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地域に身近な保育所︵園︶を目指して

市では子育てを応援しています

車道
自動
館山

■市立幼稚園の臨時幼稚園教諭を募集

・吉野田保育所

時間 いずれも午前9時30分〜11時30分
※なかよし広場は、
3・4・8月がお休みです。
また、
別の月でも休みの場合がありますので、
事前にお問い合わせください。

育児に関する情報提供や子

第４水曜日・第４木曜日

市 内には︑保 育 所︵ 園 ︶
が

吉野田保育所

☎
︵75︶
2123

第３水曜日・第３木曜日

私立保育園

根 形 保 育 所

月〜土曜日
（祝日、年末年始を除く）
※すべての市立保育所で実施

お子さんを預かります

育てに関 する悩み相 談など

第２水曜日・第２木曜日

・昭和保育園

第１水曜日・第１木曜日

久保田保育所

☎
︵62︶
2427

平 川 保 育 所

園庭開放

☎
︵62︶
2250

なかよし広場

・長浦保育園

場所

・白ゆり保育園

なかよし広場と園庭開放の日程

☎
︵38︶
3258

しています。
担当の保育士が遊びのお手伝いや育
児相談にも対応しますので、
気軽にお越し
ください。
※給 食 体 験のみ有 料で、予 約が必 要
です。

・大空保育園

市立保育所では、保育所ごとに期日を
変え、
広い部屋で親子一緒に楽しい一時
を過ごすことのできる「なかよし広場」を
行っています。
また、すべての市立保育所で地域の
乳幼児の遊びの場として毎日園庭を開放

☎
︵53︶
8224

なかよし広場・園庭開放（市立保育所）

小規模保育所

ぱる（昭和保育園内）
利用時間 平日は午前9時〜午後3時30
子育て広場や、
子育てサークル結成の
分、
土曜日は午前8時〜午後1時
お手伝い、子育て中の悩み相談、育児講
※午前11時45分〜午後1時は、
お弁当タ
座、
給食試食会などを行っています。
イム
ゆうゆう（白ゆり保育園内）
利用時間
安心して楽しく子育てができるように出
平日の午前9時30分〜午後4時
利用方法 登録制です。直接お越しくだ 会いの場を提供しているほか、子どもが
さい。
登録手続き終了後、
すぐに利用で 健やかに育つように育児相談や育児講
座などを行っています。
きます（給食試食会は有料で、予約が
子育てを一人で抱え込まないで、
みん
必要です）。
すまいるらんど（長浦保育園内）
なで一緒に子育てをしていきましょう！
自然に囲まれた広い園庭が自慢です。 利用時間 平日は午前9時〜午後3時30
子どもや保護者同士の交流など、
仲間づ
分、
土曜日は午前8時〜午後1時
くりのお手伝いをし、育児相談や育児講
※午前11時45分〜午後1時は、
お弁当タ
座も行っています。
イム

・みどりの風保育園

子育て支援センター（私立保育園へ、市が支援して実施）

☎
︵38︶
5666

いずれも無料、予約不要

・みらいっ子るーむ

情報交換や友達づくりに

家庭的保育所

お子さんや保護者同士の交流のほか、子育て
に関する悩みなどの相談に応じます。
開館日 月〜土曜日
（祝日、年末年始を除く）
相談時間 午前9時〜正午、
午後1時〜4時30分
対象 未就学児とその保護者
※料金は無料で、
予約は不要です。
そでがうらこども館 ☎（62）2333

☎
︵63︶
5558

そでがうらこども館（子育て支援センター）に気軽に遊びに来てください

を行っています︒
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いずれも有料、要予約

一時預かり事業 急な用事などの際にお子さんを預かります
保育場所 根形保育所、昭和保育園、 利用方法
長浦保育園、
白ゆり保育園、大空保育
電話で問い合わせ後、各
園、
みどりの風保育園
保育所（園）
で登録手続きを
対象 市内在住で、
利用する当日に保育 してください。
において支障がない、健康状態である 料金 各保育所（園）
にお
就学前までのお子さん
問い合わせください。

病児保育 病気回復期に至らないお子さんを預かります
6月1日から開始しました
利用日時 月〜金曜日の午前8時〜午後
利用できる方 仕事の都合や冠婚葬祭な
5時
（連続7日間まで）
どの事情で、
家庭で保育することが困難
保育場所 大空保育園
な方
対象児童 市内在住または市内保育所
利用方法 事前に登録手続きをしてくだ
（園）
に通所
（園）
中で、
当面症状の急変
さい。
が認められないが回復期まで至らない、 料金 半日1,500円、
1日3,000円
生後6か月〜小学3年生までのお子さん

病後児保育 病気回復期のお子さんを預かります
利用日時 月〜金曜日の午前8時〜午後
6時
（連続7日間まで）
保育場所 長浦保育園
対象児童 市内在住または市内保育所
（園）
に通所
（園）
中で、
病気回復期のた
め集団保育が困難な、
生後57日〜小学
3年生までのお子さん
利用できる方 仕事の都合や冠婚葬祭な

どの事情で、
家庭で保育することが困難
な方
利用方法 事前に登録手続きをしてくだ
さい。
料金 市内の保育所
（園）
児は無料、
その
他のお子さんは1時間につき100円〜
200円

休日保育 日曜日・祝日でも保育しています
利用時間 午前8時〜午後6時
保育場所 長浦保育園
対象児童 市内在住で生後57日〜就学
前までのお子さん
利用できる方 仕事の都合や冠婚葬祭な

どの事情で、
日曜日や祝日に家庭で保育
することが困難な方
利用方法 事前に登録手続きをしてくだ
さい。
料金 保育園にお問い合わせください。

勤務形態 月〜金曜日の間で原則5日 ※働いてみたいという方は、
臨時職員の登録が必要です。
学校教育課 ☎
（62）3718
勤務時間などの詳細は、
お問い合わせください。

