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市では︑大地震を想定した総合防災訓練を地域住民︑自主防

災組織︑自衛隊︑防災関係機関などと協力して行います︒

日本シェイクアウト提唱会議

災 害 時に被 害を減らすためにはどうしたらよいか︒皆さんも

シェイクアウト訓練では、
指定された日時に、
家庭や職場、
外
出先など、
それぞれの場所で地震から身を守るための3つの
安全行動を約１分間行います。訓練開始の合図は、
防災行政
無線と生活安全メールでお知らせします。
なお、
訓練への積極
的な参加表明として、
訓練参加の事前登録をお願いします。
登録方法 FAX、
または市ホームページから登録してくださ
い。
用紙は、
市ホームページからダウンロードできます。
地震から身を守るための3つの安全行動

正確な知識を身に付け︑もしもの時に備えましょう︒

シェイクアウト訓練（いっせい行動訓練）を行います

危機管理課 ☎
︵ 62 ︶
2119

初期消火訓練の様子

日時 8月20日（日）
午前10時〜
※雨天決行。ただし、気象
警報の発表またはそのお
それがある時は中止。
場所 昭和小学校 グラウ
ンド・体育館
炊き出し訓練の様子
訓練の内容
・シェイクアウト訓練
・災害時要援護者安否確認訓練
・災害対策本部設置・活動訓練
・情報収集訓練
・現地災害対策本部・救護所の設置訓練
・避難所応急危険度判定訓練
・避難勧告・避難所開設訓練
・福祉避難所への移送訓練
・炊き出し訓練
・初期消火訓練
・人命救出訓練
・延焼防止訓練
・道路復旧訓練
・応急復旧訓練
・救援物資輸送訓練
・給水、給食訓練
・ボランティアセンター立上げ・運営訓練
・災害に備えた実技訓練 ほか
▶当日は、訓練会場を自由に見学できます。また、煙体験ハウ
スや地震体験車による体験、防災用品の展示を行います。

大地震を想定した
総合防災訓練を行います

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」

自主防災組織とは
自主防災組織は、自主的
な防災活動を行うことを目
的として、自治会などが中心
となり、地域住民で組織す
るものです。市では、自治会
などに対し、自主防災組織
づくりを勧めています。自主防災組織には、申請により、市
から防災資機材を貸与します。

防災行政無線で
サイレンを鳴らします
訓練当日の午前10時に、防災行
政無線から市内一斉にサイレンが
鳴ります。
実際の災害などと間違えないよう
ご注意ください。

袖ケ浦市内補助路線バス 期間限定の無料お試し乗車を行います 8月1日〜31日
夏休みに路線バスで百目木公園プールや袖ケ浦公園、東京ドイツ村などに行こう！
路線バスは地域の公共
交通として重要な移動手
段ですが、近年、利用者
は減少傾向にあります。
今後も路線を維持する
には、日常的に利用してい
ただくことが最も効果的で 路線バスで行ける百目木公園プール
あるため、新たな利用者を増加させる取組として、期間限定で
路線バスの無料お試し乗車を行います。
知っている路線でも、バスから見る景色は少し違います。こ
れまで路線バスを利用したことがない方を含め、お試し乗車を
通じて、路線バスの魅力や利便性を実感してください。
利用期間 8月1日
（火）
〜31日
（木）
利用方法 利用する前に裏面のアンケートを記入し、広報紙か
ら1枚ずつ切り離して、
降車時に運賃箱に入れてください。
注意事項 本券1枚で、大人、子どもを問わず、1乗車1名限り
有効です。また、コピーなど複写した券は利用できません。
企画課 ☎（62）2327

無料お試し乗車券が利用できる路線バス
のぞみ野長浦線
無料お試し乗車券が利用できる路線は、のぞ
み野平岡線、のぞみ野長浦線、代宿団地袖ケ浦
長浦おかのうえ図書館、
さつき台病院、
イオン長
バスターミナル線です。
浦店など、
日常的な利用に最適な路線です。
なお、馬来田線・姉ヶ崎線などの市外も運行す
路線バスであれば、
駐車場の心配をせずにでか
る路線バスや、高速バスでは利用できません。
けることができます。
のぞみ野平岡線
主な停留所 のぞみ野南〜のぞみ野ターミナル〜
長浦行政センター前〜長浦駅
袖ケ浦公園、
ゆりの里、東京ドイツ村、百目木公
代宿団地袖ケ浦バスターミナル線
園プールなど、
市の主要観光スポットに行くことがで
袖ケ浦バスターミナルから高速バスに乗り換えれ
きます。夏休みを利用したちょっとしたおでかけや、
ば、
都心や空港がすぐ近くです。
のんびりと車窓を眺めるのに最適な路線です。
お盆休みの長期旅行などにも最適な路線です。
主な停留所 平川行政センター
（または東京ドイツ
主な停留所 代宿団地（または椎の森工業団地）
村）〜上泉〜のぞみ野ターミナル〜袖ケ浦公園
〜浜宿団地〜長浦駅〜蔵波台〜今井〜袖ケ浦
前〜袖ケ浦駅〜袖ケ浦バスターミナル
駅〜袖ケ浦バスターミナル
※百目木公園プールへは、平川行政センターから
徒歩10分です。
なお、
平川行政センター行きのバ
▶各路線の時刻などの詳細は、市ホームページな
スは、
平日のみ運行しています。
どでご確認ください。
キリトリ
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※降車時に運賃箱に入れてください。
※本券１枚で、大人、子どもを問わず、１乗
車１名限り有効です。
※コピー等複写したものはご利用になれま
せん。
※裏面のアンケートにお答えいただき、切り
取ってご利用ください。
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火葬場整備事業の状況をお知らせします

火葬場の整備は︑平成 年 月 日に︑袖ケ浦市︑木更

姉妹都市ブラジル連邦共和国イタジャイ市の日伯文化協会が
活動で使用するため、着物などの寄付のご協力をお願いしたと
ころ、
たくさんの寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。
寄付をいただいた着物などは、
日伯文化協会に送付しました。
市民活動支援課 ☎（62）
3102

営事業﹂に関する覚書を締結しました︒

着物などの寄付をありがとうございました

33

津市︑君津市︑富津市で﹁︵仮称︶木更津市火葬場整備運

姉妹都市交流

4

年度の供用開始を目処に整備

さわやかネット蔵波台は、
子どもや孫の世代が、
蔵波台を故郷であると誇れるよう、
「誰もが心豊かに安心して暮らせるふるさと蔵波台」の実現を目的として平成15年
に結成され、
蔵波小学校児童の交通安全のための誘導や、
高齢者への生活支援
活動を行い、
児童の安全確保と高齢者の支援に大きな効果を上げています。
また、
世代間の交流や青少年の健全育成にも大切な役割を担っています。
今回、
この功績が認められ、
第25回クローバー賞（新日鐵住金君津社会貢献賞）
を受賞しました。
クローバー賞は、君津地域4市に居住し、利益を目的としない活動を継続的に続
け、
地域社会に貢献している方を表彰するものです。

現在︑ 市共同で平成

さわやかネット蔵波台

環境管理課 ☎
︵62︶
3413

平成28年度
火葬場の整備の基本的な枠組である
「（仮称）木更
津市火葬場整備運営事業基本構想」の策定と、PFI
事業の実現の可能性を調査しました。
※PFIは、公共施設などの建設や維持管理、運営など
を、民間の資金・経営能力、技術的能力を活用して
行う手法です。
平成29年度
現況測量、境界測量、環境影響調査、基本計画策定、地
質調査などの火葬場建設前の準備業務を行っています。
・共同事業の範囲や事業費の負担割合などは4市で
協議を進めており、調査や設計などの準備業務は火
葬場の施設規模で事業費が大きく影響することがな
いため、4市均等に負担することで合意しました。
・用地取得に伴う経費は、取得した土地を将来にわた
り木更津市が所有管理するため、木更津市の単独
負担とすることで合意しました。
・施設整備費、管理運営費、新火葬場周辺市道整備
事業費、地元対策事業費などに係る負担割合は、
引き続き協議を進めています。

おめでとうございます

する方向で︑調査・検討を進めています︒

２０１7 年（平成 29 年）8 月１日

人権擁護委員が再任されました
石井 菊女 氏（三ツ作）
7月1日付けで、
石井菊女氏が法務大臣から人権擁護委員として委嘱されました。
人権擁護委員は、相談や啓発を通じて人権擁護の活動を行っています。差別やい
じめ、いやがらせ、虐待、プライバシーの侵害など、人権についてお困りのことがあり
ましたら、気軽にご相談ください。
相談は無料で秘密は守られます。
※定例の相談日は、本紙毎月1日号でお知らせしています。
市民活動支援課 ☎（62）3102

ガウラがツイッターを始めました
市のマスコットキャラクター「ガウラ」がツイッターを始めました。
「いいね！」
ガウラの日常や感じたこと、参加イベントのお知らせな
を待ってる
どをゆるくつぶやいています。
ガウ！
ぜひ、フォローしてガウラの日常を覗いてみてください。
アカウント @gaura̲sodegaura
秘書広報課 ☎（62）2465

