第910号
2
2017年
（平成29年）

広
報

5/15
ガウラと一緒に袖ケ浦を盛り上げよう！

ガウラを活用して﹁ガウラ＝袖ケ浦﹂の定着により市をＰＲ

ガウラな どのイラスト を
け︑市のP Rにつなげていま

市では︑
袖ケ浦の知名度と

簡 単に使 用できるようにし

皆さんもガウラを 活 用し

たほか︑東 京や神 奈 川 方 面

す︒

イメージの向 上 を 図 り︑﹁ 袖

「広報そでがうら」
は古紙配合率70％の再生紙とエコマー
ク認定の大豆系インク
「SOY INK」
を使用しています。

ケ浦を知ってもらう﹂︑
そして

毎月第 2・第 4 日曜日 午前 9 時〜午後 5 時
場所 市役所 1 階

長浦消防署に配備した新型消防車両の大型高所
放水車は、石油コンビナート火災や中高層建築物火
災の消火活動と救助活動を目的とした車両で、はしご
を伸ばした時の最大地上高は25メートルになります。
また、放水機能は毎分3,000リットル以上で、車体か
ら最大50メートル離れた位置から遠隔操作（塔体・放
水操作）することができる、最新鋭の大型高所放水
車です。
消防本部 総務課 ☎（64）0119

て︑一 緒に袖ケ 浦 を 盛 り 上

住民票などの
証明書交付窓口開設日
5/28・6/11・6/25

新型消防車両を長浦署に配備しました

のイベントにガウラを派遣す

市職員を募集／中学校武道教育の地
域連携指導者に委嘱状を交付
所有
財産の適正な管理をお願いします／市営
住宅の入居者を募集／古紙は燃せるごみ
ではなく資源として出しましょう
生
涯学習アドバイザーバンク／女性相談 員
による特設人権相談／受動喫煙防止に取
り組みましょう
パートナー＆イベン
ト・ガイド／シニアのためのスマートフォン
教室
スポーツ教室の参加者募集／
千葉ロッテマリーンズ公式戦にご招待

﹁ 袖ケ浦に来てもらう ﹂こと

インデックス

げてみませんか︒

市では、地域のイベントなどにガウラの着ぐるみの
貸出を行っています。貸出を希望する方は、
電話で貸出
希望日や内容などをご相談ください。
※着ぐるみの中に入る方と介添えする方（ガウラをサ
ポートする方）は、借用を希望する団体などで手配し
てください。
注意事項
・着ぐるみの引渡しは、借用を希望する団体などが、
直接秘書広報課まで取りに来てください。
※取りに来る際は、着ぐるみを収納できるワンボックス
カーなどでお越しください。
・着ぐるみを使用する日が雨天などの悪天候であった
場合、外での着ぐるみの使用は控えてください。
貸出実績
・小・中学校、幼稚園、
保育園でのイベント
・会社の親睦イベント
・市をPRするようなイベント など

るなど︑
シティプロモーション

ガウラは、アク
アライン高速バス
の発 着場所であ
る対岸 地 域の東
京 都内や神奈川
県内、千葉県内の
知 名度 向上に効
銀座で市をPRするガウラ
果的なイベントな
どへ参加し、直接来場者などと触れ合い、写真撮影
や啓発グッズを配布するPR活動を行っています。
昨年度は、対岸地域を中心に40回ガウラを派遣し、
袖ケ浦のPRに努めました。
今年度もガウラは、様々なイベントなどで袖ケ浦を一
生懸命PRしていきますので、ガウラを見かけた際は、
応援をよろしくお願いします。

を目的に︑
市のマスコットキャ

地域のイベントなどに
ガウラの着ぐるみを貸し出しています

秘書広報課

ガウラは様々なイベントなどで
市のPR活動を行っています

☎︵62︶2465

様々な種類の
イラストが
あるから
みんな
使ってガウ！

ラ＝ 袖ケ浦 ﹂を 強 く 印 象 付

イラスト一覧（一部抜粋）

の取 組の一 環 として︑
﹁ガウ

市では、市民や企業の皆さんにも、様々な場面でガ
ウラなどのイラストを使用してもらい、袖ケ浦のPRにつ
なげていきたいと考えています。
そのため、
イラストを使用する際の手続きを大幅に
簡素化し、営利目的（例：商品のパッケージなどで使
用）
などでない場合は、原則として手続きを不要にしま
した。
イラストは、
市ホームページで公開していますので、
ぜ
ひ使用してください。
利用方法 市ホームページのトップページ右側にある
「ガウラの部屋」から「ガウラ・ガウラファミリーのイ
ラスト」にアクセスし、
ページ内のイラスト一覧からダ
ウンロードしてください。
注意事項 個人や団体が営利を目的としないで、
市の
情報や魅力発信のために使用する時は、事前の申
請や事後の報告は原則として不要です。
※営利目的などで使用する場合は、
申請が必要となり
ます。詳細は、
市ホームページに掲載している市キャ
ラクター使用取扱要綱をご確認ください。
こんなところでイラストを使用してみてください
・自治会・サークルの回覧やお知らせに使用して、親し
みやすさをPR
・個人の年賀状、
手紙、
ブログなどに使用して、
ご当地
愛をPR
・会社の社内報や親睦イベントのお知らせに使用し
て、地域密着をPR

方法で活用しています︒

ガウラとガウラファミリーのイラストを34点に増やしました

ラクター﹁ガウラ ﹂を 様々な

袖ケ浦市ホームページ URL
http://www.city.sodegaura.lg.jp/

袖ケ浦市
マスコットキャラクター
「ガウラファミリー」

ガウラのひみつを紹介します
★ひみつその1
ガウラは「ゆるキャラブーム」が起こるよりも前に、市
ホームページのマスコットキャラクターとして平成9年に
市職員が作成し、
平成13年に市公式マスコットキャラク
ターとなりました。
★ひみつその2
ガウラの名前の由来は、外国の方が「そでがうら」と
発音するのを聞くと「がうら」だけが強く聞こえることか
ら、
市名の一部を使ってガウラとしました。
★ひみつその3
ガウラには、妻のソデリー、
子どものウラリーという家
族がいます。市公式マスコットキャラクターで家族がい
るのは、全国的にも珍しいことなんです。
★ひみつその4
毎年12月頃に、来年の干支をイメージしたガウラの
年賀状用イラストを市ホームページに掲載しています。
年賀状を作成する時は、
ぜひ干支をイメージしたガ
ウラを使用してください。