6次産業化支援事業
補助金額
・ハード支援は経費の2分の1（上
限50万円）
・ソフト支援は経費の2分の1（上
限20万円）
補助要件
・市内に、住所を有する農業者ま
たは事業所を有する農業法人な
ど
・市税などの滞納がないこと
・同一事業において、他の補助金
などの交付を受けていないこと
農家レストラン整備支援事業
補助金額
・ハード支援は経費の2分の1（上
限50万円）
・ソフト支援は経費の2分の1（上
限10万円）
補助要件
・市内に住所を有する個人または

団体など
・市内の農畜産物を活用した料
理を提供していること
・法令などに基づく認可や許可な
どを必要とする場合、当該認可
や許可が得られたもの
・市税などの滞納がないこと
・同一事業において、他の補助金
などの交付を受けていないこと
体験農園支援事業
補助金額
・整備補助は経費の2分の1（上
限50万円）
・管理運営補助は年間2万円（開
設から5年間を限度）
補助要件
・体験農園を整備する市内の農
業者または団体など
・農園総面積が10a以上であるこ
と

農業振興に取り組む事業者への新しい補助制度をご利用ください

次

新たな補助制度を紹介します

市では︑市 内の農 畜 産 物

加工・販売までを行う﹁

6

を 活 用 して︑生 産 者が自ら

産 業 化 ﹂に取 り 組む農 業 者

や︑市 内の農 畜 産 物 を 調 理

または加工をして提 供 する

﹁ 農 家レストラン﹂に取 り 組

む 事 業 者に対 し︑必 要 な 設

備 な どの支 援 を 行 う ため︑

補助制度を開始しました︒

ま た︑人 を 呼び込める魅

力ある農業を推進する取組

として︑農 産 物の収 穫 体 験

がで き る﹁ 体 験 農 園 ﹂を 開

現在、工業統計調査を行っていま
す。まだ回答がお済みでない場 合
は、
早めの回答をお願いします。
なお、調査事項は統計を作るため
だけに使用されるものであり、
その他
の目的に使用することは法律で固く
禁じられています。安心してご回答く
ださい。
総務課 ☎（62）1212

設 する農 業 者に対 しても ︑

労働力調査は、国の経済政策や
雇用対策などの基礎資料を得ること
を目的として行っています。
今回の調査対象は、神納地区の
一部の世帯です。調査員が調査票
を持って伺いますので、
ご協力をお
願いします。
千葉県 統計課
☎043（223）2220

工業統計調査の
回答はお済みですか

農園の整備などの支援を行

労働力調査を行います

うため︑補 助 制 度 を 開 始し

6月議会定例会が6月27日まで開催されています。
今回、議会定例会に提案している案件は、次の15件です。
・条例の一部改正 2件
・市道路線の変更 1件
・財産の取得 1件
・補正予算 2件
・専決処分の承認 2件
・土地開発公社の経営状況報告 1件
・予算の繰越報告 5件
・専決処分の報告 1件
総務課 ☎（62）2104

ました︒

6月議会定例会開催中

農林振興課

市では、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保や、公平で健全な競争
環境を構築する観点から、社会保険など（健康保険や厚生年金保険、雇用保険）
の未加入者（適用除外者を除く）に対し、社会保険などへの加入と法定福利費の
適切な負担を徹底するよう求めていきます。
なお、今年度の秋頃に申請受付の開始を予定している、平成30・31年度の入札
参加資格者名簿から、社会保険などへの加入が資格要件となります。未加入者は
平成30年4月1日から市が発注する建設工事の入札に参加できなくなりますので、
ご注意ください。
管財契約課 ☎（62）2219

☎︵62︶3460

発注工事における社会保険などの未加入対策を行います

２０１７年（平成２９年）6 月１５日

わな猟免許を新たに取得する方に補助金を交付します
教育委員会議（6月定例会）
日時 6月23日（金）午後2時30分〜
場所 市役所 2階第一会議室
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 6月21日（水）
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
介護保険運営協議会
日時 6月26日
（月）
午後3時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 高齢者福祉計画・第7期介護保
険事業計画策定スケジュールについて
ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 6月23日
（金）
担当課 介護保険課 ☎
（62）
3158
廃棄物減量等推進審議会
日時 6月26日
（月）
午後3時〜
場所 クリーンセンター 2階研修室
議題 ごみ処理施設長寿命化事業 ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 6月23日
（金）
担当課 廃棄物対策課 ☎
（63）
1881

消防委員会
日時 6月30日
（金）
午後4時30分〜
場所 消防本部 2階会議室
議題 平成28年度の主要事業の成果な
どについて ほか
傍聴定員 3名
（申込先着順）
申込期限 6月23日
（金）
担当課 消防本部 総務課 ☎
（64）
0119
地域公共交通活性化協議会
日時 7月3日
（月）
午後3時10分〜
（予定）
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 市内公共交通の現状と今後の実
施事業について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 6月30日
（金）
担当課 企画課 ☎
（62）
2327
sode01@city.sodegaura.chiba.jp
Eメール

子ども・子育て支援会議
日時 6月30日
（金）
午前10時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 子育て支援施策について
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 6月29日
（木）
▶保育があります。
希望する方は、
6月23日
（金）
までに申し込んでください。
保育代
などで300円が必要です。
担当課 子育て支援課 ☎
（62）
3286
Eメール sode15@city.sodegaura.chiba.jp

農業委員会総会
日時 7月5日
（水）
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 7月4日
（火）
担当課 農業委員会事務局
☎
（62）
3918
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp

水道事業運営委員会
日時 6月30日
（金）
午後1時30分〜
場所 市役所 7階会議室
議題 君津地域水道事業の統合広域
化について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 6月28日
（水）
担当課 水道局 ☎
（62）
3804
Eメール sodesui@atlas.plala.or.jp

景観審議会
日時 7月12日
（水）
午後2時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 袖ケ浦の景観まちづくりについて
ほか
傍聴定員 4名
（申込先着順）
申込期限 7月5日
（水）
担当課 都市整備課 ☎
（62）
3514
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp

市内で発生している野生鳥獣による農林畜産物などの被害を防止し、農業経
営の安定などを図ることを目的に、補助金を交付します。
対象 わな猟免許を新たに取得し、有害鳥獣捕獲事業に従事する方
補助額 わな猟免許試験の手数料と初心者狩猟講習会の受講料の3分の2（上
限1万円）
▶受付は予算内で、先着順となります。
申請方法 申請書に必要事項を記入し、事前に農林振興課へ提出してください。
用紙は、市ホームページからダウンロードできます。
※試験日などの日程は、市ホームページの専用ページでご確認ください。
農林振興課 ☎（62）3426

椎の森工業団地2期地区の地区計画変更案を縦覧します
椎の森工業団地2期地区では、地域経済の発展と緑豊かな工業地の形成を図
るため、平成26年9月に現在の地区計画を決定しました。その後、産業振興と雇用
機会の拡大を図るため、椎の森工業団地における重点立地促進分野（食料品製
造業、医療・健康分野など）を定めたことから、これらの企業立地が図られるよう
に、地区計画の変更作業を進めています。
この地区計画の変更について、4月に行った原案の縦覧に引き続き、都市計画
（案）の縦覧を行います。この案について意見のある方は、意見書を提出すること
ができます。なお、この案は縦覧後、都市計画審議会の審議を経て、決定・告示
する予定です。
縦覧の概要
都市計画の種類 地区計画に関する案（椎の森工業団地2期地区 地区計画）
縦覧期間 6月26日（月）〜7月10日（月） ※土・日曜日を除く
縦覧時間 午前8時30分〜午後5時15分
縦覧場所 都市整備課
意見書の提出について
対象 市内に在住する方（法人を含む）または利害関係のある方
提出方法 意見書に住所・氏名・意見などをを記入し、郵送または窓口で提出し
てください。用紙は、縦覧場所に用意しています。
提出期間 6月26日（月）〜7月10日（月）消印有効
提出先 〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 都市整備課 ☎（62）3514

環境影響評価関係図書に係る事業者見解書を縦覧します
環境影響評価準備書に対する住民などからの意見について、事業者見解を記
載した書類が送付されましたので、次のとおり縦覧します。
事業の名称 五井火力発電所更新計画
縦覧期間 6月20日（火）〜7月4日（火） ※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
▶千葉県 環境政策課 ☎043（223）4138
▶市役所 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

きれいにする条例﹂を定めて

市では﹁ 袖ケ浦 市 ま ち を

いており︑報 告 を 受 けた後︑

認︑
市への報告を行っていただ

域の巡回︑
散乱ごみなどの確

袖ケ浦市をきれいにしましょう

おり︑
清潔で美しいまちづく

います︒

各関係機関などで対応して

一人一人の気持ちと行動

ポイ 捨 て 防 止 活 動 ボ ラ

ンティアを募集します

りを目指しています︒

で︑美 しいま ち を 目 指 し ま

しょう︒

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

袖ケ浦 駅 周 辺のポイ捨て

日中に家族などから家事や育児の援助が受けられず、支援を必要とする妊娠
中の方、または生後6か月（多胎児出産の場合は1年）未満のお子さんを養育して
いる方に、ヘルパーを有償で派遣するサービスを行っています。
援助内容 日常的な家事や授乳、
もく浴の手伝い など
※お子さんとヘルパーだけでの留守番などはできません。
利用時間 午前7時〜午後7時
※1回につき2時間以内で、1日2回まで利用ができます。なお、
年末年始を除きます。
利用料金 1時間あたり700円 ※減免制度があります。
子育て支援課 ☎（62）3286
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・ごみなどのポイ捨ては︑
条

産前産後ヘルパーの派遣を行っています

7

きれいなまちにするために

市では、4月から市役所2階に、子育て世代総合サポートセンターを開設してい
ます。子育て世代総合サポートセンターは、妊娠から出産、
子育てまで、
子育て世代
の身近な窓口として、
保健師や助産師、社会福祉士などの専門職員が、
皆さんの子
育てを総合的に支援します。
開設日時 月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分 ※祝日と年末年始を除く
業務内容
・妊娠届の受付や妊娠期における相談
・妊娠届の受付時に、
母子健康手帳の交付と合わせて専門職員が面接を行い、
全員にサポートプランを提案
・子育てに関する各種相談や情報提供、行政手続きの案内などを行い、専門窓
口につなげる
子育て世代総合サポートセンター ☎（62）3220

防 止 活 動に参 加していただ

子育て世代の身近な窓口として相談を受け付けています

例で禁止しています︒
ごみは

子育て世代総合サポートセンター

けるボランティアの方を募集

工事期間中は、大ホールが利用できなくなります。ご迷惑をお
かけしますが、ご協力をお願いします。
なお、予定している期間以外の予約は、通常どおり利用日の
180日前から受け付けています。
工事期間 6月19日（月）〜12月20日（水）
市民会館 ☎（62）3135

出した人が責任をもって︑
適

市民会館大ホールの吊天井などの耐震対策工事を行います

します︒

市では、6月2日、株式会社ゼンリンと「災害時に
おける地図製品等の供給等に関する協定」を締結
しました。この協定は、災害時に市の要請に基づ
き、地図製品などの供給を円滑に受けられるように
するものです。
また、
平常時は備蓄用住宅地図の貸
与を受け、初動対応を円滑にする備蓄の充実と情
報交換を行い、防災啓発活動事業と防災訓練など
への参加など、防災活動の充実を図る内容となっています。
市では、
今後も災害時における市民生活の早期安定などを図るため、災害協定
などの締結を進めていきます。
危機管理課 ☎（62）2119

正に処分しましょう︒

ガウラ健康マイレージ
対象事業

子宮がん集団検診を行います

過去3年以内に受診された方と、
すでに申し込んだ方には、6月中旬に受診券を
発送します。
その他の方は、
電話または、
健康推進課、
ながうら健康福祉支援室、
も
しくは、
ひらかわ健康福祉支援室の窓口で申し込んでください。
日程
期日