農畜産物直売所「ゆりの里」の改修工事を行います
君津支部消防操法大会結果
7月1日に旧木更津市役所西側駐車場で、君津支部消防操法大会が開催さ
れ、
袖ケ浦市代表として、
ポンプ車の部に第12分団（大曽根・野田・勝・のぞみ野）
と
小型ポンプの部に第13分団（下新田・三ツ作）
が出場し、
消防ポンプ操作の迅速さ
や正確さなど、
日頃の訓練の成果を競い、
結果は次のとおりでした。
ポンプ車の部
※敬称略
最優秀賞 第12分団（大曽根・野田・勝・
のぞみ野）
個人賞 指揮者 堀江 直人
個人賞 2番員 石井 聡
個人賞 4番員 小野 守
▶ポンプ車の部で最優秀賞を獲得した
最優秀賞を獲得した第12分団
第12分団（大曽根・野田・勝・のぞみ野）
は、7月22日に千葉県消防学校で開催された千葉県消防大会に、君津支部の
代表として出場しました。
なお、
大会の成績は、
後日、
本紙でお知らせします。
小型ポンプの部
第3位 第13分団
（下新田・三ツ作）
消防本部 総務課 ☎
（62）
0119

審議会などの会議予定
公共下水道事業運営審議会
日時 8月9日
（水）午後1時30分〜
場所 市役所 7階会議室
議題 平成28年度公共下水道事業特
別会計決算について ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 8月7日
（月）
担当課 下水対策課
☎（62）
3651 FAX
（62）
7485
Eメール sode26@city.sodegaura.chiba.jp

行政改革推進委員会
日時 8月17日
（木）
午後1時30分〜
場所 市役所 7階会議室
議題 行政経営計画（第6次行政改革
大綱）
の平成28年度取組み結果につ
いて ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 8月16日
（水）
担当課 行政管理課
☎
（62）
2135 FAX（62）
5916
Eメール sode07@city.sodegaura.chiba.jp

農畜産物直売所「ゆりの里」では、老朽化した外壁の塗装作業と、売場内の照明を
LED器具に改修する工事を行います。
改修工事は、
店舗内での作業を行うため、
直売所を一定期間休業します。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、
皆さんのご協力をお願いします。
工事期間 8月上旬〜9月中旬
休業期間 8月17日
（木）
〜31日
（木）
農林振興課 ☎
（62）3460

都市計画案の概要の縦覧と公聴会を行います
現在整備が進められている「袖ケ浦椎の森工業団地２期地区」を、良好な工業団
地として将来にわたり機能的な都市活動を確保するため、都市計画の見直し作業を
行っています。
今後、都市計画案の作成にあたり、案の概要を縦覧し、公聴会を開催します。
縦覧の概要
都市計画の種類 区域区分（県決定都市計画）
、
用途地域（市決定都市計画）
縦覧期間 8月8日
（火）
〜22日
（火） ※土・日曜日、
祝日を除く
縦覧時間 午前8時30分〜午後5時15分
縦覧場所 市役所 都市整備課、
千葉県 都市計画課（区域区分のみ）
公述の申出
案の概要について、
公述（公聴会で意見を述べること）
ができます。
対象 市内に住所を有する方（法人含む）
、
または利害関係のある方
※希望者が多い場合は抽選となります。
なお、
結果は本人に通知します。
提出方法 郵送または窓口で、
都市計画の種類ごとに、
意見の要旨と住所・氏名などを
記入した公述申出書を提出してください。
用紙は、
都市整備課で用意しています。
提出期間 8月8日
（火）
〜22日
（火）消印有効
提出先 〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 都市整備課
公聴会
公述の申出がない場合は中止となります。
日時 9月2日
（土）
午前10時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
▶傍聴を希望する方は、
直接会場にお越しください。
ただし、
満員の場合は入場をお断
りする場合があります。
▶市役所 都市整備課 ☎
（62）3514
▶千葉県 都市計画課 ☎043（223）
3376
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④65 歳以上

キリトリ

当てはまる番号１つに○をつけてください
Ｑ1：年齢層を教えてください。
①18 歳以下
②19 歳〜39 歳
③40 歳〜64 歳
④65 歳以上

Ｑ3：今回の路線バスご利用の目的をお
答えください。
①通勤・通学 ②通院 ③買い物
④その他（
）

Ｑ3：今回の路線バスご利用の目的をお
答えください。
①通勤・通学 ②通院 ③買い物
④その他（
）

Ｑ3：今回の路線バスご利用の目的をお
答えください。
①通勤・通学 ②通院 ③買い物
④その他（
）

Ｑ3：今回の路線バスご利用の目的をお
答えください。
①通勤・通学 ②通院 ③買い物
④その他（
）

Ｑ4：ご利用予定のバス停名をお書きく
ださい。
乗車バス停名（
）
降車バス停名（
）

Ｑ4：ご利用予定のバス停名をお書きく
ださい。
乗車バス停名（
）
降車バス停名（
）

Ｑ4：ご利用予定のバス停名をお書きく
ださい。
乗車バス停名（
）
降車バス停名（
）

Ｑ4：ご利用予定のバス停名をお書きく
ださい。
乗車バス停名（
）
降車バス停名（
）
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ひとり親家庭などへの福祉制度
↓

J 児童扶養手当

離婚などにより、父または母と生計を同一にしていない
児童（18歳に到達後の最初の3月31日までの間にあるお子
さん）
を養育しているひとり親家庭などに対し、児童扶養手
当を支給します（所得制限などの支給要件があります）。
なお、児童手当とは別の制度です。
支給額 所得や児童数により決定
▶現在、児童扶養手当受給資格をお持ちの方（支給停
止中の方も含む）は、8月15日（火）までに現況届を
提出してください。提出がない場合、8月以降の手当
を受給することができなくなります。
子育て支援課

J ひとり親家庭などの医療費助成
ひとり親家庭などの児童（18歳に到達後の最初の3
月31日までの間にあるお子さん）と、その母または父な
どの医療費を助成します（所得制限などの支給要件が
あります）。
助成を受けるためには、事前に申請を行い、資格審
査を受ける必要があります。
助成額 保険対象医療費にかかる自己負担額から、
他制度（高額療養費など）と、次の一部負担金を除
いた額
・通院の場合、医療機関毎に一人1カ月1,000円
・調剤の場合、薬局内で処方箋発行機関毎に一人1カ
月1,000円
→
・入院の場合、入院時食事療養費標準負担額と生

母子・父子・寡婦家庭の方の経済的自立を応援する
ため、貸付を行います。
なお、修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支
度資金は児童も対象となります。
家庭児童相談室（母子・父子自立支援員）

J 自立支援教育訓練給付金

J 交通遺児等手当

ひとり親家庭の母または父が、
就労のための資格取得
など指定された教育訓練講座を受講する場合に、受講
料を助成します
（所得制限などの支給要件があります）。
なお、受講の前に面談・申請が必要です。
対象講座
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・就業に結びつく可能性の高い講座で、国が定めるも
の など
支給額 自己負担金の60％に相当する額（上限20万円）
家庭児童相談室（母子・父子自立支援員）

市内在住の義務教育修了前のお子さんの父または
母が、交通災害で死亡または身体障害者障害程度1級
もしくは2級に該当する障がいの状態になった時に、手
当を支給します。
支給額
・就学前の乳幼児一人につき月額4,000円
・小学校在学中の児童一人につき月額5,000円
・中学校在学中の生徒一人につき月額6,000円
子育て支援課

J 高等職業訓練促進給付金の支給

母子・父子自立支援員が、母子・父子・寡婦家庭の子
育てや就業などの生活全般について、相談に応じたり、
各種制度や就職活動の情報提供などを行います。
また、
配偶者からの暴力
（DV）
の相談にも応じます。
期日 祝日を除く毎週月・火・木曜日
時間 午前9時〜午後4時
場所 市役所 家庭児童相談室
家庭児童相談室（母子・父子自立支援員）

ひとり親家庭の母または父が就職をする際に、有利で
生活安定に資する資格の取得を促進するため、養成機
関で1年以上修業する場合の修業期間（上限3年）
につ
いて、
給付金を支給します（所得制限などの支給要件が
あります）。
なお、修業の前に面談・申請が必要です。
家庭児童相談室（母子・父子自立支援員）

児童扶養手当の現況届の手続き時に臨時窓口を開設し、就労支援を行います。
この機会に、ぜひご利用ください。なお、詳細は、お問い合わせください。
日程
時間
午前10時30分〜正午
午後1時〜3時

場所
市役所 2階第二会議室
市役所 2階第一会議室

ハローワーク木更津 ☎（25）
8609

市道の工事を行います
工事期間中は、通行止めや片側交互通行など、ご迷惑をおかけしますが、皆さ
んのご協力をお願いします。
市道川原井林線
昨年度に引き続き、車道の拡幅や歩道の整備、河川改修工事を行います。
工事期間 9月中旬〜平成30年2月下旬
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線

