小児科

年中無休 午後9時～午前0時

※受付は午後11時30分まで

※上記以外の時間帯については、
ふなばし
健康ダイヤル24（☎0120-2784-37）
で医療機関を案内します
小児科の担当医による診療（15歳未満）

｝

▶㈪～㈮⇨午後8時～11時 ※受付はいずれも
終了30分前まで
▶㈯⇨午後6時～9時
▶㈰㈷㉁⇨午前9時～午後5時、午後6時～
9時※受付は午前8時45分～11時30分、午後1時45分
～4時30分、
午後6時～8時30分

かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所
☎423-2113 のみ

応急処置 北本町1-16-55

㈰㈷㉁⇨午前9時～正午

（保健福祉センター1階）

※受付は原則11時30分まで

当 番 医 案 内・電 話 相 談
休日調剤薬局案内・健康医療相談
ふなばし健康ダイヤル24

年 中 無 休・

☎0120-2784-37

通話料無料

健康 24時間対応・
ふ な ば し み な 健康

県の救急安心電話相談

ダイヤル回線・IP電話からは☎03-6735-8305

☎＃7009

平日・㈯⇨午後6時〜翌午前6時
㈰㈷㉁⇨午前9時〜翌午前6時

県のこども急病電話相談

ダイヤル回線・IP電話からは☎043-242-9939

☎＃8000 年中無休 午後7時～翌午前6時
こどもの救急ホームページ
http://kodomo-qq.jp/
▪受診の際は健康保険証等を持参してください。
駐車場に限りがありますので、ご注意ください。

民健康保険の被保険者で、
18歳以上 ○
直近2年間国民健康保険の資格を有し、
かつその期間の国民健康保険料を完納
している ○市のほかの附属機関の委員
になっていない ○任期中に75歳に到達
しない 募集人数3人 任期9月1日か
ら3年間※報酬あり 申 8月4日㈬
（消印
有効）
までに、小論文
「私と国民健康保
険」
（800字程度。様式自由）
に、
住所・氏
名・生年月日・電話番号・職業を添えて国
保年金課
（〒273-8501※住所不要☎
4 3 6 - 2 3 9 5 Eメール k o k uh o @ c i t y .
funabashi.lg.jp）
へ※メールの場合、
件
名は
「運営協議会委員申込み」

「ふなばし市民活動フェア」
事前説明会の参加団体
12月1日㈬〜12日㈰に開催する
「市
民活動フェア」事前説明会への参加団
体を募集します。
説明会では、
今年度か
ら新たに加わった特設サイトでの団体
紹介動画の配信やオンラインでの団体
交流会など、
フェアの開催方法を詳しく
説明します。
フェアへの参加を検討する
団体は、
説明会へご出席ください。
日 会 ○7月27日㈫午後2時〜4時⇨オン
シ ス コ
ウェブエックス
ミ ー テ ィ ン グ ス
ライン
（Cisco Webex Meetingsを使
用）○30日㈮午前10時〜正午または午
後2時〜4時⇨対面
（会場：中央公民館）
対 市内で活動している団体 申 7月23
日㈮
（必着）
までに、
申込書を市民協働課
（〒273-8501※住所不要☎436-3201）
へ
（ふなばし市民力発見サイトからも申
し込み可）
※申込書等は同課、
市民活動
サポートセンターで配布する
ほか、
市ホームページ
（右コー
ド）
からも取り出せます

アプリに障害者手帳情報を登録し、
市内有料公共施設等で提示すると、
障害者割引を受けることが
できます。
詳しくはアプリのホームページ
（右コード）
をご覧ください。 問 障害福祉課☎436-2345
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安全・安心 の まちづくり
犯罪・
交通事故
情報

3年5月末

船 橋 警 察 署☎435-0110
船橋東警察署☎467-0110

犯罪件数

空き巣
23
（ −21）

車上ねらい
37
（ −19 ）

交通事故

人身事故
（件）
515
（ ＋35 ）

死者
（人）
2
（ ＋1）

ひったくり
4
（ ＋1）

自動車盗
11
（ −7 ）

負傷者
（ 人 ） 物件事故
（件）
582
（ ＋28 ） 4631
（＋799）

▪数字は1月からの累計。
（ ）
内は前年同時期との比。数字は速報値のため、変更される場合があります。

市内で「電話de詐欺」の被害が
急増しています。その手口は多様
化し、新型コロナウイルスに便乗
した手口も増加しています。いつ
自分がだまされてもおかしくな
い状況であることに危機感を持
ち、事前にできる対策で被害に遭
わないようにしましょう。