〜市長が語る〜
「わがまちの今・これから」を開催
市では、
市長が地域の様子や市の主要事業などを市
民の皆さんにわかりやすく説明し、情報の共有を図り、
市民協働によるまちづくりをさらに進めるため、
市長が語
る「わがまちの今・これから」を開催しています。
また、
「わがまちの今・これから」の終了後に、
「（仮
称）協働のまちづくり推進条例骨子案の市民説明会」も
行います。
申込は不要です。都合のよい会場にお越しください。
日時・場所
・5月17日
（水）午後6時30分〜
長浦公民館 2階研修室
・5月21日
（日）午前10時〜
中央図書館 2階視聴覚ホール
▶保育の申込は締め切りました。
秘書広報課 ☎（62）2435

TM

■ガウランド 5月27日（土）〜6月2日（金）は休業します

設備などの保守点検のため休業します。
ガウランド（袖ケ浦健康づくり支援センター） ☎（64）3200

剣道

小幡 勉

剣道

池田 健司

剣道

髙橋 進一

剣道

上級

住宅火災での逃げ遅れによる死傷者を減少させる対策として、火災の発生を警
報音や音声などにより、
いち早く周囲に知らせることができる「住宅用火災警報
器」の設置が義務化されました。
義務化されてから、
まもなく8年を経過しますが、市の設置率は
65％となっており、県平均より12％下回っています。
そのため、消防職員が各家庭を訪問し、住宅用火災警報器の設
置状況調査を行いますので、
ご協力をお願いします。
訪問日 5月27日
（土）
対象 市内全世帯のうち、無作為に抽出した100世帯
消防本部 予防課 ☎（64）0119

千葉県知事選挙の結果
3月26日に執行されました千葉県知事選挙における袖ケ浦市での投開票結果
は、次のとおりです。
私たちの知事が
選挙当日の有権者数 50,971人
決まったガウ！
投票者数 18,983人
投票率 37.24％
開票結果（得票順・敬称略）
・森田 健作
16,056票
・松崎 ひでき 1,809票
・すみや 信一
827票
・竹浪 永和
129票
選挙管理委員会事務局 ☎（62）3913

教育委員会議（5月定例会）
日時 5月25日（木）午後2時30分〜
場所 郷土博物館 1階研修室
傍聴定員 5名（申込先着順） 申込期限 5月23日（火）
その他 人事に関する議件などは、非公開とすることがあります。
担当課 教育総務課 ☎（62）3691

審議会などの会議予定

↓
環境審議会
日時 5月25日
（木）
午前9時30分〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題
火力発電所建設計画について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 5月19日
（金）
担当課 環境管理課 ☎
（62）
3404
都市計画審議会
日時 6月2日
（金）
午後2時〜
場所 市役所 7階会議室
議題 都市計画生産緑地地区の変更
について ほか
→
傍聴定員 4名
（申込先着順）

申込期限 5月31日
（水）
担当課 都市整備課
☎
（62）
3514 FAX
（63）
9670
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp
農業委員会総会
日時 6月5日
（月）
午後3時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 農地法の規定による許可申請に
ついて ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 6月2日
（金）
担当課 農業委員会事務局
☎
（62）
3918
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp

化学

上級

30

４名程度

昭和62年4月2日〜平成8年4月1日までに生まれた方、
または平成8年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基
づく大学（短期大学を除く）を卒業した方もしくは平成
30年3月までに卒業見込みの方

１名程度

・昭和57年4月2日〜平成8年4月1日までに生まれ、
1級または2級建築士の資格を有する方、または学校
教育法に基づく学校（高等学校以上）において、建
築の専門課程を修めて卒業した方（平成30年3月ま
でに卒業見込みの方を含む）
・平成8年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく
大学（短期大学を除く）において、建築の専門課程を
修めて卒業した方または平成30年3月までに卒業見
込みの方

１名程度

昭和57年4月2日〜平成8年4月1日までに生まれた方、
または平成8年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基
づく大学（短期大学を除く）を卒業した方もしくは平成
30年3月までに卒業見込みの方

体育振興課 ☎（62）3791

住宅用火災警報器の設置状況調査を行います

年4月1日採用

大槻 良教

建築

平成

剣道

市職員を募集します

剣道

軽米 満世

1

な お ︑郵 送 を 希 望 す る

加藤 敏行

剣道

月 日採用の

剣道

石川 恒美

年

内海 茂美

剣道

平成

剣道

出口 進

2

方は︑封 筒にA 4 判の封 筒

関口 一眞

職員採用試験は 回にわけ

柔道

り︑
宛先を明記したもの︶を

小沼 武志

回 目の募 ︵ 1 4 0 円 分 の 切 手 を 貼

柔道

集です︒

鈴木 晟夫

4

受験資格

技術職

柔道

1

30

採用予定人数

種目

三浦 利夫

て 行い︑今 回 は

氏名

2

同 封し︑総 務 課 まで送 付し

種目

上級

9

なお︑ 回 目の職 員 採 用

一般行政職

月に行 う 予 定で︑ てください︒

職種

1

試 験は

10

7

給与

1

市給与条例の規定に基づ

月 日

き支給します︒

年

4

採用予定日

平成
30

月 日号にお

13

詳細は本紙

30

知らせする予定です︒

受付期間

月 日
︵火︶
〜 月 日

5

6

第一次試験

日時
23

︵火︶消印有効

総 務 課 ︑平 川 行 政 セン

7

申込書の配布

氏名

月 日
︵日︶
午前 時〜

種目

市役所︵予定︶

氏名

場所

市では、
中学校の保健体育科授業において
武道教育が必修となったことに伴い、各中学
校に柔道・剣道の専門的な指導力を備えた地
域連携指導者を派遣し、保健体育科担当教
員の指導支援を行い、
安全で効果的な武道指
導の充実を図っています。
派遣にあたり、4月17日に地域連携指導者と
して、13名へ教育長から委嘱状を交付しました。
なお、
委嘱期間は4月1日〜平成30年3月31日です。
地域連携指導者（敬称略）

総務課

中学校武道教育の地域連携指導者に
委嘱状を交付

☎
︵62︶
2106

3月29日、
袖ケ浦電業会様より、新年度からの児
童の通学時における安全確保を目的として、
寄附
金を贈呈していただきました。
寄附金は、児童が安全に登下校できるよう活用
していきます。
学校教育課 ☎（62）3727

ター ︑長 浦 行 政 センターで

袖ケ浦電業会 様

配布します ︒また︑市ホーム

袖ケ浦市への寄附金の贈呈

ページからダウンロードでき

ます︒

ありがとうございます

２０１７年（平成２９年）5 月１５日

市 立 今 井 幼 稚 園 の
幼稚園教諭（非常勤職員）を募集
市教育委員会では、幼稚園教諭（非常勤職員）を募集しています。
幼稚園教諭として働くことを希望する方は、市の非常勤職員にご登録ください。
勤務形態
幼稚園教諭

勤務時間

時給

幼稚園教諭免許

午前9時〜午後3時15分

1,030円

要

登録方法 臨時職員・非常勤職員登録申請書（写真貼付）と、幼稚園教諭免許の写
しを持参し、学校教育課にお越しください。申請書は、市ホームページからダウン
ロードできます。
学校教育課 ☎（62）3718