総昭和

県道南

上泉

平岡小幽谷分校
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線

市道三箇横田線
昨年度に引き続き、車道の拡幅や歩道の整備を行います。
工事期間 8月上旬〜12月下旬
広域農道

県道長浦上総線

工事区間
40
9号

平川中学校

国

道

市道三箇横田線

横田駅

東横田駅

JR久留里線
コンビニ

国道409号

土木建設課 ☎
（62）
3626

お詫びと訂正

パチンコ店

百目木公園

J 母子・父子自立支援相談

自動販売機（食品）の設置事業者を募集
市では、市役所庁舎内の自動販売機設置場所を一般競争入札により貸付します。
貸付を希望する方は、募集要項を確認し、申込期間内に提出してください。募集
要項などは、管財契約課窓口で配布しています。また、市ホームページからダウン
ロードできます。
貸付場所 市役所庁舎内1箇所（1㎡程度）
貸付期間 11月1日〜平成32年9月30日
申込期間 8月29日
（火）
まで ※土・日曜日、
祝日を除く
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分
入札日 9月4日（月）
管財契約課 ☎
（62）2226

「市民の声」制度をご存じですか
市民の声とは、皆さんから市政に対する意見などをお寄せいただき、市長が直接
目をとおして、
市政運営の参考とする制度です。
平成28年度には、
78件の意見が寄せられましたので、
その一部を紹介します。
詳しい内容は、市政情報室（市役所2階）、市ホームページ
（市への意見・提言の
ページ）
でご覧いただけます。
提出方法 市民の声専用の用紙、
または市ホームページに開設した市民の声投稿
フォームから提出してください。用紙は、
郵送料無料の封筒と一緒に市役所または
各公民館に用意しています。
秘書広報課 ☎（62）2465

平成28年度中に寄せられた市民の声の内容を紹介

市営墓地公園

東横田駅

J 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

活療養費標準負担額
資格期間
申請書を提出した翌月から最初の7月31日まで
※資格審査を受けている方でも、毎年更新が必要とな
ります。
子育て支援課

出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン

期日
8月2日（水）
8月15日（火）

市で行っている支援について紹介します。詳細は、お問い合わせください。
▶子育て支援課 ☎
（62）
3272
▶市役所 家庭児童相談室 ☎
（62）
2111
（内線547、毎週月・火・木曜日）

意見・提言
商店会の街灯が消えて、
桜並木通りが
急に暗くなりました。冬の夕方の暗い時間
帯に、
中学生や高校生が通学しているた
め、
危険だと思いましたので、
街灯設置の
検討をお願いします。
回答
昭和商店会の申し出により、商店会の
街灯を撤去しました。
しかし、夜間における通勤・通学者など
の歩行者の交通安全と犯罪防止などを
図る必要があることから、市では、防犯灯
の設置基準や現地の状況を確認し、防
犯灯を設置しました。
【市民活動支援課】
意見・提言
中央図書館の出入り口に、
喫煙所が設
置されていますが、入り口付近なので図
書館に行く足が遠のきます。公共の場に
喫煙所を設置するのはやめてほしいで
す。
回答
市では公共施設の館内を全面禁煙と
し、施設敷地全体としては分煙に取り組
んでいますが、施設を利用される喫煙者

がやむを得ず喫煙をする場合のため、喫
煙場所として設置しています。
しかし、喫煙者の吸う煙草の煙が風向
きによっては、正面玄関や昭和小学校の
グラウンドへ流れる恐れもあることから、
喫
煙場所を別棟の機械室前へ移動します。
今後、
受動喫煙による被害の恐れがあ
る施設を把握し、喫煙場所などの改善を
行いつつ、各公共施設の敷地内全面禁
煙化に向けて取り組んでいきます。
【中央
図書館・健康推進課】
意見・提言
袖ケ浦駅南口広場（ロータリー）
に時計
がないので、設置していただけないでしょ
うか。バスを待っているお年寄りや小・中
学生のためにもいいかなと思います。
回答
現在、
駅前広場の時計は、
袖ケ浦駅北
口広場と長浦駅南口広場に設置している
ところでありますが、
ご指摘いただいたとお
り、袖ケ浦駅南口広場へ時計を設置する
ことは、利用者に時間を知らせる有効な
手段となりますので、今後、設置に向け検
討していきます。
【土木管理課】

本紙5月1日号3面の「市の財政状況をお知らせします」の記事で、財産の状況に誤りがありました。お詫びして訂正します。
正 土地 2,271,262㎡、建物 188,588㎡
誤 土地 2,271,972㎡、建物 188,851㎡
管財契約課 ☎（62）
2226
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日は終戦記念日です



受付期限

り 前のことです が︑改めて

資格

現在︑
戦争体験を知る人

自衛官等採用試験
募集種目

月

商店や工場、病院などではかりを使って取引を行う方または証明を出して
いる方は、適正な計量取引を確保するため、2年に1度のはかりの検査が義
務付けられています。
県と市では、はかりの定期検査を行いますので、はかりをお持ちの方は検
査を受けてください。なお、はかりを使って取引を行う方で事前調査の通知
が届かない方や、平成27年9月以降にはかりを購入した方は、必ず連絡をして
ください。
期日・場所 9月4日
（月）長浦公民館、
5日
（火）
市民会館、
6日
（水）
平川公民館
時間 午前10時30分〜午後3時
持ち物 計量器、検査手数料
▶商工観光課 ☎（62）
3428
▶千葉県計量検査所 ☎043
（251）
7209

平 和の尊さと戦 争について

はかりの定期検査を行います

考えてみませんか︒

高齢者スポーツ大会の参加者を募集

市では、
シニアクラブ連合会の協賛で、高齢者向けのスポーツ大会を開催し
ます。
シニアクラブ連合会に所属している方のほか、一般の参加者も募集しま
す。参加を希望する方は、
各シニアクラブへお問い合わせください。
（木）午前10時〜午後3時20分
日時 10月19日
場所 臨海スポーツセンター 体育館
対象 市内在住で60歳以上の健康な方
その他 運動のできる服装で、
上履き、
昼食、
飲み物を持参してください。
申込期限 8月10日
（木） ※申込先着順
▶大会参加について
シニアクラブ連合会事務局
（社会福祉協議会内）☎
（63）3888
▶大会について 高齢者支援課 ☎（62）
3219

しかし ︑今の平 和 が︑戦

ガウラ健康マイレージ
対象事業

15

8月6日・9日の「祈りの日」に、広島市と長崎市では原爆被爆72周年の慰霊と平和祈念の
式典が行われます。
この式典では、広島市長と長崎市長が全世界へ向けて、核戦争の悲 惨さと核兵器の廃
絶を強く訴える「平和宣言」を行います。
また、広島に原爆が投下された8月6日午前8時15分と、長崎に原爆が投下された8月9日午
前11時2分に、原爆死没者のご冥 福と世界恒久平和の確立を祈念するため、平和の鐘を合
図に1分間の黙とうを捧げます。
平和を願うこの祈りの輪が全国に広がり、
「祈りの日」として確立できるように、市民の皆
さんも黙とうを捧げましょう。
地域福祉課 ☎（62）3157
ひ さ ん

めいふく

平川公民館ものづくり講座「DIYこども工作教室」
木片を使って子どもの自由な発想で作品を作ります。
「手づくり」のよさ・
楽しさに慣れ親しんでもらい、正しい道具・工具の知識を習得します。
（土）午後1時30分〜3時30分
場所 平川公民館 1階多目的室
日時 9月2日
講師 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
対象 市内の小学生
定員 20名（申込先着順）
参加費 200円（保険料 ほか）
持ち物 鉛筆3本、大きめのレジ袋3枚
申込方法 電話または窓口で、
住所・氏名・電話番号をお知らせください。
申込期限 8月21日（月）
平川公民館 ☎（75）
2195

1

8

❁「祈りの日」に黙とうを
「祈りの日」に黙とうを❁
❁

炊き出し体験会の参加者募集

災害時などに、自ら炊飯などができる人材を育成するため、炊き出し体
験会を開催します。興味のある方は、ぜひご参加ください。
日時 8月10日（木）午前10時〜午後1時 ※荒天中止
場所 長浦公民館
対象 市内在住、在勤の方
定員 30名（申込先着順）
参加費 無料
申込方法 電話、電子メール、または窓口で申し込んでください。
申込期限 8月4日（金）午後5時
長浦公民館 ☎（62）
5713
Eメール sode62@city.sodegaura.chiba.jp