こんな電話に要注意！
○新型コロナワクチンに便乗した
事例
「金銭を払えば予約代行する」
「後
日返還するので、まず10万円振り
込んで」
市職員がワクチン接種のため
に、金銭や個人情報を電話や
メールで求めることはありません

1 〜 5 月の市内発生状況
被害件数

54 件

（ 前年同時期比− 8 件 ）

約

お知らせ

ースト
県内ワ

2位

被害金額

2 億 3577万円

2年国勢調査速報集計の結果

ースト
県内ワ

1位

（ 前年同時期比＋約 1 億 1409 万円 ）

3年5月末現在で、昨年1年間の被害金額
である2億3050万円を超えています！

○キ ャッシュカードをだまし取ら
れる事例
「口座から現金が不正に引き出さ
れている。口座を使えなくするため
にキャッシュカードを預かる」
電話でお金の話やキャッシュ
カードの話が出たら、詐欺を
疑いましょう

少しでも怪しいと思ったら、迷わず相談を

☎0120-494-506

電話de詐欺
相談専用ダイヤル（無料）
〈受付時間〉平日午前8時30分〜午後5時15分

と思っていませんか？
「自分はだまされない」

急増！
電話de詐欺の被害が
問 市民安全推進課 ☎436-3110
まずは家の電話にひと工夫！

被害に遭わないためには「相手と会話をしないこと」が最も効果的です。
次の方法で被害を防ぎましょう。
①留守番電話設定

②発信者番号表示機能

常に留守番電話設定にしておく
ことで不審な電話に出なくて済
み、詐欺被害を予防できます

相手の電話番号が表示されるの
で、電話に出る前に知っている相
手か確認できます

③迷惑電話対策サービス

④警告・通話録音機能

警察などの情報を基に、迷惑電
話を自動判別して呼び出し音を鳴
らさずにブロックします

かかってきた電話に自動応答
し、相手に通話内容を録音すると
メッセージを流して警告します

「振り込め詐欺防止装置」を無料で貸し出し
留守番電話の設定、警告・録音機能等を犯人は嫌がり、すぐに電話を切る
ことが多いといわれています。市では、市内在住の固定電話を持っている
65歳以上の人に無料で機器を貸し出しています。
〈貸出期間〉貸出日から半年間 〈貸出場所〉市民安全推進課

消費生活センター発

慌てないで！
トイレの詰まり修理

問 ☎423-3006

夜間にトイレが詰まり、慌ててスマホで業者を探し、
「24時間対応・
1000円から」の広告を見て電話した。簡単に直ると思っていたが、
便器を外すなど大掛かりな作業になり、作業が進むたびに追加料金を言わ
れた。
途中で止められても困るので承諾していたら、10万円を超える請求を
受けた。納得できない。
事例

センターから

新型コロナの影響で、市主催
（共催）
のイベント・事業が変更・中
止となることがあります。
また、施設利用時や事業参加時は、
マ
スクの着用等の基本的な感染防止対策を徹底してください。

水道工事業者やメーカーの問合せ
水やトイレのトラブ
先を調べておく、簡単な修理道具
ルなど、緊急時に利用する「暮らし
のお助けサービス」でトラブルが （ラバーカップ等）の準備をしてお
くと安心です。賃貸住宅の場合は、
発生しており、
「 広告と違い料金が
費用負担のことも含めて事前に家
高すぎる」
「 料金を聞いてもあいま
主に確認しておきましょう。事例の
いで、終わってから高額な請求を受
ように広告の表示料金とかけ離れ
けた」などの苦情が寄せられていま
た高額な請求を受けたり、頼んだ内
す。大掛かりな修理を勧められて
も、その場は応急処置だけにして、 容と違ったりした場合は、料金を支
払うことをいったん待って、消費生
後日見積もりを取り検討しましょ
活センターに相談してください。
う。急なトラブルに備えて市の指定

市の人口は 64万2972人

2年10月1日現在の国勢調査の人
口および世帯数は次のとおりです。
○人口 64万2972人（+2万82人 ）
（ 男31万8847人、女32万4125人 ）
○世帯 28万9027（ +1万6595 ）
※（ ）内は前回調査（平成27年）との比
問 総務課☎436-2063

7月21日㈬はコンビニ等の証明書
交付サービスを休止
システムメンテナンスのため、7月

21日㈬は終日、市役所本庁舎・船橋駅
前総合窓口センター（フェイス5階）設
置のキオスク端末と、コンビニ等での
マイナンバーカードを利用した証明書
の取得はできません。
問 戸籍住民課☎436-2270