環境影響評価関係図書（環境影響評価方法書）の
縦覧と説明会を開催します
環境影響評価法の規定により、株式会社JERAから資料が送付されましたの
で、次のとおり縦覧します。
この資料（環境影響評価方法書）に対し、環境保全の見地から意見のある方
は、意見書を提出することができます。
縦覧の概要
事業の名称 （仮称）姉崎火力発電所1〜3号機建設計画
事業実施区域 市原市姉崎海岸3番地
縦覧期間 6月12日（月）まで ※土・日曜日を除く
縦覧時間 午前9時〜午後5時
縦覧場所 市役所 2階市政情報室
▶事業者のホームページ（http://www.jera.co.jp）でも公表を行います。
意見の提出
提出方法 意見書に住所・氏名・意見を記入し、郵送してください。用紙は、縦覧
場所に用意しています。
提出期限 6月26日（月）消印有効
提出先 〒103−6014 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
株式会社JERA 国内事業推進ユニット ☎03（6327）5674
説明会を開催します（申込不要）
日時・場所
・6月4日（日）午後2時〜、市原市市民会館 第1･2会議室（市原市惣社）
・6月7日（水）午後6時〜、五井会館 大ホール（市原市五井中央西）
※受付は開始30分前から行います。
環境管理課 ☎（62）3404

■マイナンバーカードの交付通知書（はがき）が届いた方で、まだカードを受け取っていない方は、至急受取りをお願いします

受取りの際は、事前に電話予約をお願
いします。
市民課 ☎（60）1147

無料で草刈機を貸し出します
市では草刈機をお持ちでない方に、無料で貸出を行っていますので、
ご利用ください。
貸出の対象
・市内に住所がある個人、または市内に存在する団体
・市内に土地を所有する個人または団体
貸出条件
・草刈機を使用する場所が市内の土地であること
・貸出期間は申請日から8日間以内
・貸出台数は5台まで
・燃料と刈刃は自己負担
申請方法 印鑑を持参して、環境管理課窓口で申請してください。
（事前
に電話などによる予約も可）
▶市では、平成28年度に120件（198台）の草刈機の貸出を行いました。
・
▶空き家に関すること 都市整備課 ☎（62）3516
▶空き地の雑草、草刈機の貸出に関すること 環境管理課 ☎（62）3413
▶道路への草・木の張り出しに関すること 土木管理課 ☎（62）3558
▶空き家の見回りや除草に関すること シルバー人材センター ☎（63）6053

所有財産の適正な管理をお願いします

適正に管理されずに放置

された建物
︵空き家︶
は︑
損傷

･腐食などの劣化が進み︑
屋

根･外 壁などの一部 飛 散や

建物の倒壊により︑
保安上危

▶地域福祉課 ☎（62）2323・3157
▶給付金に関する国の専用ダイヤル
☎0570（037）192

険となることがあります︒

容などの確認の結果、支給対象となら
ない場合があります。
必要な書類など 給付金申請書、印鑑、
申請者（世帯主または代表者）と支給
対象者全員分の本人確認書類（運転
免許証など）の写し、給付金の振込希
望口座の確認できる書類（申請者名
義の預貯金通帳など）の写し
申請期限 6月1日（木）消印有効
支給時期 不備がない状態の申請書を
受け付けてから最長で約3カ月後

また︑
土地
︵空き地︶
は︑
雑

支給対象 平成28年1月1日時点で袖ケ
浦市に住民登録があり、平成27年の1
月〜12月の所得により計算される、平
成28年度市町村民税（均等割）が課
税されていない方
※課税されている方の扶養となっている
場合や、生活保護を受けている場合
などは対象となりません。
支給額 一人につき15,000円
申請方法 給付金の支給対象と思われ
る世帯に申請書を送付しましたので、
申請書に必要事項を記入・押印のう
え、必要な書類などを添付し、同封の
返信用封筒で郵送してください。
※申請書が届いた方であっても、所得内

草や木の枝の張り出し︑
ごみ

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請はお済みですか

の放置などにより︑
近隣トラ

セブン−イレブン・ジャパンでは、高齢者の雇用を促進するため、市の協賛を得
て、
シニア向けの仕事説明会を開催します。
短時間勤務やレジ接客、配達、清掃、品出しなど、多様な働き方があることを説
明します。ぜひ、
ご参加ください。
なお、
申込の際は、
袖ケ浦市の説明会参加希望であることを伝えてください。
日時 5月31日
（水）午前10時〜11時30分
受付 午前9時40分〜
場所 市民会館 2階研修室
対象 おおむね60歳以上のシニアの方（年齢制限なし）
定員 30名
参加費 無料
セブン−イレブン・ジャパン市原地区事務所
☎0436（21）7811
（月〜金曜日の9：30〜17：00）
商工観光課 ☎（62）3428

ブルの原因や交通の支障とな

シニア従業員のお仕事説明会 in 袖ケ浦（要申込）

る恐れがあ り ま す ︒特に︑
こ

・家電製品を長期間使わない時は、
主電源を切りましょう。
こ
・使用していない部屋の照明は、
まめに消しましょう。
・冷蔵庫はむやみに開閉をせず、詰
め込み過ぎないようにしましょう。
環境管理課 ☎（62）3404

れから雑 草が生い茂る時 期

スプレー缶は、必ずガスを出し
切ってから処分してください。また、
爆発事故などの原因になりますの
で、穴を開けないでください。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセ
ンター内）☎（63）1881

取りと︑
刈取り後の雑草の適

ライフスタイルを見直
し、
日ごろから省エネを
心がけましょう

になりますので︑
定期的な刈

スプレー缶は正しい処
理を行いごみに出して
ください

切な処理をお願いします︒

市内の自治会などが自発的に行う環境美化活動などで、収集したごみの運搬
用としてトラックをレンタルする際に、
市がその費用を負担します。
対象 市内の自治会などの団体 ※個人は対象外
申請などの手順
①トラックをレンタルする5日前までに、
環境管理課窓口へ印鑑を持参して申請する。
②レンタル当日、①で承認を受けた申請書を市指定のレンタカー会社に提出し、
ト
ラックを借りる。
③活動終了後、環境管理課へ実績報告（活動時の写真やクリーンセンターの計量
票の写しなどの証拠書類の提出）
を行う。
貸出条件
・燃料費と時間超過分代金は自己負担すること
・レンタカーの使用に際し、
レンタカー会社の約款を遵守すること
環境管理課 ☎（62）3413