15

1

が少なくなってきました︒

※平成9年2月発行「明日の君たちへ
−袖ケ浦市民の戦争体験−」
から抜粋

〜 日
︵火︶
▼ 月 日︵火︶

供たちには、させてはならないと思う。

争で失われた尊い犠牲の上

あのような体験は二度としたくないし、子

8

階ロビーと

と、断腸の思いである。

の間 ︑市 役 所

いった人々や、戦死した父のことを考える

総務課

のため若い命をささげて国のために散って

真のパネルを展示します︒

にいられたことは、まだまだよい方で、戦争

に築 かれていること を ︑私

を過ごしていた日々…。それでも命を失わず

長浦公民館ロビーで被爆写

襲におびえ、電灯にカバーをかけ、暗い夜

ません︒

ることも、楽しみもなく過ごした若い日。空

たちは決して忘れてはいけ

物も不足がちな日を過ごし、きれいな服を着

☎
︵62︶
2104

長 浦 公 民 館

なにもない日々を耐えた。食べる物も、着る

普 段︑平 和であることを

「欲しがりません。勝つまでは」などと、

今回は、
奈良輪雨水ポンプ場と下水処理場それぞれの探検ツアーの参加者
を募集します。
参加者には、
オリジナルガウラステッカーをプレゼントします。
奈良輪雨水ポンプ場の探検ツアー
日時 8月5日（土）午前10時〜11時頃
場所 奈良輪雨水ポンプ場
下水処理場の探検ツアー
日時 8月19日
（土）午前9時30分〜11時30分頃
場所 袖ケ浦終末処理場
共通事項
対象 市内在住、在勤、在学の小学生以上の方（小学生は保護者の同伴が必要）
定員 各20名程度（申込先着順）
申込方法 電話で住所・氏名・電話番号・参加人数をお知らせいただくか、
申込用紙に必要事項を記入し、FAXまたは電子メールで申し込んでくださ
い。用紙は市ホームページからダウンロードできます。
申込期限 開催日の前日の午後5時
その他 施設内を歩くため、動きやすい服装でお越しください。また、天候
により中止となる場合があります。中止の際は、当日の午前8時30分頃に電
話で連絡します。
下水対策課 ☎
（62）
3669 FAX
（62）
7485
Eメール sode26@city.sodegaura.chiba.jp

あまり意識しないのは当た

水処理施設の探検ツアーを開催

恒久平和はみんなの願い
市では、
豊かで平和な郷土をつくるため、
平成2年12月議会で「平和都市袖ケ浦」
を宣言し、
恒久平和の実現に努めています。

平和都市宣言


世界の平和は、人類共通の願いです。豊かで平和な郷土づくりは、恒久平和なくしては達
成できません。
私たち市民は、協力し合い、基本的人権が尊重される社会、子供たちの権利が守られる社
会、
暴力やあらゆる差別のない社会、
環境破壊のない社会をつくり日本国憲法の基本理念であ
る恒久平和の実現に努めることを誓い合い、
ここに「平和都市袖ケ浦」
を宣言します。
総務課 ☎
（62）2104

九州北部 地 方大雨災害
義援金にご協力ください

ありがとうございます

7月5日からの九州北部地方大雨災害に
より被災された方々には、心よりお見舞申し
上げます。市では、被災地への支援のた
め、市役所1階ロビー、長浦行政センター、
ながうら健康福祉支援室、
ひらかわ健康福
祉支援室、
ガウランド
（健康づくり支援セン
ター）
に義援金箱を設置しています。
皆さんのご協力をお願いします。
受付期間 8月31日
（木）
まで
地域福祉課 ☎
（62）3157

これまでに市で受け付けた総額は、
7月19日現在で、次のとおりです。
・東日本大震災義援金
16,145,483円
・熊本震災義援金
1,833,918円
・九州北部地方大雨災害義援金
39,853円
▶義援金は、日本赤十字社経由で被災
者にお送りしています。
地域福祉課 ☎（62）3157

防

災害への義援金

災 ワンポイントアドバイス
〜集中豪雨やゲリラ豪雨に気を付けよう〜

集中豪雨やゲリラ豪雨は、
短時間のうちに狭い地域に集中して降る豪雨のことで、
梅雨の
終わりごろによく起こります。冷たい風が吹きはじめたり、
雷鳴や稲妻が発生するなど、
豪雨の
前兆が見られる場合は、
気象庁のホームページなどを活用し、
すぐに避難しましょう。
また、周囲より低い位置にいる場合や川の近くで前兆を感じた場合は、すぐにその場
から移動しましょう。
危機管理課 ☎（62）2119
HP http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

2018年版県民手帳の予約受付を開始します
試験期日

・海上自衛隊
1次：9/18（祝）
高卒（見込含）
で、23歳未満の方
2次：10/17（火）〜22（日）
・航空自衛隊
3次：11/16（木）〜12/21（木）
高卒（見込含）
で、21歳未満の方 9月8日
（金）
・17（日）
1次：9/16（土）
一般曹候補生
（男女）
2次：10/6（金）〜12（木）
18歳以上27歳未満の方
※いずれか1日が指定されます。
自衛官候補生
（男女）
通年
受付時にお知らせします。
航空学生
（男女）
※パイロット

自衛隊 千葉地方協力本部 木更津地域事務所 ☎（23）
5734

■イノシシなどの獣害対策用電気柵の安全対策

千葉県統計協会が発行している県民手帳の予約を受け付けます。
サイズ 85㎜×145㎜
色 紺色または黄色
代金 1冊500円（税込み）
申込方法 総務課、各行政センターに用意している予約申込書に、必要事項を記入し、代
金を添えて申し込んでください。
受付期間 8月１日（火）〜25日（金）
▶手帳は10月上旬頃に納品予定です。
総務課 ☎
（62）1212

電気柵を見かけても、
不用意に近づいたり、
さわったりしないでください。
また、
電気柵を設置している方は、
電気用品安全法などの関係法令を確認し、
安全確保をお願いします。
農林振興課 ☎（62）
3426

２０１7 年（平成 29 年）8 月１日

↓

↓
↓

刻一刻と変化していく様子を克明に描いた作品です。
原作 大宅壮一
脚本 橋本忍
監督 岡本喜八
山村聰、
志村喬、
笠智衆、
加山雄三 ほか
出演 三船敏郎、
日時 8月9日（水）午後2時〜4時40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

Partner & Event Guide

市民ゴルフ大会
真夏の夜の名画鑑賞会「恋におちたシェイクスピア」
人気作家シェイクスピアが、商家の令嬢ヴァイオラと
恋に落ちるラブ・ロマンスです。
脚本 マーク・ノートン
監督 ジョン・マッデン
出演 グウィネス・パルトロウ、ジョセフ・ファインズ ほか
日時 8月10日（木）午後4時50分〜7時
場所 2階視聴覚ホール
定員 80名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕あり
中央図書館

参加者募集

友達同士や地域の仲間など、
たくさんの方の参加をお
待ちしています。詳細は、
後日、
参加者に連絡します。
期日 10月2日（月）
場所 南茂原カントリークラブ（長生郡長南町地引）
定員 32名（申込先着順）
対象 市内在住、在勤の方
参加費 13,000円程度（プレー・昼食・賞品代 など）
申込方法 FAXで、住所・氏名・電話番号・ハンディを
お知らせください。
申込期限 9月19日（火）
社教連協事務局

名画鑑賞会「ライフ・イズ・ビューティフル」
戦争という過酷な状況の中で、家族を愛し、守り続
けたユダヤ系イタリア人グイドの姿を、笑いと涙で描い
た感動作です。
脚本 ヴィンチェンツォ・チェラーミ
脚本・監督 ロベルト・ベニーニ
出演 ロベルト・ベニーニ、ニコレッタ・ブラスキ ほか
日時 8月17日（木）午前10時〜正午
場所 2階視聴覚ホール
定員 80名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕あり
中央図書館

和紙ちぎり絵友の会

和紙ちぎり絵体験会

老若男女、
どなたでも和紙が好きであれば楽しいひと
時が過ごせます。親子や友達と一緒にご参加ください。
日時 8月10日（木）午前10時〜正午、午後1時〜3時
場所 長浦公民館 2階調理実習室
材料費 500円（扇子・うちわ代含む）
持ち物 手拭き用おしぼり
和紙ちぎり絵友の会 江藤 ☎（63）
4514

地元出身者達による名曲コンサート2017
ラウンジ展示コーナー
日時 8月13日（日）午後2時開演（1時30分開場）
「藤沢周平と海坂藩−没後20年を記念して−」 場所 君津市民文化ホール 中ホール（君津市三直）
藤沢周平は時代小説家で、藤沢が書く武士を主人
公とした作品には、北国の架空の藩「海坂藩」が多く
登場します。今回は、藤沢の没後20年を記念して、海
坂藩を舞台とした作品を中心に展示します。
期間 9月28日（木）まで
場所 1階ラウンジ
時間 午前9時30分〜午後7時
中央図書館

内容 1部：フィギュアスケートで奏でられたメロディーた
ち、2部：クローバー サクソフォンクヮルテット、3部：心と
心をつなぐ音楽！（合唱 風の馬に飛びのって）
入場料 一般1,500円、高校生以下500円
房総楽友協会 早川 ☎0439（52）8600
HP http://bosogk.com/