災害時における地図製品等の供給等に
関する協定を締結

13

月 日
︵水︶

※ 雨天の場 合は 日︵ 木 ︶
に

6

期日

で禁 止 していま す ︒必 ず 持

順延

3

5

ふん

ち帰りましょう︒

時間 午後 時〜 時頃

7

条例
・飼い犬の糞の放置は︑

・ 空 き 地の所 有 者は︑雑 草

申込期限

場所 袖ケ浦駅南口

月 日
︵月︶

理しましょう︒

などが繁 茂しないように管

環境管理課

袖ケ浦市を含む全国LNG火力発電所所在地の10市町村が、5月25日に全国町
村会館で、
「災害時相互応援協定」を締結しました。この協定は、災害時に被災市
町村の要請に基づき、食料などの物資、応急復旧に必要な資機材の提供と職員
の派遣、被災者の一時受入れ施設を提供するなど、相互応援体制について充実
を図るものです。
危機管理課 ☎（62）2119

・

全国LNG火力発電所所在市町村連絡協議会
災害時相互応援協定を締結

☎︵62︶3413

市では、5月11日、エコシステム千葉株式会社と
「災害時における災害廃棄物の処理等に関する協
定」を締結しました。この協定は、地震や風水害、
そ
の他の災害が発生した場合、大量に発生する災害
廃棄物の処理について、
市がエコシステム千葉に協
力を要請することができるようにし、災害廃棄物の
円滑な処理に、迅速かつ的確に対応する協力体制
を整える内容となっています。
市では、
今後も災害時における廃棄物処理の拡充を図り、市民の安全・安心の
期待に応えられるように努めていきます。
廃棄物対策課 ☎（63）1881

▼市では︑
市内各地域から環

災害時における災害廃棄物の処理等に
関する協定を締結

境 美 化 推 進 員 を 選 任し︑地

２０１７年（平成２９年）6 月１５日

7月6日（木）
8月3日（木）

受付時間
午前9時〜10時
午後1時〜2時
午前9時〜10時
午後1時〜2時

場所
保健センター
平川公民館
長浦公民館
根形公民館

保育（予約不要）
なし
なし
なし
あり

※保育の対象は、生後3か月〜就学前までのお子さんで、検診車に乗車中のみ預
かります。
対象 市内在住の20歳以上の女性（平成10年3月31日以前に生まれた方）
体部の細胞診）
検査内容 問診、視診、
子宮頸部の細胞診（必要な場合、
※体部の細胞診検査は、不正出血や月経異常などの症状がある方で、医師が必
要と判断した場合に限りますが、
これらの症状は子宮体部がんの疑いがあるた
め、
できる限り医療機関での受診をお勧めします。
検査料 頸部検診400円 ※体部検診を受診する方は別途500円が必要です。
受診できない方
・今年度の子宮がん個別検診を受診した方
・子宮全摘出をされて子宮頸部がない方、
または子宮の病気で治療中の方
・すでに自覚症状のある方
・今年度、人間ドックなどで子宮がん検診をすでに受診した方、
または受診する予
定の方
レディースがん検診を行います（要予約）
女性特有のがん検診である子宮がん検診と乳がん検診を同日に受診できる「レ
ディースがん検診」を行います。
申込方法などの詳細は、本紙7月1日号と市ホームページでお知らせします。
期日 8月24日
（木）
・25日
（金）
▶どちらか一方のみのがん検診の受診はできません。
健康推進課 ☎（62）3162
け い ぶ

医療費通知が確定申告に使用できるようになります
平成30年1月1日から、医療費通知を確定申告に添付した場合、医療費の領収
書が不要となります。
国民健康保険の方の医療費通知は、6・9・12・3月の4回行う予定ですので、
大切に保管してください。
保険年金課 ☎（62）3031

国民年金付加年金制度をお知らせします
付加年金とは、国民年金第1号被保険者（任意加入被保険者を含む）が、毎月
の保険料（平成29年度は、16,490円）
とあわせて付加保険料を納付すると、
将来、
老齢基礎年金を受給する際に、
付加年金を上乗せして受け取ることのできる制度
です。
ただし、年金の免除を受けている方、国民年金基金に加入している方は、付加
年金をかけることはできません。
付加保険料の額 定額1カ月400円
※国民年金保険料と同様に、全額が社会保険料控除の対象です。
付加年金額 200円×付加保険料納付月数
※老齢基礎年金に加算されます。ただし、老齢基礎年金を65歳より前に繰上げ受
給される方は減額され、66歳以後に繰下げ受給しようとする方は増額されます。
申込方法 保険年金課、長浦行政センター、
または平川行政センターで、
年金手帳
と印鑑を持参し、
申し込んでください。
保険料の納付 日本年金機構が付加保険料を上乗せした納付案内書を送付し
ますので、
お近くの金融機関、
郵便局、
コンビニエンスストアなどで納めてください。
▶保険年金課 ☎（62）3092
▶木更津年金事務所 ☎（23）7616
エアコンの設定温度を下げすぎないように、扇風機を併用しましょう。また、洗濯機は
容量の80％程度を目安に、まとめ洗いをしましょう。
環境管理課 ☎（62）3404

２０１７年（平成２９年）6 月１５日

読書のまち袖ケ浦を支える図書館のサービスを紹介します

図書館を利用して
暮らしに役立ててみませんか
図書館の利用案内
貸出できる資料 図書、雑誌、紙芝居、録音資料（CD・カセットテープ）
貸出冊数と期間 一人15冊（うち録音資料は3点）
まで、2週間借りることができます。
利用登録 0歳の赤ちゃんから登録できます。登録の際は、本人の住所と名前が入った
証明書（運転免許証・保険証・母子手帳・学生証など）が必要です。
休館日 月曜日
（祝日の場合は開館）、
月末館内整理日、
年末年始、蔵書点検期間
開館時間
・各図書館は、
午前9時30分〜午後7時（10月〜3月は午後6時まで）
・各公民館図書室は、
午前9時30分〜午後5時

ご存じですか？図書館のサービス
予約・リクエストサービス
市内在住、在勤、在学の方は、
受付カウンターへ「予約リクエストカード」を提出すると、
資料の予約ができます。
また、
受付カウンターでパスワードを申請・登録すると、館内の利
用者用検索端末機（ＯＰＡＣ）や、図書館のホームページから予約できます。
市内の図書館で所蔵していない本は、
リクエスト
（購入または他市の図書館から取り
寄せ）することができます。
予約・リクエストした資料は、希望する図書館・図書室で受け
取ることができます。
館内視聴・映画会
図書館で所蔵する映像資料（DVD・ビデオなど）
を館内で視聴できます。
また、
子ども映画会や大人向けの名画鑑賞会を、定期的に開催しています。
インターネット検索
インターネットに接続したパソコンを設置しています。このパソコンでは、新聞記事、
官
報、法律・判例のデータベースも閲覧できます。