都市計画審議会を公開
日 8月5日㈭午後2時〜 会 市役所10
階第4・5委員会室 定 先着2人 申 事
前に都市政策課☎436-2522へ
議題
船橋都市計画都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針の変更（付議）
船橋都市計画区域区分の変更（付議）
船橋都市計画用途地域の変更（付議）
船橋都市計画土地区画整理事業の決定
（付議）
船橋都市計画下水道の変更（付議）

移動スーパーの
販売場所を追加

問 商工振興課☎436-2472

日常の買い物に困っている人を支援
するため、フードスクエアカスミ咲が丘
店と市が連携し、移動スーパーで巡回し
ています。今回、販売場所を7月20日㈫か
ら追加します。さらに便利になった移動
スーパーをぜひご利用ください。

オンラインでも開催

追加場所
時間
市営大穴南団地 毎週㈫15:50〜
大穴北1丁目公園 毎週㈬15:55〜
大穴東公園
毎週㈮15:45〜
※1地点15分程度滞在

問 議会事務局庶務課☎436-3014

児童・生徒 議会見学会・意見交換会

市議会では議会の役割や仕組みを理解してもらうため、小学生議会見学
会、中学生 高校生議会見学会・意見交換会を毎年開催しています。今年は、来
場とオンラインで開催します。議会の施設を見学したり、議員とお話しした
りしませんか。
〈見学会名・日時〉下表※参加は①②どちらか一方のみ
見学会名

①来場
（約2時間）

日程

小学生議会見学会

中学生 高校生議会見学会・意見交換会

②オンライン 小学生議会見学会
（約50分間）

8/17㈫

14：00〜

10：00〜
8/18㈬

中学生 高校生議会見学会・意見交換会

時間

10：00〜

11：20〜
13：40〜
15：00〜

〈会場〉
①船橋市議会
（市役所10階）②自宅ほか
（Zoomを使用）〈対象〉
市内
在住・在学の小学3年〜高校生※①の小学3・4年生は保護者同伴 〈定員〉①
各40人 ②各20人
（多数は抽選）〈申込み〉
7月21日㈬午後5時までに議会事
務局庶務課☎436-3014へ※市ホームページからオンライン申請も可
▪新型コロナの影響でイベントが変更・中止となることがあります。

コロナ禍で困窮している女性を支援

問 地域福祉課☎436-2313

生理用品を無償で配布します
新型コロナウイルスの影響で経済的に困窮している世帯等に向けて、株式
会社ルバートから500パックの生理用品が市に寄贈されました。寄贈された
生理用品を下記の場所で無償配布します。
〈配布期間〉7月16日㈮〜※無くなり次第終了
〈配布場所〉母子健康手帳交付コーナー（市役所1階）、男女共同参画センター
（フェイス5階）、
「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる（市役所別館1階）、各
保健センターほか
〈受取方法〉右コードから取得した画像を配布窓口の職員に見せる
か、掲示しているポスターを指さし、職員にお知らせください

固定資産税・都市計画税（第2期）の納期限は8月2日㈪です

問

課税⇨資産税課☎436-2222
納付⇨税務課☎436-2204
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作品がいっぱい！
まちの魅力が詰まった

問 広報課☎ 436-2792

ひかり

◀牛垣 耀さん（ 市場 ）
撮影場所：船橋大神宮

▲伴 博之さん（ 千葉市 ）
撮影場所：ふなばし三番瀬海浜公園

▲高橋 朋恵さん（ 松が丘 ）
撮影場所：ふなばしアンデルセン公園

◀岡庭 智子さん（ 三咲 ）
撮影場所：二和のニンジン畑

◀田中 葉子さん（ 市場 ）
撮影場所：海老川

写真を通じて船橋の魅力を発信する
「ふなばし魅力
発見フォトコンテスト」
の入賞6作品が決定しました。
市では、
船橋をPRするポストカードを入賞作品で作成
し、７月20日㈫から市内各施設で配布します。また、

応募のあった全300作品の写真展も8月2日㈪から
開催します。
船橋の魅力あふれる作品をぜひご覧くだ
さい！
●ポストカード配布
〈配布期間〉7月20日㈫～※無くなり次第終了 〈配布
場所〉広報課、船橋駅前総合窓口センター（フェイス
5階）
、
各公民館・出張所・連絡所・図書館、
市観光協会、
ふなばしアンデルセン公園、
ふなばし三番瀬海浜公園
●フォトコンテスト写真展
〈 期間・会場 〉○8月2日㈪～6日㈮⇨市役所1階美術
コーナー ○８月11日㈬～23日㈪⇨イオンモール船橋
▪入賞作品や審査員コメントなど詳しく
は
「魅力発信サイトFUNABASHI Style」
（右
コード）
をご覧ください。