視聴覚教育メディア研修
名画鑑賞会「日本のいちばん長い日」

→

第二次世界大戦時の軍部や政府内部の状況が、

おすすめ図書の紹介−話題の新着本−
<一般書>『江戸の旅人書国漫 図書館では、調べ学習や
遊』杉浦日向子／『聖書と歎異
その他の調べものの
抄』五木寛之・本田哲郎／『ウメ お手伝いをしています。
サオタダオが語る、梅棹忠夫』小
長谷有紀／『介護破産』結城
康博、村田くみ／『深海生物の「なぜそう
なった？」がわかる本』北村雄一／『カタロ
グでたどる日本の小型商用車 1904−
1966』小関和夫／『タマネギとニンニクの
図書館
歴史』マーサ・ジェイ／『字が汚い！』新保 イメージキ
ャラクター
信長／『俗語入門』米川明彦
「トショロ」
<小説>『BUTTER』柚木麻子／『最愛
の子ども』松浦理英子／『誰かが見ている』宮西真冬／『お
もちゃ絵芳藤』谷津矢車
<児童書>『太陽と月の大地』
コンチャ・ロペス＝ナルバエス
<絵本>『ほんとさいこうの日』レイン・スミス／『アームスト
ロング』トーベン・クールマン／『ほらなにもかもおちてく
る』ジーン・ジオン（文）、マーガレット・ブロイ・グレアム
（絵）／『つかまるわけないだろ！』ティモシー・ナップマン
（文）、シモーナ・チラオロ（絵）
8月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
7日
（月）
・14日
（月）
・21日
（月）
・28日
（月）
・31日
（木）
中央図書館 ☎（63）4646

日時 8月17日（木）午前9時30分〜午後4時
場所 君津地方視聴覚教材センター
（木更津市新田）
対象 君津地方の幼稚園・保育園・小学校・中学校の
教育関係、社会教育関係、一般の方
定員 20名（申込先着順）
参加費 無料
その他 Windowsムービーメーカーがインストールさ
れたパソコンを持参してください。
君津地方視聴覚教材センター ☎
（25）
2707

かずさジュニアオーケストラ

定期演奏会

場所 君津市民文化ホール 大ホール（君津市三直）
講師 ゴルゴ松本 氏
入場料 1,000円
※高校生以下の方は、先着200名まで無料。
木更津法人会事務局 ☎（37）
7720

帆船みらいへ

初入港イベント

「帆船みらいへ」の千葉初入港を記念して、千葉港
旅客船浅橋でイベントを開催します。
・親子体験航海
日時 8月28日（月）午前9時30分〜正午、午後1時30
分〜4時
対象 小学4年生以上のお子さんと、その保護者
定員 各60名（応募多数の場合は抽選）
参加費 無料
申込期限 8月14日（月）
・ランチ付き1日体験航海
日時 8月29日
（火）
・30日
（水）午前9時30分〜午後4時
対象 小学生以上の方（小学3年生以下は保護者同伴）
定員 各60名（申込先着順）
参加費 大人9,720円、小学生6,480円
▶他にもイベントを開催します。詳細は、みらいへ公式
ホームページをご覧ください。
▶親子体験航海について
海の月間活性化委員会 ☎043（248）1153
▶その他のイベントについて
グローバル人材育成推進機構 ☎078
（381）
7079
HP http://www.miraie.org

就学義務猶予免除者などの中学校卒業程度認定試験
国は、病気などのやむを得ない理由により、義務教
育を猶予または免除された方に対し、中学校卒業程度
以上の学力があるかを認定する試験を行っています。
合格者には、高等学校の入学資格が与えられます。
願書受付期間 8月21日
（月）
〜9月8日
（金）
試験日 10月26日
（木）
▶詳細は、
お問い合わせください。
学校教育課 ☎（62）
3727

税の無料相談（要予約）
期日 8月9日（水）、9月13日（水）
時間 午前10時〜正午、午後1時〜3時
場所 木更津商工会館（木更津市潮浜）
内容 記帳、
決算、
税務に関する相談
※申告書類の作成や確認などは行いません。
対象 税理士・税理士法人が関与しない一般納税者
千葉県税理士会木更津支部 税務支援センター
☎
（37）9000

専門医による無料不妊相談（要予約）
不妊に関する疑問や悩みについて、気軽にご相談く
ださい。
なお、予約は開催日の前日までにご連絡ください。
日時 8月17日（木）午後2時〜4時
場所 君津健康福祉センター（木更津市新田）
君津健康福祉センター 地域保健課 ☎（22）
3744

各楽器ごとのアンサンブルも演奏します。
日時 8月27日（日）午後2時開演（1時30分開場）
場所 かずさアカデミアホール メインホール（木更津
市かずさ鎌足）
指揮 野口 芳久 氏（東京音楽大学 准教授）
入場料 一般1,000円、
高校生以下500円 ※全席自由
かずさジュニアオーケストラ事務局 ☎
（20）5555

木更津法人会女性部会設立40周年記念事業
税を考える週間 公開講座「命の授業」
日時 9月14日（木）午後5時開演（4時開場）

→

▶市民活動支援課 ☎（62）3102
▶結婚相談所（火・金曜日開設）
☎（62）2111（内線546）

木更津・君津・富津・市原市との交流も行っています
※結婚相談所の休日は、本紙7面の相談案内でご確認ください。
私の略歴

８月
市民会館
貸出日 毎週火・金曜日
（4・11・15・22日休み）
貸出時間 午前9時〜正午 ※喪服は随時受け付けます。
▶20日
（日）午前9時〜午後3時 展示会を開催
田中 ☎
（62）
2032
（火・金曜日の午前を除く）

平川地区貸衣裳 （三箇502-6）
貸出日 毎週月・水・金曜日
（祝日を除く）
貸出時間 午前10時〜午後3時 ☎（75）5570
■種類 打掛・振袖・留袖・色留・七五三・産着・モーニング・
紳士用ダブル・喪服

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「蔵波中学校美術部」作品展示

私の希望する人

年齢・性別

学歴

職業

勤務地

趣味

身長

体重

結婚歴

年齢

結婚歴

学歴

職業

64 男

大卒

会社員

君津

音楽鑑賞

167

57

初

〜61

不問

不問

不問

54 男

高卒

会社員

袖ケ浦

マラソン

159

64

初

〜48

不問

不問

不問

49 男

高卒

会社員

木更津

ランニング

174

66

再

〜49

不問

不問

不問

46 男

高卒

会社員

千葉

旅行

168

62

初

〜47

初

不問

不問

43 男

高卒

会社員

市原

DVD鑑賞

186

110

初

〜41

初

高卒

不問

42 男

高卒

会社員

木更津

映画鑑賞

169

78

初

〜43

不問

不問

不問

43 男

高卒

会社員

君津

旅行

167

75

初

〜40

不問

高卒

不問

56 女

高卒

会社員

木更津

音楽鑑賞

152

53

再

〜65

不問

不問

不問

31 女

高卒

パート

袖ケ浦

ウォーキング

165

−

初

〜35

初

高卒

会社員

39 女

短大卒

会社員

千葉

映画鑑賞

159

54

初

〜44

初

大卒

公務員

期間 8月1日（火）〜15日（火） ※初日は正午から。最終日は午後4時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎
（64）1046
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ガウラ健康
マイレージ
対象事業

国民健康保険特定健康診査は今月末まで

対象の方は、平成29年度の所得状況届を提出してください。
対象 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、重度心身障害者福祉
手当、心身障害児福祉手当を受給している方
※特別児童扶養手当を受給している方は、手当証書も併せて提出してください。
提出期間 8月10日（木）〜9月11日（月）
※特別児童扶養手当を受給している方は、8月14日（月）からの提出となります。
障がい者支援課 ☎（62）3199

40〜74歳の国民健康保険加入者で、まだ受診して
いない方は、早めの受診をお願いします。
なお、健診結果は、受診した実施機関へ必ず受け
取りに行き、結果説明を受けましょう。
保険年金課 ☎（62）3031
ガウラ健康マイレージ
対象事業

長浦公民館 太極拳入門講座

福祉タクシー利用券をご利用ください

太極拳に興味のある初心者向けの講座です。
足腰やインナーマッスルを鍛え、健康で活力ある生活を送りましょう。
日時 8月18日（金）・25日（金）午前10時〜11時30分 ※2日で1講座です。
場所 長浦公民館 1階多目的ホール
対象 市内在住、在勤の方
定員 30名（申込先着順）
参加費 無料
その他 運動ができる服装（上履き不要）
で、
タオルと飲み物を持
参してください。
申込方法 電話、電子メール、または窓口で、住所・氏名・電話
番号をお知らせください。
申込期限 8月15日（火）
長浦公民館 ☎（62）
5713
Eメール sode62@city.sodegaura.chiba.jp
ガウラ健康マイレージ
対象事業

臨海スポーツセンター 骨盤エクササイズセミナー

ゆが

骨盤の歪みから、腰痛になることや姿勢が悪くなってしまうことがあります。こ
のセミナーでは、普段運動していない方でもすぐに実践できる簡単なストレッチな
どで、歪んだ骨盤を元に戻すようにしていきます。
期日 8月13日
（日）
、
9月10日
（日） 時間 午前10時〜11時
場所 臨海スポーツセンター 剣道場
定員 25名（申込先着順） 受講料 600円
臨海スポーツセンター ☎
（63）
2711