CO2削減

ライトダウンキャンペーンにご協力ください

環境省では、地球温暖化防止のため、ライトアップ施設や家庭での電気の消灯
を呼びかける「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」を行います。
皆さんのご協力をお願いします。
期間 6月21日（水）〜7月7日（金）
▶6月21日（夏至）と7月7日（クールアース・デー）の両日は特別実施日となりますの
で、午後8時から10時まで、照明の一斉消灯にご協力をお願いします。
環境管理課 ☎（62）3404

道路にはみ出た草木は危険です
この範囲内の草木は
刈取りをお願いします
※高さについては
お問い合わせください

道路にはみ出した雑草や樹木の枝は、歩行者
や車などの通行の障害になり、大変危険です。
私有地から道路上にはみ出た草木は、所有
者の管理となります。事故を未然に防ぐために、
自宅の周辺や道路沿いに土地を所有している
方は、草木の状態を確認し、はみ出ている場合
私有地 歩道
車道
は、刈取りをお願いします。
なお、刈り取った草木は、所有者が責任を持って処分してください。
▶土木管理課 ☎（62）3558
▶君津土木事務所 管理課 ☎（25）5132

私有地

駐車場と道路に段差がある箇所などで、車の乗入れのために鉄板や段差解消ブ
ロックなどを道路に設置していることがあります。
しかし、
これらの行為は道路法に違反するほか、歩行者がつまずいたり、バイクや
自転車の転倒事故の原因にもなります。
また、雨の日には雨水の流れを止めてしまうため、路面の排水の障害となり、路面
に水があふれ、通行に支障をきたす恐れがあります。
駐車場と道路の段差を解消するには、
申請（道路工事施行承認申請）
を行い、歩
道や縁石の切下げ工事をしてください。

➡
ブロックが排水の障害や、歩行者
などの転倒事故の原因となります

この写真のように工事をしてください

土木管理課 ☎（62）3558

■クリーンセンターでは自動車やバイクの部品を処分できません

中央図書館のみのサービス
読書相談・レファレンスサービス
様々な資料や情報を探している方々の相談に応じます。お探しの資料がある場合は、
レファレンスカウンターへ気軽にご相談ください。
対面朗読（要予約）
中央図書館では、
目の不自由な方のために対面朗読を行っています。
また、印刷され
た活字文書を読み上げる音声読書機「よむべえ」を設置しています。
▶詳細は、お問い合わせください。

男女共同参画セミナー 参加者を募集
落語でほっこり、楽しく学ぼう！
男女におけるパートナーシップのわかりやすいお話と落語で、楽しく男女共同参画を
考えていきましょう。
日時 7月20日
（木）午後1時30分〜3時30分
場所 市役所 旧館3階大会議室
内容
・第一部：演題「男女共同参画社会の実現に向けて」、講師「西山 恵美子 氏（国立女
性教育会館 客員研究員）
」
・第二部：演目「八五郎出世」、
はなし手「山田家きさっぺ 氏（袖ケ浦落語同好会）
」
定員 50名（申込先着順）
参加費 無料
申込方法 電話、FAX、
または窓口で申し込んでください。
申込期限 7月10日
（月）
保育があります
お子さんの保育を希望する方は、
申込時にお知らせください。保育の対象は、満2歳〜
就学前のお子さんで、おやつ代などで一人300円が必要です。
市民活動支援課 ☎（62）3102 FAX（62）3877

強化週間 6月26日（月）〜7月2日（日）

道路との段差を解消する工事を行う時は、許可申請手続きが必要です

良い例

乳幼児・児童サービス
年齢別に絵本の読み聞かせ、素話（ストーリーテリング）、わらべうたなどの催しを定
期的に行っています。
国立国会図書館デジタル化資料送信サービス
（中央図書館・長浦おかのうえ図書館
のみ）
国立国会図書館がインターネットで公開している図書館限定送信の資料を、閲覧・印
刷することができます。
メールマガジン送信サービス
市内在住、在勤、在学の方は、メールマガジンに登録すると、定期的に図書館の催し
やお知らせを受け取ることができます。パスワードを登録してキーワード入力すると、新
着資料からヒットした資料が表示されます。
宅配サービス
身体の障がいなどにより図書館へ来館できない市民の方へは、配送による貸出を
行っています。
サピエ図書館
全国視覚障害者情報提供施設協会が運営しているサピエ図書館に加入しているた
め、点字資料やDAISY（デジタル録音図書）
を目の不自由な方に提供できます。

全国一斉「子どもの人権 110 番」

車の出入口に乗入れブロックは置かないでください
車の出入口に乗入れブロックは置かないでください

悪い例

図書館イメージ
キャラクター「トショロ」

図書館では、本、雑誌、
ＣＤ、
カセットテープを、
す
べて無料で借りることができます。
また、
年間をとおし
て映画会やおはなし会、各種講座・講演会、夏と秋
の「トショロ月間」など、様々な催しを行っています。
中央図書館 ☎（63）4646
sodegaura.ed.jp
HP http://lib．

法務省の人権擁護機関では、6月26日から7月2日までの7日間を「子どもの人権110
番強化週間」として、法務局の職員または子どもの人権専門委員が、
いじめなどの子
どもの人権に関わる相談を電話で受け付けます。
強化週間中は、
平日の受付時間を延長するほか、土・日曜日も受け付けます。
相談は無料で、秘密は守られますので、気軽にご相談ください。
時間 ・平日 午前8時30分〜午後7時
・土・日曜日 午前10時〜午後5時
0120（007）110
相談電話
千葉地方法務局 人権擁護課 ☎043（302）1319