この機会に︑
ご自身や親族

市でトラックレンタル代金を負担します

一 度 現 地 を 確 認 し︑
周 囲の

な っ せ ん

が所 有 する財 産について︑
今

紙の性質はリサイクルに適しているため、
古紙は資源として出し、木材資源の有
効利用を図りましょう。
資源物として出せる古紙
新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑がみ
古紙類を出すときのお願い
・古紙によってリサイクルの仕方が変わるため、
それぞれ分別して、
ビニール紐など
で縛って出してください。
また、新聞は新聞用紙袋、雑がみは紙袋に入れて出し
ても回収します。
・汚れたり濡れたりするとリサイクルできなくなるため、雨天時には出さないでくだ
さい。
※個人情報などに配慮することはできません。
資源物として出せない古紙
内側に銀紙がついている紙パック、紙コップなどの防水加工された紙、
カーボン
紙、感熱性発泡紙、
合成紙、
ティッシュペーパー、
シュレッダーダスト、金属が箔押し
タオルペー
された紙、捺染紙、ノーカーボン紙、圧着ハガキ、感熱紙、写真用紙、
パー、
においの付いた紙
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内） ☎（63）1881

迷 惑 とならないよう 適 正な

古紙は燃せるごみではなく資源として出しましょう

管理をお願いします︒

２０１７年（平成２９年）5 月１５日

市営住宅の入居者を募集します
市営住宅入居者の募集を行います。入居を希望する方は入居者資格を確認し、
申し込んでください。
募集団地 飯富団地（飯富2754）
募集戸数 4戸
募集期間 5月15日（月）〜31日（水）
入居者資格 次の条件すべてに該当する方
・原則として同居している、または同居しようとする親族がいる
・住宅に困窮していることが明らかである
・市内に住民登録または勤務場所を有する
・市税を滞納していない
・連帯保証人がいる
・一般世帯は月収158,000円以下、特別世帯は月収214,000円以下である
※特別世帯とは、60歳以上の高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯などです。
・申込本人または同居しようとする親族が暴力団員でない
※暴力団員とは、
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6
号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のた
め、所轄の警察署へ照会する場合があります。
優先入居 母子世帯、高齢者世帯、心身障がい者世帯などには優先入居制度が
あります。ただし、申込多数の場合は、条例に基づく選考となります。
申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、建築住宅課に提出してください。用紙
は、建築住宅課、
平川行政センター、
または長浦行政センターで用意しています。
入居可能予定日 7月14日（金）
建築住宅課 ☎（62）3645
こんきゅう

家具転倒防止器具の取付けを市で行っています
〜もしもの時に備えましょう〜
市では、自身で家具転倒防止器具（L字金具、転倒防止ベルトな
ど）の取付けが難しい高齢者などに代わって取付作業を行っていま
す。申請は随時受け付けていますので、ご利用ください。
対象世帯 65歳以上の方のみの世帯、または65歳以上の方と18歳
未満の方で構成する世帯
対象となる家具 主として寝室や居間にある家具（3個まで）
費用負担 取付けに伴う費用は自己負担となります。
申請方法 申請書を記入して、高齢者支援課、地域包括支援ひらかわサブセン
ター、または地域包括支援ながうらサブセンターへ提出してください。
※借家などの場合は、所有者または管理者の承諾書が必要です。
注意事項
・取り付ける前に自宅を訪問し、取付箇所の調査や器具の種類について相談を
行います。
・器具によっては、
ビスや釘を使用するため、家具や壁に穴が開きます。
・取り付ける際、家具や壁の補強、大幅な家具の移動は行いません。
・部屋の構造や家具の配置によっては、取り付けできない場合があります。
・利用回数は1世帯につき1回です。
・器具の取付けを行った家具が転倒するなどの事故が発生した場合でも、市と
取付事業者は一切の賠償責任を負いません。
高齢者支援課 ☎（62）3219

２０１７年（平成２９年）5 月１５日

生涯学習アドバイザーバンク
たばこの煙には4,000種類以上の化学物質が含まれ、
ニコチンや一酸化炭素など、約
250種類の有害物質や50種類以上の発がん性物質が含まれているため、喫煙者の健
康に悪影響を与えるだけでなく、空気中のたばこの煙を吸う受動喫煙者にも同様に健
康被害をもたらします。
また、たばこの煙には喫煙者が直接吸い込む主流煙と、火のつ
いたたばこの先から出る副流煙があり、副流煙には有害物質や発がん性物質の成分が
主流煙の約2〜50倍ほど含まれるとされています。
このように、
受動喫煙が及ぼす健康への影響について、
一人一人が理解し、
受動喫煙
の防止に努めましょう。
受動喫煙が及ぼす健康への影響
受動喫煙は、主にのどの痛み、頭痛、吐き気、喘息などを引き起こすほか、
喫煙習慣が
ない方の、がん・心臓・呼吸器系疾患などの様々な疾患の危険性を高めます。
また、妊婦
（胎児）の受動喫煙は、早産や低出生体重児出産の危険性が高まることが明らかに
なっており、
子どもの受動喫煙は気管支炎、小児喘息などの呼吸障害、
中耳炎、虫歯、
ア
トピー性皮膚炎などの原因となります。
受動喫煙防止に取り組みましょう
そのほか多数の方が利用する施設を管理する方は、
・事務所や集会場、飲食店など、
室内禁煙や分煙など、
受動喫煙防止に必要な措置を講ずるよう努めましょう。
・喫煙者は、周囲の方が受動喫煙の被害を受けないように、喫煙場所などを配慮しま
しょう。
健康推進課 ☎（62）3172

利用者と登録者を募集します
市内在住・在勤で、優れた知識・特技を持ち、市民の皆さんの学習を手伝ってく
ださる方を、生涯学習アドバイザーとして登録しています。
アドバイザー（講師）として登録を希望する方
電話または電子メールで申し込んでください。後日、関係書類を送付します。
アドバイザー（講師）を探している方
各種講座やサークル活動、学校の授業やクラブ活動など、様々な場面でご活用
ください。
詳細は、市ホームページでご確認いただくか、社会教育機関の窓口に備え付け
の登録者リストをご利用ください。
部門と主なタイトル
教育 学習支援、子育てアドバイス、地質関係の学習、管理技術指導、カウン
セリング入門、
ライフプラン講座、金銭教育、手紙の書き方、簿記経理、
理科実験
工芸 組ひも、ハンドメイド（カルトナージュ・タッセル）
茶道・華道など 茶道、華道、書道、フラワーアレンジメント
語学 中国語指導（会話・翻訳）、英語
ピアノ個人指導、ハーモニカ指導
音楽 琴、尺八、
料理 家庭料理調理指導、手打ちそば・うどん
ヨガ指導、按摩・マッサージ・指圧、
健康・医学 健康気功法、中国整体術、
睡眠に関する勉強会、メンタルケア・メンタルアドバイス、楊名時
八 段錦、
ピラティス、太極拳
囲碁・将棋・文芸 囲碁、和紙ちぎり絵、将棋、相撲甚句・詩吟、俳句、速読
講座
福祉 手話ダンス、傾聴
スポーツ テニス、スキー、バレーボール、卓球、軟式野球、野球審判、エアロ
ビクス、パドルテニス、ゴルフ
あ ん ま