かむ子・のびる子・元気な子 料理コンクールを開催します
テーマ

健康かみかみ弁当

日時
11月26日
（日）
午前10時〜午後2時
場所 千葉県口腔保健センター
応募資格 県内在住、在勤、在学で、
コンクール当日に参加可能な方
▶書 類審査で入選した方には、コン
クール当日に調理した弁当2個を持
参していただきます。
応募条件 次の条件に該当する弁当
・子ども向きの弁当である。
・家庭や集団の弁当メニューとして普
及性がある。
・よくかんで味わえるメニューである。
・一人分で500円前後の食材である。
・千葉県の農水産物を利用している。
・手軽に作れる弁当メニューである。
応募方法 応募用紙に、二人分の弁
当の献立を記入し、
自分で作った弁
当1個分の写真と返信用封筒（82円
こ う く う

当

手
急

応

あなたもできる

「やけど」

やけどとは、熱湯や蒸気、高温の油な
ど、熱いものに触れることにより皮膚が
損傷することです。
やけどの深さは、Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度と3
つに分類されます。
Ⅰ度は、皮膚が赤くなる程度のやけど
で、1〜3日ほどで赤みが減少し、傷跡を
残すことなく治ります。Ⅱ度は、皮膚に
水泡（水ぶくれ）を生じるやけどで、2週
間程度で治る浅 達性と、3〜4週間程度
で治る深 達性に分けられます。Ⅲ度は、
一番深いやけどで、皮膚は硬く黄白色と
なり、手術が必要な場合が多く、ケロイ
ドなどの傷跡が残ります。
やけどの範囲が広く深いものは皮膚
症状のほか、感染症によって重症化し、
生命を脅かすことがあるので、適切な医
療機関へ相談しましょう。
【応急手当】
①患部に直接水道水などのきれいな水を
せ ん た つ

し ん た つ

ガウラ健康マイレージ
対象事業

切手を貼り、
宛先を記入）
を同封して、
郵送してください。応募用紙は、FAX
で申し込んでください。
また、ホーム
ページからダウンロードできます。
注意事項
・弁当箱の形は問いません。
・一人何点でも応募はできますが、未
発表のものに限ります。
・作品の著作権は、主催者に帰属し
ます。
広報用として広く活用します。
・作品は、
応募期限 9月15日
（金）
消印有効
〒261−0002
千葉市美浜区新港32−17
千葉県口腔保健センター内
千葉県歯科衛生士会
FAX 043（241）
9903
FAXでお願いします。
※問い合わせは、
HP http://www.chiba-dha.net

かけて、冷却する。
②衣類の上から受傷し
た場合には、衣類は脱がさずに衣類
の上から冷却する。ただし、化学薬品
が衣類に残存している場合は、やけど
が広がる恐れがあるため、衣類を取り
除いてから冷却する。
③水泡には、傷を保護する役割がある
ため、なるべく破らないように気をつ
ける。
④感染のリスクがあるため、アロエやジャ
ガイモを患部に付けないようにする。
上級救命講習会
日時 8月6日（日）午前8時30分〜午
後5時30分
場所 平川消防署
内容 止血法、搬送法、被覆・固定法
など
・

市では、在宅の重度心身障がい者（児）の社会参加促進のため、タクシー利用料
金の一部を助成しています。
対象 ・在宅で、身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
・在宅で、療育手帳が A 、 A の1、 A の2、Ａの1、Ａの2の方
※他市の援護を受けている方は対象外です。また、今年度すでに申請された方の再
申請はできません。
交付枚数 1枚730円の利用券を月3枚（身体障害者手帳に、じん臓機能障害の記載
があり、人工透析療法を受けている対象者には月6枚）
※申請月により交付枚数が異なります。
申請に必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳
利用方法
・1回の乗車につき2枚まで利用できます。
・タクシー料金が730円（2枚利用の場合は1,460円）を超える時は、その超過額を降
車の際に支払ってください。利用料金が730円に満たない場合は、利用料金分の助
成となります。なお、おつりは出ません。
障がい者支援課 ☎（62）3199

ガ ウ ラ 健 康 マ イ レ ー ジ に取り組んでみませんか
ガウラ健康マイレージは、市で定めた6つの健康目標のうち、3つ以上の目標を
達成した方に、健康チャレンジ賞や特別賞を進呈することで、皆さんの新しい健康
習慣のきっかけを作るものです。応募券の配布場所や健康目標などの詳細は、市
ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
対象 市内在住の、20歳以上の方
応募期限 平成30年2月28日（水）
健康推進課 ☎
（62）3162

頭の元気度測定会
「最近物忘れが増えたかも？」など、気になることはありませんか。簡単なタッチパ
ネル操作で、頭の元気度を測定し、認知症予防のアドバイスを行います。
期日・場所 ・8月9日（水）、ひらかわ健康福祉支援室
・8月17日（木）、市役所 地域包括支援センター
・8月22日（火）、ながうら健康福祉支援室
受付時間 午前9時30分〜11時30分、午後1時〜3時
申込方法 各会場に電話で申し込んでください。
▶出張測定会も行っています。サークル・友人同士など、5名以上で申込できます。
▶市役所（地域包括支援センター）☎（62）
3225
▶ながうら健康福祉支援室 ☎
（64）2100
▶ひらかわ健康福祉支援室 ☎
（75）3344

母子保健・食生活改善推進員が
おすすめレシピを紹介

オクラハンバーグ
今回は、夏になると袖ケ浦の直売所やスーパー
などにも多く出回るオクラを紹介します。
オクラはとても栄養価の高い野菜で、夏に積極
的に摂りたい野菜です。
オクラのネバネバの成分は、水溶性食物繊維の
ペクチンと多糖類の一つであるムチンです。ペクチ
ンはコレステロールや血圧を抑制する働きがあり、動脈硬化や高血圧、糖尿
病の予防に効果的で整腸作用もあります。また、ムチンは胃の粘膜を保護し
たり、肝機能や腎機能を助ける作用もあり、老化予防にもなります。
今回、紹介するレシピは、オクラハンバーグです。煮込みハンバーグにアレ
ンジするのもおすすめです。オクラのパワーで暑い夏を乗り切りましょう。
健康推進課 ☎（62）3162
材料（4人分）
・オクラ…12本
・パン粉…大さじ8
・牛乳…大さじ6
・豚ひき肉…400ｇ
・塩・こしょう
… 少々
・卵…2個
・油…適量
※お好みでレタス、ミ
ニトマト、大 根 おろ
し、ポン酢しょうゆ

作り方
① オクラをみじん切りにする。また、パン粉に牛乳を加えてふ
やかしておく。
② 豚ひき肉に塩・こしょうを入れてよく練る。①と溶いた卵を
加えて混ぜ合わせて生地を作り、4つに分けて形を整える。
③ 熱したフライパンに油を入れ、ハンバーグの生地を入れる。
④ フタをして弱火で7分焼き、焼き目が付いたら裏返す。余分
な脂をキッチンペーパーで拭き取り、さらに1分蒸し焼きに
する。
⑤ ハンバーグをお皿に取り出してできあがり。
※お好みで、レタスとミニトマトを添えたり、大根おろしにポン
酢しょうゆをかけてもおいしく召しあがれます。

中央消防署 ☎
（64）
0165

■献血にご協力ください

日時 8月28日
（月）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

２０１7 年（平成 29 年）8 月１日

アクアラインなるほど館ロビー展

「アクアライン・風の塔フォトチャレンジ！」を開催
身に覚えのない請求は支払わずに様子を見ましょう
【事例1】
【アドバイス】
「総合消費料金未納分訴訟最終通 ・はがきやメールで「訴訟」「法的手
知書」と書かれたはがきが届いた。は
段」という聞き慣れない言葉を巧みに
がきには、
「民事訴訟として訴状が提
利用し、裁判取り下げ期日を近く設定
出されたので、裁判取り下げ期日まで
することで消費者の不安を煽り、連絡
に連絡がなければ訴訟を開始する」
させることを狙った手口です。身に覚
と書かれ、訴訟番号の記号と番号が
えがない場合は連絡をせず、絶対に
示されていた。身に覚えはないが、裁
支払わないでください。
判取り下げ期日が本日になっていたの ・「請求者は誰か」や「契約に基づい
で、慌てて相談窓口に電話をしたら、
た正当な請求か」など、具体的な内容
「弁護士費用が50万円掛かる」と請
を示した請求書が届かずに、裁判を
求された。
起こされることは稀です。心配な場合
は、まず消費生活センターなどに相談
【事例2】
しましょう。
未払いの代金を回収しているという
業者 から、パソコンのアドレス宛に ・裁判が 行われる場 合、裁判所 から
メールが届いた。メールには「滞納し
「特別送達」という通知が送られま
ているインターネット接続回線と有料
す。この通知はポストではなく、本人に
サイトの利用料 金の請求」とあり、
手渡しされ、この場合は身に覚えがな
「期日までに連絡しないと法的手段
くても対応しなければなりません。裁
に訴える」と書かれている。利用した
判所から届いた書類で不明点があれ
覚えがないが、どうしたらよいか。
ば、裁判所に問い合わせしましょう。

アクアラインが平成9年に開通してから、今年で20周年を迎えることを記念し、一
般の方が撮影したアクアラインや風の塔の写真を展示しています。
期間 9月10日（日）まで（月曜日休館）
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
入場料 無料
郷土博物館 ☎（63）0811