市営墓地公園の開園時間を延長します
期間 7月1日（土）〜8月31日（木）
開園時間 午前7時30分〜午後6時
※通常は午前8時30分〜午後5時まで
環境管理課 ☎（62）3413

農業経営の状況に変更がある場合は申し出をお願いします
農地の取得や貸借などをするための要件の確認や経営実態証明書の発行など、
農業経営に関する基本的な情報は、更新しておく必要があります。
所有する農地や農機具、従事者や従事日数などに変更があった場合は、農業委
員会に申し出をお願いします。
農業委員会事務局 ☎（62）3918
クリーンセンターでは自動車やバイクの部品を処分できないため、販売店などに相談して、適正
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内） ☎（63）1881
にリサイクルをしてください。
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健康づくりをお手伝いする母子保健・食生活改善推進員を紹介します

オストメイト社会適応訓練講習会
日時 7月15日
（土）午後1時〜4時
受付 午後0時30分〜
場所 袖ケ浦市民会館 3階中ホール
内容 ストーマケア講習会（講演と実技）、ストーマ装具
の展示説明会
※展示説明会は、正午から行います。
定員 100名（当日先着順）
参加費 無料
オストメイト三津友会 神谷 ☎・FAX 0439（52）5599

大谷 芳子
飯塚眞知子

大嶋
廣川
在原

厚美
恵子
澄恵

田村
山中

充子
礼子

田島
堀場

典子
静代

加藤
岩井

高橋さえ子
石井当美子
金子 典子

稲葉真理子
山田 道子

中山
石井

敏子
郁代

山口 和世
山﨑美保子

吉田真由美
井上 君代

小幡 雪江
佐久間節子

藤谷
青澤

明美
裕子

鶴岡美智子
増戸 晃代

三浦
稲村

宮野
近藤

順子
弘美

上原
吉田

江美
典子

葉岡部秀子

近藤富美子
栗原 礼子

小林 澄代
小林はつ枝

永井

京子

八城たま江

妙子
孝子

和子
総子

消防団員（男女）随時募集中

日時 7月19日
（水）午前7時20分〜午後4時30分
場所
航空自衛隊入間基地（埼玉県狭山市稲荷山）
対象 市自衛隊協力会会員
定員 40名（申込先着順）
申込方法 住所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号
を、
電話でお知らせください。
申込期間 6月15日
（木）〜29日
（木）
市自衛隊協力会事務局（危機管理課内）
☎（62）2119

大地震、
台風、集中豪雨などの自然災害が猛威を
振るう昨今、全国的に消防団員の重要性が改めて叫
ばれています。
大規模災害が発生した場合、地域住民を守る大
きな力となるのが消防団です。
消防団は、地域に住む方などにより組織され、
一人
一人が生業を持ちながらも、
「自らの地域は自らが守
る」という精神に基づき、地域の安全・安心のために
大きく貢献している優れた組織です。
いつ発生してもおかしくない大地震・風水害に備
え、家族を守り、地域を守る消防団は、
今、あなたの
力を必要としています。
消防本部 総務課 ☎（62）0119

青少年健全育成推進大会を開催

〜楽しく仕事をしてみませんか〜

伊藤
石田
河内
栗田

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「押花額絵サークル」作品展示

和枝
嘉江
サク
宜房
光子

永年培った知識・経験を活かし
てみませんか？
健康の保持にもつながります。
対象 市内在住で、
センターの趣
旨に賛同し、健康で働く意欲の
ある60歳以上の方
仕事内容 植木の手入れ、草取り、草刈り、農作業、
施設作業、
仕分梱包 など
※特に、植木の手入れ、草取り、草刈り、農作業、清掃
ができる方を募集します。
報酬 仕事の内容により異なります。仕事量に見合っ
た分を配分金として支払います。
会費 年2,000円
シルバー人材センター（飯富1604）☎（63）6053

元ニートの方の就職体験談を含めたサポステの
紹介や、親と子どもの関わり方アドバイス、個別面談
を行います。
一人で悩まずに、
まずはご相談ください。
日時 7月1日
（土）午前10時〜正午
場所 市民会館 1階会議室
対象 15歳〜39歳の若者とその保護者、
またはニー
ト・不登校・ひきこもりに関わりや関心のある方
参加費 無料
ちば南部地域若者サポートステーション（厚生労
働省認定事業）☎（23）3711

木々映す春田となりて輝けり
白梅や会ひたき人と会うて逝き
やはらかき曾孫の匂ひや五月晴
山笑ふぎっくり腰が散歩する

シルバー人材センターで生きがいを

ニートや不登校、ひきこもりで悩み
がある方のための相談会を開催

恋猫を目掛けすとんと飛び下りる 石井

日時 7月1日
（土）午後1時〜
場所 平川公民館 体育室
内容 青少年育成者感謝状贈呈、実践発表（横田
本郷祭囃子保存会）、記念講演（市民三学大学講
座）
市民三学大学講座
今回の三学大学講座は、
育児漫画家の高野優さん
を講師にお迎えします。
母として3人の娘を育てた高野さんご自身の経験
と、
子育てに対する考え方を聴くことができ、
またス
テージ上で漫画を描きながらの講演になります。
▶講演中の写真・ビデオ撮影、
音声の録音はご遠慮く
ださい。
時間 午後2時30分〜
テーマ 子は育ち親も育つ〜楽しまなくっちゃもった
いない〜
講師 高野 優 氏（育児漫画家、絵本作家）
生涯学習課 ☎（62）3743

無駄だよと言われながらも化粧する 高橋 惠子
藤沢 健二
京野 幹夫
進藤まつ子
森園 信子

労働委員会では、労働者と使用者の間で生じた解雇・
パワハラ・労働条件の変更などをめぐる労働関係のトラブ
ルについて、労働委員会の委員が間に入って、当事者の
歩み寄りによる円満な解決を目指す「個別的労使紛争の
あっせん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者、
使用者どちらからでも申請
できます。希望する方は、気軽にご相談ください。
千葉県労働委員会事務局 ☎043（223）3735