よ う め い じ

ガウラ健康マイレージ
対象事業

後期高齢者医療健康診査が始まります

は ち だ ん き ん

じ ん く

対象の方には、5月末頃に受診券を送付します。
なお、昭和17年6月〜12月生まれの方の健診実施時期は平成
30年2月となるため、
受診券は1月末頃に送付する予定です。
期間 6月1日
（木）〜9月30日
（土）
※平成29年度から実施期間が拡大されました。
受診できる医療機関 袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市の協力医療機関
※受診券と一緒に協力医療機関名簿を同封します。
対象 昭和17年5月31日以前に生まれた方
※65歳以上の障がい認定によって、
後期高齢者医療制度に加入した方も対象とな
ります。
費用 無料
保険年金課 ☎（62）3092

ちょいボラ新講座

生涯学習課 ☎（62）3743
Eメール sode30@city.sodegaura.chiba.jp

6月1日は全国一斉「人権擁護委員の日」

女性相談員による特設人権相談を行います

「ヨガ」
講座の参加者募集

健康づくりに興味をお持ちの皆さん、長浦
小学校の放課後子ども教室で、元気に遊ぶ
子どもたちをちょっぴり見守りながら、専門家
の指導のもと、気軽に「ヨガ」を始めてみませ
んか。
ヨガは、全身の血流や姿勢を改善し、肩凝
り・腰痛・冷え性に効果があります。
また、瞑想や呼吸法の要素もあり、気持ちを安定さ
せ集中力を高め、人間関係をよくすることにもつながります。受講後は、
子どもたちと一緒
に歩いて帰ります（ちょいボラ）。
なお、講座は全10回を予定しており、
今回は7月までの日程をお知らせします。
期日 5月25日、6月29日、7月20日 ※すべて木曜日
時間 午後2時45分〜4時
場所 長浦小学校 体育館
講師 湯浅 洋子 氏（NAGAXヨガ教室 講師）
対象 徒歩で来場できる健康な成人の方
定員 30名（申込先着順）
参加費 各500円（保険代 ほか）
生涯学習課 ☎（62）3743

人権擁護委員の日にちなみ、全国一斉に人権擁護委員による特設人権相談所
を開設します。今回は女性相談員を配置し、相談に応じます。
日時 6月1日
（木）午前10時〜正午
場所 市役所 1階第2相談室
※相談は無料で、秘密は守られます。気軽にご相談ください。なお、通常の相談日
は、本紙毎月1日号に掲載しています。
市民活動支援課 ☎（62）3102

あなたのこころ元気ですか？

巡回 心の健康相談

君津健康福祉センター（君津保健所）で毎月行っている「心の健康相談」を袖
ケ浦市で行います。
「心療内科を受診しようか迷っている」
「最近ストレスをためこみがちだ」
「何を
やっても楽しくない」という方、専門の医師がお話を伺います。
相談は予約制です。事前に電話で申し込んでください。
日時 6月1日
（木）午後2時〜4時
場所 市役所 旧館3階中会議室
障がい者支援課 ☎（62）3199

臨海スポーツセンター

映画会ボランティアを募集

ユースボランティアを募集

フットサル交流会を開催します

中央図書館・長浦おかのうえ図書館・平川図書館の
映画会上映時に、受付（資料配布や会場への案内）や
上映補助、または作品選定などにも携わっていただけ
るボランティアの方を募集します。
映画会ボランティア説明会
日時 5月26日（金）午後2時〜3時30分
場所 中央図書館 2階視聴覚ホール
定員 20名（申込先着順） 参加費 無料
中央図書館 ☎（63）4646

公民館などで開催している各
イベントに、
ボランティアとして一緒
に活動してくれるユースボランティ
ア
（高校生・大学生など）
を募集し
ます。
子どもたちの「お兄さん」
「お姉
さん」
「事業を運営する一員」になって、
今までと違った
楽しみや充実感を味わってみませんか？
活動内容（予定） 市教育委員会などの各事業（そで
がうらわんぱくクエストや各公民館講座など）
※日時、場所、活動内容は事業により異なります。
対象 市内在住、在学で高校生以上の学生、
または
これに準じる年齢の方
申込方法
電話または電子メールで申し込んでください。
申込期限 5月31日
（水）
※申込期限が過ぎた場合でも、随時受け付けます。
生涯学習課 ☎（62）3743
Eメール sode30@city.sodegaura.chiba.jp

参加者の皆さんで楽しくプレーすることをモットーに
開催します。
なお、成績上位チームには景品もあります。
日時 6月24日（土）午前10時〜午後5時
場所 臨海スポーツセンター 体育館
対象 大人の部（男女混合チームも可）
定員 10チーム（1チーム5名以上、申込先着順）
参加費 1チーム4,000円
その他 ルールの詳細は、申込時に窓口で配布しま
す。また、申込時に誓約書の記入をお願いしますの
で、必ず代表者が手続きにお越しください。
申込方法 申込用紙に必要事項を記
入し、窓口で申し込んでください。
なお、電話・ＦＡＸでの申し込みは
できません。
臨海スポーツセンター
☎（63）2711
ガウラ健康マイレージ
対象事業

ガウラ健康マイ
レージ対象事業

総合運動場

マラソンクリニック

日時 5月20日（土）午前9時〜11時
場所 総合運動場 陸上競技場 など
定員 15名（申込先着順）
参加費 1,500円
持ち物 運動靴、タオル、飲み物
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
▶本紙4月15日号でお知らせした「ジュニアテニス教室」
について、定員に空きがあります。興味のある方は申し
込んでください。詳細は、
お問い合わせください。
総合運動場 ☎（62）5350

■献血にご協力ください

日時 5月30日
（火）午前10時〜11時45分、
午後1時〜4時
場所 保健センター
採血基準などの詳細は、
お問い合わせください。
健康推進課 ☎（62）
3162
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日時 6月4日
（日）午後2時〜4時30分
場所 長浦公民館 2階研修室（全て椅子席）
定員 80名（当日先着順） ※未就学児の来場は不可
入場料 100円（福祉に寄付します）
袖ケ浦落語同好会 山田家きさっぺ
☎090（9203）5107

Partner & Event Guide

名画鑑賞会「オペラハット」
大富豪である叔父の急死により遺産を相続したディーズ
のもとに、金目当ての人間たちが集まり、遺産を狙って騒ぎ
を起こすなど、
ディーズと彼をとりまく人達との人間模様が描
かれた作品です。
脚本 ロバート・リスキン
監督・製作 フランク・キャプラ
出演 ゲイリー・クーパー、
ジーン・アーサー ほか
日時 5月24日
（水）午前10時〜正午
場所 3階視聴覚室
定員 120名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕あり
長浦おかのうえ図書館