あお

君津郡市広域市町村圏事務組合の職員を募集
募集職種 理学療法士
募集人数 1名
受験資格 昭和52年4月2日以降に生まれ、理学療法士の免許を有する、または平
成29年度中に免許取得見込みの方
申込期限 8月25日（金） ※土・日曜日、祝日を除く
試験日 9月10日（日）
試験場所 君津郡市広域市町村圏事務組合 会議室（木更津市新田）
▶試験案内の配布場所などの詳細は、お問い合わせください。
君津郡市広域市町村圏事務組合 総務課 ☎（25）
6121

思春期相談を開催

要予約

君津健康福祉センターでは、思春期の子どもの問題行動に対する対応方法や、子
育て相談に応じています。
期日 8月9日（水）、9月13日（水）、10月11日（水）
時間 午前9時30分〜11時30分
場所 君津健康福祉センター2階（木更津市新田）
君津健康福祉センター ☎（22）
3744

健康
名称
乳幼児の健診

1歳6か月児
健康診査

Health

対象
平成28年
1月生まれ

2歳児
平成27年
歯科健康診査 5月生まれ
3歳児
健康診査

平成26年
2月生まれ

育児・健康に関する相談 電話でもお答えします。
場所は、すべて保健センターです。
健康推進課 ☎（62）3162・3172
期日

相 談

すこやか相談

幼児相談
〈要申込〉
4か月児教室

本人・
保護者
平成29年
3月生まれ

備考

歯みがきをしてからお
受付時間は、
越しください。
9月29日
（金）
8月18日
（金） 個人通知をご
詳細は、個人通知を （平成27年6月生まれ）
確認ください。
ご確認ください。
9月27日
（水）
8月22日
（火）
（平成26年3月生まれ）
①9：30〜
11：00
②9：30〜
10：30

①13：30〜
≪午後≫
15：00
8月14日
（月） ②13：30〜
15：30
事前に健康推進
9：30〜12：00
課へお問い合わ
13：30〜14：30
せください。
8月8日
（火）

内容
①身体計測、
健康・栄
9月4日
（月）
養・歯科相談
※直接会場にお越しく
ださい。
②健康・栄養相談
持ち物
①母子健康手帳
9月11日
（月）
②健康手帳、
健康診
断結果票
（お持ち
の方のみ）
言葉の発達や子ども
事前に健康推進課へ
への接し方に心配の
お問い合わせください。
ある方

受付時間は、個
詳細は、個人通知を 9月5日
（火）
人通知をご確認
ご確認ください。
（平成29年4月生まれ）
ください。

教室など

電話または窓口で申
し込んでください（申
9月7日
（木）
込先着順）。
（平成29年2月生まれ）
▶申込期限
▶申込期限
8月4日
（金）
9月1日
（金）
持ち物 ①母子健康手
帳②相談票③バスタオル

離乳食と歯の
平成29年
相談会
1月生まれ
〈要申込〉

8月9日
（水）

プレ・ママパパ
初めて出産を
学級
迎える夫婦
〈要申込〉

・
9月8日
（金）
・11月5日
（日） 電話または窓口で申 11月1日（水）
平成30年1月7日
（日）
し込んでください（申
2日間で1コースです。
▶申込期限
込先着順）。
▶申込期限 9月1日（金）
10月25日
（水）

受付時間は
9：15〜9：30

■住民票の写しと印鑑証明書の時間外交付

未来の学芸員を育てる取組
− 博物館実習 −

230
展示や調査・研究はもちろん、
イベン
トなどを通じて様々な教育普及活動を
行う学芸員は、博物館活動になくては
ならない存在です。毎年夏頃になると、
学芸員を目指す大学生が実習のため
郷土博物館にやってきます。
学芸員になるためには資格が必要
で、資格を取得する方法の1つとして、
大学での必要単位の修得があります。
単位を修得する過程で最後に行うもの
が博物館での実習で、
これまで学んだ
知識をもとに、実際に博物館で学芸活
動に取り組みます。実習で行う内容は
博物館によって様々ですが、袖ケ浦市
の博物館では10日間にわたり、博物館
の概要や資料の取り扱いの講義を受
けたり、小学校で行う歴史学習を実際
に体験したり、
さらに展示の立案から展
示作業までを行ったりします。
実習の一番の山場になるのは、展
示です。例年昔あそびや袖ケ浦の自然
など、郷土博物館が出すテーマに沿っ

相談案内
相談内容

次回実施日（対象）
9月26日
（火）
（平成28年2月生まれ）

8月23日
（水）

≪午前≫
8月7日
（月）
①妊産婦・
乳幼児
②成人
〈要予約〉

時間

郷土博物館では、市民の皆さんに袖ケ浦市への関心を高めてもらうとともに、こ
れからの袖ケ浦の文化を担う人材を育成することを目的に、
「袖ケ浦市史研究」を
刊行しています。今回は、平成30年度に刊行予定の第19号の原稿を募集します。
テ−マ 袖ケ浦市と西上総地域の民話・伝承・民間信仰・神社仏閣・遺跡遺物・方
言・地名・人物・自然 など
原稿量 400字詰め原稿用紙5枚〜30枚
申込方法 原稿執筆を希望する方は、募集要項と執筆予定票を送付しますので、
郷土博物館までご連絡ください。
申込期限 9月15日（金）
郷土博物館 ☎
（63）0811

uide

消費生活センター ☎（62）3134
祝日を除く毎週月〜金曜日 市役所 1階第一相談室

「袖ケ浦市史研究」第19号の原稿を募集します

法律相談

★要予約
市民活動支援課 ☎
（62）
3102

郷土博物館 ☎（63）0811
て展示内容を考え、
アクアラインなるほ
ど館や常設展示の一角にレイアウトし
ます。チームで取り組む年もあれば、個
人で取り組む年もあり、展示の方法に
も年ごとに個性が表れます。実習生は
もちろん、博物館としても新たな展示の
ヒントを得られることも多く、互いに学ぶ
ことの多い取組です。
今年の実習は、8月の終わり頃に行
われます。9月から10月にかけて、実習
生による展示の公開を予定しています
ので、今年の実習の成果がどのような
ものになるのか、
ご期待ください。

学芸員を目指して実習を行う大学生

Consultation
相談日
8月3日
（木）
8月10日
（木）
8月17日
（木）
8月3日
（木）

人権･心配ごと相談

※祝日や相談員の都合により
開催しない場合があります。
場所
市役所第2相談室
平川行政センター
長浦行政センター
◎長浦行政センター
平川行政センター
◎市役所第2相談室
長浦行政センター
◎平川行政センター
市役所第2相談室
市役所第2相談室
平川行政センター
長浦行政センター

時間
13時〜16時

◎は人権･行政･心配ごと相談
市民活動支援課 ☎
（62）
3102
▶千葉地方法務局木更津支局の
人権相談
（平日9時〜16時）
☎
（22）
2531

8月10日
（木）

結婚相談

祝日を除く毎週火･金曜日
市役所第2相談室
※8月15日
（火）
は休み

10時〜12時
13時〜16時

8月23日
（水）

市役所第2相談室

10時〜12時
13時〜15時

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所第1相談室

9時〜12時
13時〜16時

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所家庭児童相談室
☎
（62）
2111
（内線547）

9時〜16時

祝日を除く
毎週月・火・木曜日

市役所家庭児童相談室
☎
（62）
2111
（内線547）

9時〜16時

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所障がい者相談支援
9時〜17時
事業所 ☎
（62）
3334

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所自立相談支援室

市民活動支援課 ☎
（62）
3102

8月17日
（木）
8月24日
（木）
※心配ごと相談のみ

交通事故相談

★要予約
市民活動支援課 ☎
（62）
3102
※相談日の2日前までに申込

消費生活相談
消費生活センター ☎
（62）
3134

家庭児童相談
子育て支援課 ☎
（62）
3272

母子・父子自立支援相談
子育て支援課 ☎
（62）
3272

障がい福祉に関する相談
障がい者支援課 ☎
（62）
3187

生活自立相談
地域福祉課 ☎
（62）
3159

教育テレフォン相談
総合教育センター ☎
（63）
3717

祝日を除く
毎週月〜金曜日

−

13時〜16時

8時30分〜
17時15分
9時〜16時

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。
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
市民課 ☎（62）2970

２０１7 年（平成 29 年）8 月１日

東京ドイツ村サマーフェスタ・袖ケ浦市民夏まつり
投票期間 8月1日（火）〜11月10日（金）

お子さんの写真を
掲載しませんか？
掲載を希望する方は
秘書広報課 ☎（62）2465まで
休日当番医
診療時間

診療科目

当番医

高橋医院
6日
〔横田2624〕

電話

内科
（75）
2017
小児科

田中医院
〔神納2-10-7〕

田部整形外科
13日
〔蔵波台5-19-7〕

内科
小児科 （62）
4800
呼吸器科
整形外科 （62）
4155

※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

木更津駅

↑至君津

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。
夜間急病診療所
木更津
郵便局
木更津
第一中

GS

至岩根↓

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）

8月1日〜5日
8月6日
8月7日
8月8日
8月9日
8月10日
8月11日
8月12日
8月13日
8月14日

協同建設袖ケ浦支店（75）
7077
飯島設備
（63）
0748
橋立管工
（62）
5255
シバサキ建設
（63）
0911
長浦設備
（62）
2754
田辺設備
（75）
5001
大久保
（62）
5111
産洋設備
（75）
6780
北袖商事
（63）
3271
鈴木住宅設備
（62）
0020