中村さゆり
鈴木 真弓

老いてなお夢諦めず追っている
泣き笑い生きてる証日記帳
迷っても笑顔になれる試着室
帰り際笑顔で交わす手の温み

ご存じですか？労働委員会

門田 信江
高品恵美子
中川とみ子

自衛隊施設見学の参加者募集

労働問題相談センターをご存じですか
専門のスタッフが無料で相談に応じます。
相談日 毎月第2・4水曜日
相談時間 午前9時30分〜午後4時30分
場所 木更津商工会館 4階（木更津市潮浜）
相談内容 解雇、配置転換、
労働時間、
サービス残業、
い
じめ、
セクハラ、パワハラ、採用、労災・雇用保険、職場
の安全衛生、就業規則などの労働問題 など
君津労働基準協会 ☎（37）9620

仁子
教子
郁江

富岡地区

上総シニアアンサンブルは、昨年10月に根形公民館を
拠点に結成した中高年の楽団で、結成後初めての演奏会
を開催します。
日時 7月9日
（日）午後2時開演、1時30分開場
場所 長浦公民館 多目的室
曲目 茶摘み、昴、
宇宙戦艦ヤマト、ハンガリー舞曲第5
番、
サントワマミ、80日間世界一周 ほか
定員 100名（当日先着順）
入場料 無料
団員を募集しています
特に弦楽器パートとピアノパートの方、大歓迎です。
上総シニアアンサンブル 藤井 ☎（63）6238

西澤
進藤
鈴木

中川地区

上総シニアアンサンブル オープニングコンサート

石渡 慶子
茂 百合子
西沢 孝子

平岡地区

日時 7月1日
（土）午後1時〜
受付 午後0時30分〜
場所 アイビーボウル（君津市坂田）
競技方法 男女や年齢は問わず、ハンディー戦3ゲームの
トータルピンで順位を決定します。
対象 市内在住、在勤の方
参加費 2,000円（中・高校生は1,500円）
申込期限 6月24日
（土）
市体育協会 ボウリング専門部
西川 ☎・FAX（63）1062 在原 ☎090（2452）4543

大平 純子
飯島 淳子
志村るみ子

根形地区

市民ボウリング大会

坂本美智子
伊藤美代子
福原千恵子

蔵波地区

雄大なサンゴ礁に囲まれた沖縄の島を舞台に、故郷の
島へ舞い戻った母娘を中心とした、島に住む個性的な
人々の生活模様を描いた作品です。
脚本・監督 椎名誠
撮影 中村征夫
音楽 高橋幸宏
出演 余貴美子、本名陽子、
平良とみ、紺野美沙子 ほか
日時 6月28日
（水）午前10時〜11時50分
場所 3階視聴覚室
定員 120名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕なし
長浦おかのうえ図書館

高田 治美
関
典子
粕谷 一代
前田多恵子

長浦地区

名画鑑賞会「うみ・そら・さんごのいいつたえ」

母子保健・食生活改善推進員名簿（敬称略）
昭和地区

Partner & Event Guide

母子保健・食生活改善協議会は、市内各地域で活
動を始めて、
今年で44年目を迎えます。
市から委嘱を受けた62名の母子保健・食生活改善
推進員は、市民と行政のパイプ役となり、市民の皆さん
の健康づくりをお手伝いする活動を行っています。
※母子保健・食生活改善推進員が活動する際は、
身分
証明書を携帯しています。
母子保健推進員の活動
・初めて出産を迎える夫婦を対象としたプレママパパ
学級で、
カルシウムたっぷりのバランス食を調理し、参
加者と会食しながら、
子育てに関するお話やアドバイ
スなどを行っています。
・生後6〜8か月の乳児がいる家庭を訪問し、
市が行っ
ている健康診査や各種相談を案内しています。
・1歳6か月児健康診査で、推進員が調理した手づくり
おやつを提供し、試食を通じて幼児期のおやつにつ
いてのアドバイスをしています。
食生活改善推進員の活動
・市内在住の幼児期から高齢期までの方を対象に、
健
康についての講話や、野菜をたくさん使った料理の調
理実習などを行っています。
また、親子を対象に食育
教室なども行っています。
・家庭で作ったみそ汁などの塩分濃度の測定や、減塩
料理の調理・試食などをとおして、減塩の啓発活動を
行っています。
健康推進課 ☎（62）3162

期間 6月17日（土）〜28日（水） ※初日は正午から。最終日は午後7時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046
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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
6月

当番医

診療科目

電話

内科
犬丸内科皮膚科クリニック 小児科
（64）
1191
18日
〔蔵波台2-28-5〕 皮膚科

25日

かんのう整形外科 整形外科
外科 （60）
7577
〔神納689-1〕 リウマチ科

25日

さくま耳鼻咽喉科医院 （午前9時〜正午）
2787
耳鼻咽喉科（60）
〔神納617-1）

※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

アクアラインなるほど館ロビー展

そでがうらイングリッシュフェスタを開催

「あつまれ！上池の水の住人」を開催します

ALTの先生と一緒にオールイングリッシュで活
動し、英語でコミュニケーションする楽しさを味わ
いませんか？
ALTの先生とたくさん触れ合って、
「相手に英
語が通じた」
「相手の英語がわかった」
「課題がク
リアできた」という体験をとおして、臆することなく
英語でコミュニケーションをとることへの自信を養
いましょう。
日時 8月10日
（木）午前9時〜正午
場所 総合教育センター、昭和小学校 体育館・
校庭
対象 次の条件すべてに該当する市内の小学5
〜6年生
・英語によるコミュニケーションに挑戦する意欲
がある
・自力で現地集合・現地解散ができる
（保護者に
よる送迎など）
・緊急時に保護者と連絡が取れる
・事前に保護者による参加調査票の提出と、児
童による課題への取組が可能である
※事前課題の例は、
自己紹介を簡単な英語で言
えるようにするなどです。詳細は後日、参加決定
者に連絡します。
定員 35名（申込多数の場合は抽選）
参加費 200円（保険代・教材費）
申込方法 学校で配付したチラシにある参加申
請書に必要事項を記入し、所属する学校まで
提出してください。
申込期限 6月19日
（月）
決定通知 応募があった方には、6月23日
（金）以
降に参加の可否を郵送します。参加決定者に
は、参加調査票と事前課題を同封しますので、
必要事項を記入し、7月3日
（月）
までに教育セン
ターに郵送で提出してください。
総合教育センター ☎（62）2254