市民卓球大会（シングルス）
日時 7月2日
（日）午前9時〜
場所 臨海スポーツセンター 体育館
（1部・2部）
種目 ・一般男女シングルス
・シニア
（60歳以上）
対象 市内在住、在勤、在クラブ、在学の方
参加費 中学生以下400円、高校生以上700円
※当日集金します。
申込方法 申込代表者の住所・氏名・電話番号と、参加
者氏名をFAXでお知らせください。
申込期限 6月13日
（火）
市体育協会 卓球専門部 松原
☎090（4240）2908（19：00〜21：00）
社教連協事務局

テネロオカリナ 会員募集
基本の指使いから、童謡、映画音楽、
クラシックと幅広
いジャンルの曲に挑戦することができます。経験者はもち
ろん、初心者も大歓迎です。
活動日時 毎月第1･3月曜日の午前10時〜11時30分
活動場所 袖ケ浦市民会館
会費 月1,500円 ※入会金1,000円
辻元 ☎（63）4161
も う だ

望陀書友会 会員募集
講師による指導の定例活動のほかに、各種懇親活動
（写経、座禅、袖ヶ浦高校書道部見学など）
も行っていま
す。興味のある方は、
一緒に活動しましょう。
活動日時 毎月第2・3・4金曜日の午前10時〜正午
活動場所 根形公民館
会費 月2,000円（本代、講師指導料）
望陀書友会 笠井 ☎（63）3734

動物愛護センター

動物愛護事業に参加しませんか

ファミリーサポートセンターでは、
市民による子育て
の相互援助活動を行っており、相互援助の輪を広げ
るために、様々なテーマで講座を開催します。
今回は睡眠についての講座です。
この機会に正しい知識を学んでみませんか？
日時 6月13日
（火）10時30分〜正午
場所 そでがうらこども館 多目的室
講師 笠原 昇 氏（睡眠改善インストラクター）
対象 どなたでも
（会員以外の方も参加できます）
定員 20名（申込先着順）
参加費 無料
保育があります
（定員5名・会員優先）
保育を希望する方は、6月3日
（土）
までに申し込ん
でください。保険代で一人200円が必要です。
ファミリーサポートセンター ☎・FAX（64）3115

満開の桜賞でつつ友と打つ
ゴルフボールは花に紛るる

新入生はや下校にて先生に
こたふる声のはづみつつする

和田

鈴木

綾子

真澄

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
絵画同好会「彩友」作品展示

睡眠と健康の基礎知識

睦子

場所はすべて千葉県動物愛護センター（富里市御
料）です。詳細はお問い合わせください。
犬のしつけ方教室（要申込）
・基礎講座（無料）
期日
6月1日
（木）、
7月6日
（木）、8月3日
（木）、9月7日
（木）
時間 午前10時〜正午
定員 20組（申込先着順）
・実技講座（有料）
期日
6月1日
（木）、
7月6日
（木）、8月3日
（木）、9月9日
（土）
時間 午後1時〜3時
定員 10組
（当日先着順）
パピークラス
（要申込・無料）
子犬の飼い方やしつけ方を学びます。
日程などは、
申込後に決定します。
一般譲渡会（無料）
センターの成犬・成猫を譲渡します。
期日
5月25日
（木）、6月22日
（木）、
7月9日
（日）
・27日
（木）、
8月24日
（木）、9月10日
（日）
・28日
（木）
受付 午後1時〜1時30分
飼い主さがしの会（要申込・無料）
期日
6月10日
（土）、7月8日
（土）、8月19日
（土）、9月9日
（土）
受付
・犬猫を飼いたい方は午前9時〜9時30分
・犬猫を譲りたい方は午前9時30分〜10時
千葉県動物愛護センター ☎0476（93）5711

ファミリーサポートセンター主催講座

かすみ立つアクアラインを走りきて
早やも喧騒の街に入りたり
山口

笑う門には福来たる。落語4席のほか、腹話術や相撲
→
甚句などもお楽しみください。

市国際交流協会では、踊りや音楽を通して外国の
文化を理解していただくため、
ティータイムコンサート
を開催します。
今回はブラジルの音楽です。
また、
休憩時間にお菓
子やお茶を楽しむティータイムを用意しています。
どな
たでも参加できますので、
ぜひお越しください。
日時 5月21日
（日）午後2時開演 1時30分入場
場所 市民会館 3階中ホール
出演者 城本 千晶 氏
参加費 ※チケット制（当日券あり）
大人（中学生以上）
1,000円、小学生 500円
市国際交流協会事務局（市民活動支援課内）
☎（62）3102

認知症家族のつどいは、認知症の治療や認知症
の方への接し方、介護での悩みなどを話し合い、専
門職からの助言や参加者同士による励ましあいに
より、お互いが支えあえるような場として開催してい
ます。
当日は職員のほか、袖ケ浦さつき台病院認知症疾
患医療センター医師や、認知症デイケア職員も同席し
ます。
日時 6月3日
（土）午前10時〜正午
場所 市保健センター 集団指導室
対象 認知症の方を介護している方、
または以前に
介護していた方
参加費 無料
▶事前の申込は不要です。
当日会場にお越しください。
地域包括支援センター ☎（62）3225

多田日出子

袖ケ浦落語同好会 発表会

シーファ ティータイム コンサート

認知症家族のつどい

花曇る下池に遊ぶ水鳥の
花びら追いて水の輪を画く

里山散策後は、梅の実とジャガイモの収穫を行います。
詳細は、お問い合わせください。
日時 6月3日
（土）午前9時〜 ※雨天中止
集合場所 浜宿団地自治会館
参加費 100円（保険料 ほか）
里山を歩く会 若本 ☎（63）9804

介護支援専門員実務研修受講試験
受験資格 医療・保健・福祉分野の有資格者などで、
一
定期間以上の実務経験がある方
申込書配布期間 5月29日
（月）〜6月30日
（金）
申込書配布場所 介護保険課、地域包括支援ながうら
サブセンター、地域包括支援ひらかわサブセンター、社
会福祉協議会
※郵送での配布は行っていません。
申込期間 5月29日
（月）〜6月30日
（金）消印有効
※簡易書留による郵送のみ受け付けます。
試験日時 10月8日
（日）午前10時〜正午
〒260−8508 千葉市中央区千葉港4−3
千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班
☎043（204）1610

て い ね い

鈴木志津子

里山を歩く会 初夏の里山散策

期日 6月10日
（土）、17日
（土）〜18日
（日）、24日
（土）
※全日程雨天中止で、17日〜18日のみ一泊二日。
時間 午後1時30分〜8時30分
※17日は午後1時30分から。18日は午前11時まで。
場所 上総自然学校（袖ケ浦市川原井）
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 各20名（申込先着順）
申込期限 イベント日の週の日曜日
▶参加費などの詳細は、お問い合わせください。
上総自然学校 町田 ☎（75）7414 FAX（75）7630