水道事故の緊急時連絡先
月〜金
夜間
（17：15〜）
・土・日・祝日
水道局 ☎
（62）
3897 角山配水場 ☎
（62）
3111

指定給水装置工事事業者・下水道指定
（新規）
排水設備業者

片山設備

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・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、1軍と2軍の公式戦2試合で「袖ケ浦市」のロゴ入りユニ
ホームを千葉ロッテマリーンズの選手が着用し、
試合を行います。
試合日時・場所
・1軍公式戦 8月8日
（火）
午後6時15分〜、
ZOZOマリンスタジアム
・2軍公式戦 8月27日
（日）午後5時〜、
袖ケ浦市営球場
体育振興課 ☎（62）3791

所在地
船橋市二宮2-37-9

電話

047
（465）
7121

千葉市若葉区若松町2216-20 043
（231）
1040

小金設備工業 館山市西長田370

総合運動場

期日 8月18日〜9月22日の金曜日
（全6回）
時間 午後4時30分〜6時
場所 総合運動場 テニス場
対象 小学3〜6年生
定員 4名（申込先着順）
受講料 6,000円
（全6回分）
総合運動場 ☎
（62）5350

0470
（22）
8082

創業とは一体どういったものなのか、実際に創業経験者に会い、観
て、聴いて、肌で体験できるツアーを開催します。
創業した方の体験談をはじめ、講演や店舗の見学を行い、最後に
「のうえんカフェ」で参加者同士の交流会を行います。
どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
日時 8月27日（日）午後1時〜
集合 市商工会館
講師 内山 真琴 氏（のうえんカフェ オーナー）
コース Art the garden（美容室）⇒藤鮨（飲食業）⇒のぞみ野マル
シェ（農産物直売・小売業）⇒のうえんカフェ
（自然食レストランカフェ）
※内容などは変更する場合があります。
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
※抽選の場合、当選者のみ連絡します。
参加費 無料（交流会で実費1,000円程度が必要）
申込期限 8月14日
（月）
講師 内山 真琴 氏
市商工会 ☎
（62）
0539

確かな 学力
〜学校の特色ある授業〜

指定給水装置工事事業者
（新規）
かなめ商事
北本組

所在地

電話

東京都中野区東中野4-27-38 03
（3364）
4749
市川市曽谷8-18-6

047
（727）
2539

ワイエフ設備 東京都新宿区北新宿4-19-8 03
（5337）
2171
髙田設備

市原市山田603-11

0436
（36）
5160

下水道指定排水設備業者
（取消）
事業者名

所在地

電話

日栄エンジニアリング 松戸市串崎南町242 047
（385）
4615

編集室から
8月になり、厳しい暑さが続きます。市内に
は、そんな暑さを吹き飛ばすイベントやスポッ
トが沢山あります。ぜひ、路線バスを利用し
て、おでかけを楽しんでみてください！（S）

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

＜根形中学校＞
根形中学校の学校教育目標
は、
『「心豊かで、未来を切り拓
く逞しい生徒の育成」〜ね・が・
たの生徒の育成〜』で、
「ねばり
強く挑戦する生徒」
「がくしゅう
「百人一首大会」
に進んで取り組む生徒」
「たくま 毎年12月に行う
しい体をつくる生徒」を目指し、生徒は日々授業に取り組んでいます。
毎年12月には、
「百人一首大会」を行っています。取組が始まると、和
歌を詠む声がどの教室からも聞こえ、
日本の伝統文化である百人一首
を全校で楽しみながら学んでいます。大会当日は、体育館に敷き詰め
られた畳の上の札を、一心不乱に見つめる全校生徒の熱気あふれる
姿を見ることができます。
また、生徒会が出題する百人一首にまつわる
問題は、生徒の知識の向上に結びついています。お互いに切磋琢磨し
ながら学ぶなど、小規模校ならではの助け合い学習の姿も見られ、学
校教育目標にもつながる取組です。
今後も伝統行事を継承しながら、様々な学習活動に発展させていき
ます。
ひら

たくま

事業者名

ジュニアテニス教室 夏

創業者訪問バスツアーを開催します

コンビニ

山田総業

ゆるキャラ
グランプリの
QRコード

千葉ロッテマリーンズの選手が公式戦で袖ケ浦市
のロゴ入りユニホームを着用して試合を行います

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。

事業者名

今 年 は 10 0 位
以 内 を目 指 す
ガ ウ！（ な ん
ちゃって…）

午前9時〜午後5時

8月

11日

ゆるキャラたちの一年に一度のお祭り
「ゆるキャ
ラグランプリ」に、市のマスコットキャラクター「ガウ
ラ」がエントリーします。市の知名度アッ
プを目指し、ぜひ「ガウラ」への投票をお
願いします。
投票期間 8月1日
（火）
〜11月10日
（金）
投票方法 パソコンやスマートフォンな
どで、ゆるキャラグランプリのホーム
ページ
（http://www.yurugp.jp/）
か
ら、
1日1回投票することができます。
秘書広報課 ☎（62）2465

■プロ野球イースタン・リーグ公式戦

開催期間中は周辺道路や
園内の混雑が予想されます
開催期間中は、
周辺道路や園内の混雑により、
入
園や退出の際に時間がかかることが予想されます。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解をお願いします。
開催期間 8月27日（日）までの土・日曜日、祝日
※8月14日（月）・15日（火）も開催します。
また、8月5日（土）は袖ケ浦市民夏まつりを開催
します。
営業時間 午前9時30分〜午後8時
※最終入園時間は午後7時30分までとなります。
▶花火は午後7時3 0 分から、1,0 0 0 発（5日のみ
2,000発）を打ち上げます。
▶袖ケ浦市民夏まつりについて
市観光協会 ☎
（62）3436
▶東京ドイツ村サマーフェスタについて
東京ドイツ村 ☎（60）5511

お盆もごみ・資源物の収集をしています
8月12日
（土）
〜19日
（土）
は、
ごみ・資源物の収
集と自治会資源回収を通常どおり行います。
なお、
クリーンセンターへ持ち込む場合は、
事前
に電話予約をお願いします。
▶廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎
（63）1881
▶クリーンセンター予約専用ダイヤル
☎
（63）1000

子ども映画会を開催します
夏休みにみんなで市民会館に映画を見に来て、
楽しみながら鑑賞マナーを身につけましょう。
ぜひ、ご家族でお越しください。
日時 8月17日
（木）午前10時上映（9時30分開場）
※途中、休憩が15分程度あります。
場所 市民会館 中ホール
上映作品 なぜ？どうして？から考える「小学生
の自転車の安全な乗り方」、火あそびは火事の
もと「ケンタとニャンタの火の用心」、ディズニー
「ミッキーの消防隊」
入場料 無料
その他 字幕なし
市民会館 ☎（62）
3135

東京・神奈川在住者対象の袖ケ浦
魅力発見バスツアーを開催しました

第2回

市と市観光協会で
は、東京・神奈川など
に在 住の方に、農 産
物の収穫体験などを
通じて市の魅力を知っ
ブルーベリー狩りの様子
ていただくため、7月
1日、
横浜市発着の日帰りバスツアーを開催しました。
ツアーに参加した方は、
ブルーベリー狩り、
トウモロ
コシ収穫体験、
観光協会おすすめランチ、
郷土博物
館でのたたき染め体験と見学、海浜公園での眺望
鑑賞などをお土産付きで楽しみ、
大好評でした。
市観光協会 ☎（62）3436

インデックス

大地震を想定した総合防災訓練／袖ケ浦市
内補助路線バス 期間限定の無料お試し乗車を行
います
火葬場整備事業の状況をお知らせし
ます／農畜産物直売所「ゆりの里」の改修工事
ひとり親家庭などへの福祉制度／市道の工事
を行います
8月15日は終戦記念日です／
「祈りの日」に黙とうを
パートナー＆イベン
ト・ガイド
障がい者（児）関係の手当を受給
中の方へ／国民健康保険特定健康診査は今月末
まで
相談ガイド・健康インフォメーション
人口の動き 7月1日現在（

人口
男
女
世帯

62,536（+068）
31,561（＋034）
30,975（＋034）
26,161（+046）

）
内は前月比

転入 207〈男116/女091〉
転出 145〈男079/女066〉
出生 042〈男018/女024〉
死亡 036〈男021/女015〉

「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

日時 8月27日
（日）午後5時〜
場所 市営球場
内容 千葉ロッテマリーンズVS東京ヤクルトスワローズ
前売り券販売期間 8月26日
（土）
まで ※詳細は、
お問い合わせください。
社教連協事務局 ☎（62）3139