普段何気なく眺めている袖ケ浦公園上池には、
どんな生き物がいる
のでしょうか。
今回の展示では、上池周辺に住むカニや魚たちのくらしを、写真と
ともに紹介します。
期間 6月17日
（土）〜7月17日
（祝）
※7月17日を除く毎週月曜と、7月18日は休館
時間 午前9時〜午後5時
場所 郷土博物館 アクアラインなるほど館
入館料 無料
郷土博物館 ☎（63）0811

郷土博物館

企画展Ⅰ
「石とのかかわり」
昔から人々は、
身近にある素材として石を利用してきました。
今回の展覧会では、石の利用方法の移り変わりから、
他の地域との関わ
りや人々の石との関わりを見ていくことで、石が果たしてきた役割や時代の
流れを学ぶことができます。
開催期間 7月15日
（土）〜9月3日
（日）
※7月17日を除く毎週月曜日と、7月18日
（火）
は休館
時間 午前9時〜午後5時
入館料 無料
関連イベントを開催します
展示解説会
期日 7月15日
（土）、8月5日
（土）、9月3日
（日）
時間 午後1時〜2時
場所 郷土博物館 2階特別展示室
そではく講座「袖ケ浦学」
日時 8月19日
（土）午後1時30分〜3時
場所 郷土博物館 研修室
テーマ 「石器のナゾ〜石器はどこからやってきた？〜」
講師
柴田 徹 氏（東海大学 非常勤講師、松戸市立博物館 非常勤研究員）
定員 40名（申込先着順）
参加費 100円（資料代）
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
フィールドワーク
（石造物の調査）
期日 7月22日
（土）、8月20日
（日）
時間 午後1時〜3時
場所 郷土博物館 研修室、屋外展示石造物、飽富神社
対象 両日とも参加できる方
定員 10名（申込先着順）
参加費 100円（資料代 ほか）
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
▶雨天時は内容が異なります。
郷土博物館 ☎（63）0811

●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）

6月15日〜17日 シバサキ建設 （63）
0911
6月18日〜24日 長浦設備

（62）
2754

6月25日〜7月1日 田辺設備

（75）
5001

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

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日
6月19日（月）〜24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

6月16日〜30日

●市県民税 1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
先日、流行しているアデノウィルスに感染し、
貴重な休日を棒に振りました。
（泣）
ウィルスの種類によっては、高熱等が1週間ほ
ど続く人もいると言われる病気ですので、皆さ
んも十分に注意してください。
（ｔ）

代宿児童館のプールで遊びませんか
代宿児童館では、夏の期間にプールを開放します。
ぜひ、
ご利用ください。
期間 7月15日
（土）〜8月20日
（日）
※月曜日と祝日、7月18日は休み。
時間 午前9時30分〜正午、
午後1時〜3時
場所 代宿児童館（代宿75番地1）
利用できる方 市内に住所を有する18歳未満の方
※6歳未満のお子さんは、
保護者の同伴が必要です。
料金 無料
代宿児童館 ☎（62）0341

確かな 学力
〜学校の特色ある授業〜

市内の小・中学校の特色ある
授業の様子を紹介します。
学校教育課 ☎（62）3727

＜昭和小学校＞
昭和小学校では、11月22日に千葉
県算数・数学教育研究大会の会場校
として、県内の先生方を対象に、公開
授業を行う予定です。
そのため、昨年度より「思考力・判
断力・表現力を育てる算数科指導の
あり方」を主題として、特に算数的活
動の場を工夫することに重点を置き、
天秤を使った
子どもたちが目的意識を持って授業
「比例と反比例」の学習
に取り組めるよう、進めています。
例えば、6年生の「比例と反比例」の学習では、実際に天秤を使っ
て、天秤が釣り合ったときの｢支点からの距離｣と｢おもりの個数｣の関係
を、実験をとおして自分たちで考察させることで、反比例の定義と性質
を理解させる授業を行いました。
わ○
か りやすい」
い つでも使える」
は やい」
か んたん」
「○
「○
「○
今年は、
「○
せ いかく」の頭文字をとった「わかいはかせ」
を算数の合言葉とし、
「○
意識付けしていくとともに、確かな学力を確実に定着させるため、
「発
問」
「板書」
「ノート指導」をキーワードに、教師の指導力向上にも力を
注いでいます。

子育て・孫育てに役立つ学習会
〜小児看護の基礎知識〜
地域での子育て相互援助活動を支援するファ
ミリーサポートセンターでは、
これまで会員向けに
子育て学習会を開催してきました。
今回から、会員以外でも子育てや孫育てに興
味・関心のある全ての方に、学習会に参加してい
ただけるようになりました。体や心の発育と発達、
食事や健康、病気やけがの対処など、様々なテー
マを取り上げ、講義や実習を行います。
学習会に参加し、お子さんやお孫さんの健やか
な成長に役立ててください。
日時 7月11日
（火）午前10時〜正午
場所 保健センター 集団指導室
講師 健康推進課職員
対象
市内在住の子育て・孫育てに関心のある方
定員 20名（申込先着順）
申込期限 6月30日
（金）
保育があります
保育を希望する方は、
申込時にお知らせくださ
い。保育の対象は満2歳〜就学前のお子さんで、
保険・おやつ代で一人300円が必要です。なお、2
歳未満のお子さんは、
ご相談ください。
ファミリーサポートセンター ☎・FAX（64）3115

インデックス

子育てを応援しています
農業振興
に取り組む事業者への新しい補助制度／椎
の森工業団地2期地区の地区計画変更案を
縦覧
災害時における災害廃棄物の処
理等に関する協定を締結／災害時における
地図製品等 の 供 給等に関する協定を締結
読 書 の ま ち 袖 ケ 浦 を 支 える図 書 館 の
サービスを紹介
パートナー＆イベント・
ガイド/母子保健・食生活改善推進員を紹介

住民票などの
証明書交付窓口開設日
6/25・7/9・7/23

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