「スマートフォンを購入したが、使い
方がわからない」というシニアの方を対
象に、わかりやすく、丁寧に使い方を
説明します。インターネットの利用体験
のほか、スマートフォンアプリを正しく使
うコツや、
安全・安心に使用するためのアプリの正し
いダウンロード方法、災害時に役立つ情報などを紹
介します。
日時 6月9日
（金）午後1時30分〜3時30分
場所 長浦公民館 2階研修室
講師 KDDI 認定講師
対象 市内在住のおおむね70歳までの方で、スマー
トフォンを購入したが使い方がわからない初心者
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
受講料 無料
※スマートフォンは、講師が一人1台ずつ用意します。
申込方法 住所・氏名・電話番号を、
電話、
電子メー
ル、
または窓口でお知らせください。
申込期限 5月24日
（水）
長浦公民館 ☎（62）5713
Eメール sode62@city.sodegaura.chiba.jp

ハリハリと大根食む朝時計草の
花の秒針ひかりを返す

書道連盟展
期間 5月22日
（月）〜26日
（金）
時間 午前9時30分〜午後5時
※初日は午後1時から。最終日は午後4時まで。
場所 袖ケ浦市民会館 大ホールホワイエ
入場料 無料
市書道連盟事務局 小沢 ☎0439（35）3474

上総自然学校 草取り＆ホタル観賞

シニアのためのスマートフォン教室

期間 5月20日（土）〜6月2日（金） ※初日は午前9時30分から。最終日は午後4時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046

２０１７年（平成２９年）5 月１５日

市の情報はこちらから
広報そでがうら 毎月1日・15日発行
新聞折込みなどで配布しています。
新聞未購読で市ホームページなどでの閲
覧が難しい方には宅配します。
秘書広報課 ☎（62）2465
市公式ホームページ
http://www.city.sodegaura.lg.jp/
市公式ツイッター
https://twitter.com/sodegaura̲city
スマートフォンなどに広報そでがうらを配信
「マチイロ」のアプリから、閲覧できます。
携帯電話向けホームページ「マイタウン袖ケ浦市」
http://www.lamo.jp/sodegaura/
チバテレビの市町村情報
d（データ）ボタンでご覧になれます。
市生活安全メールの配信
携帯電話向けホームページ
から登録できます。
防災行政無線テレホン案内
0120（031）240（ボウサイ ツウホウ）
火災情報テレホン案内 ☎（62）6211
そでがうらタウン情報
平日8:15または
かずさFM（83.4MHz） 12:40と18:30〜
声の広報そでがうら（音訳グループ「やまゆり」）
視覚障がい者の方へ、広報紙を読み上
げ録音したCDを貸し出しています。
市社会福祉協議会 ☎（63）3888

休日当番医
診療時間 午前9時〜午後5時
5月

当番医

診療科目

村田産婦人科クリニック
21日
〔蔵波2674-2〕
28日

電話

産科
（62）
1135
婦人科

外科
山口医院
内科 （62）
2056
〔奈良輪535-1〕 整形外科

※このほかの救急医療機関の問い合わせ
は消防署 ☎
（64）
0119へ

▶市外の休日当番医は、
「ちば救急医療
ネット」
をご確認ください。
HP http://www.qq.pref.chiba.lg.jp/
こども急病電話相談
相談時間 毎日 午後7時〜翌日午前6時
☎＃8000 または ☎043
（242）
9939

夜間急病診療所 ☎
（25）
6284
診療時間
診療科目

毎日 午後8時〜11時
内科・小児科
●緊急患者以外はご遠慮ください。

場
所 木更津市中央1-5-18
※荒天時は、
休診となる場合があります。

火事・救急通報に障がい者用ファクシミリ
局番なしの119番 袖ケ浦市消防本部

水道工事当番店
（緊急）
緊急以外の修繕工事は
市の指定する工事店へ

月日

工事店・電話
（9：00〜17：30）

5月15日〜20日 鈴木住宅設備 （62）
0020
5月21日〜27日 協同建設袖ケ浦支店（75）
7077
5月28日〜6月3日 飯島設備

（63）
0748

水道事故の緊急時連絡先
月〜金
水道局 ☎
（62）
3897

夜間
（17：15〜）
・土・日・祝日
角山配水場 ☎
（62）
3111

スポーツ教室（ボッチャ、フライングディスク）の参加者募集
パラリンピック競技であるボッチャと、障がい者フライング
ディスクの体験をとおして、
仲間と一緒に汗を流しませんか。
日時 6月3日
（土）
午前9時〜正午
受付 午前8時45分〜
場所 臨海スポーツセンター 体育館
講師
千葉県障がい者スポーツ協会指導者、
市原ボッチャクラブ
競技種目
・ボッチャは、
ジャックボール（目標球）
と呼ばれる白い球に、
赤・青の球をそれぞれ6球ずつ投げたり、転がしたり、他の
球に当てたりして、
いかに近づけるかを競う競技です。
・フライングディスクは、
プラスティック製の円盤（ディスク）
を使っ
た競技で、
一般的にはフリスビーのようなものです。今回は障
がい者フライングディスクの「アキュラシー」を体験します。
ア
キュラシーとは、5mまたは7m先の標的の輪を狙って、
ディスク
を連続して10回投げ、通過した回数を競う種目です。
対象 小学生以上の方（小学生は保護者同伴）

根形公民館

乳幼児家庭教育学級生を募集

子育てぶっちゃけ！ティータイム お楽しみ映画会つき
根形公民館では、
今年度から幼児家庭教育学級を一新
し、2歳未満の乳幼児を育てる保護者も対象とした乳幼児
家庭教育学級を開催します。
第1回となる今回は、食育のプロを交えて、お茶を飲みな
がら楽しくおしゃべりし、後半はお子さんも一緒に楽しめる
映画鑑賞でリラックスしていただきます。
乳幼児家庭教育学級では、教室の開催ごとに随時募集
を行っていきますので、1年をとおしての参加が難しい方で
も、気軽にご参加いただけます。
日時 6月15日
（木）午前10時〜正午
場所 根形公民館 2階視聴覚室
対象 0歳〜小学校入学前のお子さんを持つ保護者
定員 15名程度（申込先着順）
参加費 200円
申込方法 住所・氏名・電話番号・お子さんの年齢を電話
でお知らせください。
保育があります
希望する方は、
申込時にお知らせください。保育の対象
は、2歳〜就学前までのお子さんで、保育料として一人300円
が必要です。
根形公民館 ☎（62）6161