〈入賞作品〉

「ふなばし魅力発見フォトコンテスト」入賞作品が決定

としひこ

▲湯浅 佽彦さん（ 飯山満町 ）
撮影場所：船橋漁港

音楽でまちを元気に！

「ふなばしミュージックストリート」
出演者募集

楽しく♪
お得に♪

問 同実行委員会事務局（ 文化課内 ）

ふなばし健康ポイント
問 健康政策課☎ 436-2413

☎ 436-2894

今年で8回目を迎える「ふなばし
ミ ュ ー ジ ッ ク ス ト リ ー ト 」。開 催
コンセプトを「立ち上がれミュー
ジックパワー」
として、10月17日㈰に開催します。
音楽でまちを元気にする出演者を募集します。演奏のジャンル、プロ・ア
マは問いません。また、ダンスパフォーマーも募集します。船橋のまちを音
楽で包み込みましょう。たくさんの応募をお待ちしています。
〈日時〉
10月17日㈰午前11時～午後7時
〈会場〉
市民文化ホール、船橋駅北口おまつり広場ほか
〈申込み〉8月6日㈮までに専用ホームページ（右コード）から
申し込み
※募集内容など詳しくは専用ホームページをご覧になるか、同事務局へお
問い合わせください

企画展
「ふなばしロケーションズ
“ふなロケ”
」
を開催 問 商工振興課☎436-2473
市内で撮影されたロケ風景の写真や
出演者のサイン色紙を展示する企画展
を開催します。先月公開されたばかりの
映画「キャラクター」を含む約30点の作
品を紹介しますので、お楽しみに！
〈日時〉7月19日㈪〜30日㈮午前9時〜
午後5時※㈯㈰㈷を除く 〈会場〉市役所1階美術コーナー※市役所での展
示終了後は、公民館や図書館、市内商業施設などで開催する予定です
市では、
映画やドラマなどの撮影を支援し、
今年7年目を迎えました。
今
年度からは名称を「ふなロケ」に変更。新たにロケ地を活用した観
光振興の取り組みなども行っていきます。
市ホームページ
（右コー
ド）
では撮影実績などを公開しています。
ぜひご覧ください。

子育て支援センター・児童ホームパネル展

「食の応援店」でも！

問 地域子育て支援課
☎436-2407

ふなばし健康ポイントって？

日頃のウオーキング等で、手帳や
アプリ、活動量計でポイントを獲得
し、貯めたポイントに応じて素敵な
景品が当たります。手帳では、市内
20カ所にあるキーワードを集める
キーワードラリー、健康ポイント対
象事業への参加のほか、食の応援店
（下記参照）の利用などでポイント
が 貯 め ら れ ま す 。楽 し み な が ら お
得に健康づくりにチャレンジしま
しょう！
▪手帳は、同課、各公民館・地域包括支援センター・保健
センター等で配布しています。

▲ア プリのダウ
ンロードはこ
ちらから

「食の応援店」
でポイントゲット！
市内にある「食の応援店」で食事をし、お店に貼っ
てあるステッカーの「店舗No.」をすこちゃん手帳に
記入するだけで健康ポイントが貯まります。ぜひこ
の機会にご利用ください。
▪店舗情報等は、市ホームページ（右
コード）
をご覧ください。
このステッカーが目印です

「食の応援店」を募集中！

〈登録要件〉次の条件を満たす船橋市内の飲食店○「船橋市新型コロ
ナウイルス感染防止対策登録事業所」に登録していること ○「元気ち
ば！健康チャレンジ事業「ち～バリュ～の店」協賛店」または「ふなばし
MOREベジ協力店」のどちらかに登録していること
〈申込み〉市ホームページ
（右コード）
からオンライン申請
▪募集要項等は市ホームページ
（右コード）
から見られます。

みんなで子育て・みんなの遊び場

子 育 て 家 庭 の 強 い 味 方「 子 育 て 支 援 セ ン
ター」や、子どもたちの自由な遊び場「児童ホー
ム」を市民の皆さんに広く知ってもらうため、
各施設を紹介するパネル展を開催します。
〈日程〉7月26日㈪〜8月31日㈫ 〈会場〉フェ
▲子育て支援センターと児童ホー
イス5階エスカレーター前
ムの魅力を紹介

笑顔が放つ輝き

4面の聖火リレー点火セレモニーの取材で印象的
だったのは、聖火ランナーの笑顔です。コロナ禍の逆
境に立ち向かう人々の表情は、金メダルに負けない輝
きを放っていました。