花まる絵画教室の参加者募集
この教室は、水彩画に親し
むための基礎学習と友だち
づくりを目指して開催します。
期間 6月〜平成30年1月
※全6回の開催となります。
時間
午前9時30分〜10時45分
場所 根形公民館 2階アトリエ
対象 市内の小学校に通う1〜3年生
定員 16名（申込多数の場合は抽選）
参加費 無料 ※絵の具などは持参
申込方法 住所・氏名・電話番号・学校名・学年を、
電話ま
たは窓口でお知らせください。
申込期限 5月26日
（金）
根形公民館 ☎（62）6161

要申込

定員 60名程度（申込先着順）
※見学での参加もできます（人数制限なし、当日受付可）
参加費 無料
その他 運動のできる服装で、体育館用シューズ、
アイマスク
（持っていない方は手ぬぐい、
タオルも可）、飲み物、汗拭き
タオルなどを持参してください。
申込期限 5月25日
（木）
受付や会場準備を行うボランティアを募集します
応募資格 16歳以上の方（高校生可）
※ボランティア経験の有無、
市内外の在住は問いません。
応募方法 住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレス・
緊急連絡先を、
電話または電子メールでお知らせください。
※受付後、
ボランティア内容などの詳細を連絡します。
応募期限 5月25日
（木）
体育振興課 ☎（62）3791
Eメール sode31@city.sodegaura.chiba.jp

千葉ロッテマリーンズの一軍公式戦に
50組100名様をご招待します
市では、
千葉ロッテマリーンズとスポーツを通じて地域振
興などに取り組み、
青少年の健全な育成、市民の健康増進
や豊かな社会生活を実現することを目的とした、
フレンドシッ
プシティ協定を締結しています。その一環として年に4回、
千
葉ロッテマリーンズの一軍公式戦に市民の皆さんをご招待し
ます。
3回目の募集となる今回は、北海道日本ハムファイターズ戦
にご招待します。
期日 7月2日
（日）午後2時開始 正午開場
場所 ZOZOマリンスタジアム
（千葉市美浜区）
招待枠
・A賞：内野指定席S（3塁側）
を10組20名
・B賞：内野指定席B（3塁側）
を40組80名
※申込多数の場合は抽選となります。抽選で外れた方にも
内野自由席をご優待します。
応募方法 往復はがきの往信面の表に申込先、裏に希望す
る賞（A賞またはB賞）
・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）
・
年齢・電話番号を、返信面の表に応募者の郵便番号・住
所・氏名を記入し、
体育振興課に郵送してください。
※応募は一人1通までとし、郵送により提出してください。な
お、A賞とB賞の両方を記載した場合は、無効となります。
応募期限 5月28日
（日）消印有効
〒299−0292（住所不要）
袖ケ浦市役所 体育振興課 ☎（62）3791

❁

自然散策会を開催します

❁

今年度、第1回目の自然散策会を椎の森自然環境保全緑
地「しいのもり」で開催します。
緑あふれる自然の森に生息する生き物の説明を聞きなが
ら散策しませんか。
日時 6月3日
（土）午前9時〜11時頃 ※雨天中止
集合場所 椎の森自然環境保全緑地「しいのもり」
※参加者には集合場所を記載した案内文を送付します。
定員 30名（申込先着順）
参加費 無料
環境管理課 ☎（62）3404

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日
5月22日（月）〜27日（土）の各地区指定日

廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎（63）1881

市税などの納期

5月16日〜31日

●軽自動車税 全期
納税課 ☎（62）2653
―納期内納付を心がけましょう―
コンビニエンスストアでも納付できます。

便利で確実な口座振替のご利用を
口座振替の手続きが完了するまで、約2カ
月かかりますので、市税などの各期別納期限
をご確認のうえ、早めに申し込んでください。

編集室から
本紙1面にあるように、ガウラなどのイラスト
を増やしました。皆さんも、様々な場所で使用
してみてください。
今回の号から、すでにいくつか新しいイラス
トを使用していますので、確認してみてくださ
い。
（ｔ）

平成29年度
開催日（予定）

主なスポーツイベント
大会行事

場所

6/3（土）

市主催スポーツ教室（ボッチャ、フライ
臨スポ
ングディスク）体験会

6/17（土）

なでしこリーグ2部カップ戦（オルカ鴨
陸上競技場
川FC VS 日体大FIELDS横浜）

6/18（日）

市スポーツ・レクリエーション祭（ソフト 臨スポ
バレーボール・グラウンドゴルフ大会） 陸上競技場

6/25（日）

生涯スポーツ公認指導員会主催 ウォ
陸上競技場
ーキング

7/12（水）〜20（木） 全国高等学校野球選手権大会

市営球場

体育振興課 ☎（62）3791
臨スポ…臨海スポーツセンター

開催日（予定）

大会行事

場所

9/24（日）

市民体力測定会

平川公民 館
体育室

10/7（土）

市民三学大学

臨スポ

10/7（土）〜8（日）

全日本女子硬式クラブ
野球選手権大会

市営球場

10/14（土）

市主催スポーツ教室（バドミントン）
講習（体験）会

臨スポ

10/15（日）

臨スポフェスティバル
（ウォーキング含む）

臨スポ

10/29（日）

全日本テコンドー選手権 東日本 地区
臨スポ
大会

11/3（祝）

千葉県なぎなた大会

7/24（月）〜26（水）

全国高等学校軟式野球選手権大会
南関東地方予選千葉県大会

市営球場

8/5（土）〜6（日）

全国高等学校軟式野球選手権大会
南関東大会

市営球場

11/11（土）〜12（日） 千葉県高校野球南部地区大会

8/19（土）〜24（木）

秋季千葉県高等学校野球大会
第8ブロック1次予選

市営球場

12/2（土）

市総合型地域スポーツクラブ交流大会
臨スポ ほか
（卓球、バドミントン ほか）

プロ野球イースタンリーグ（千葉ロッテ
市営球場
マリーンズ VS ヤクルトスワローズ）

H30.1/1（祝）

市元旦マラソン大会

8/27（日）

H30.1/20（土）

椎の木杯柔道大会

臨スポ

9/2（土）〜9（土）

秋季千葉県高等学校野球大会
2次予選

市営球場

H30.2/4（日）

椎の木杯剣道大会

臨スポ

H30.2/11（祝）

市インディアカ大会

臨スポ

9/16（土）〜25（月） 秋季千葉県高等学校野球大会

市営球場

H30.2/25（日）

ウォーキングフェスタ2018in袖ケ浦

臨スポ

■住民票の写しと印鑑証明書の時間外交付

臨スポ
市営球場

陸上競技場

平日の昼間（午前8時30分〜午後5時15分）に電話予約することで、休日昼間と平日夜間に受け取ることができます。
市民課 ☎（62）2970
受取時間 休日は午前9時〜午後5時、平日夜間は午後7時まで

