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広
報

8/15
袖ケ浦産米粉プレミックス粉が完成
調理講習と試食会を開催します

1

号 と︑商 業 者は会 社 名 をお

月 日
︵金 ︶

知らせください︒

9

みんなで進めよう！地産地消！

11

申込期限

商工観光課

時から︑米 粉プレミックス

粉の実演調理と試食会を開

市では︑市 内で生 産 され

ている農 畜 産 物を活 用した

☎︵62︶3428

メール
sode19@city.
sodegaura.chiba.jp
E

催します︒

ぜひ︑
お越しください︒

2

として︑市 を 代 表 する商 品

日時
月 日
︵金︶
午後 時〜

場所

2

開発を進めており︑
今 回︑
袖

ケ 浦 産のお 米 を 使ったプレ

ミックス粉が完成しました︒

8

階研修室

内容

市民会館

ミックス粉の商 品 説 明と︑調

今 後︑
このプレミックス粉

さんに広 く 活 用 していただ

が飲食店や一般消費者の皆

理講習︑
試食

袖 ケ 浦 産 米 粉 プレ

けるよう ︑調 理 講 習 と試 食

対象 どなたでも

「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。

※ 〜 種類のメニューを調

定員

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

会を開催します︒

供 し たい方 ︑家 庭で 手 軽に

合は抽選︶

住民票などの
証明書交付窓口開設日
8/27・9/10・9/24

理します︒

美 味 しい料 理のレシピを 増

無料

ステップアップ講座 まちづくり講座
の受講者を募集／乳がん検診の追 加申
込を受け付けます／九州北部地方・秋田
県 大 雨 災 害 義 援 金 にご 協 力 く だ さ い
パートナー＆イベント・ガイド／平岡
さわやかセ
公民館 サークル交流会
ミナー「働きざかりの男塾」の受講生募
集 ／ 千 葉 ロ ッ テ マ リ ーン ズ 戦 の ユ ニ
フォーム付きチケットの特別抽選販売を
行います／休日当番医

お店で新たなメニューを提

やしたい方など︑
ぜひご参加

参加費

子などとは 高齢者の直系卑属（子、
孫、
ひ孫など）、
またはその配偶者
助成限度額
・新築・購入・増改築費用 30万円
・引越費用 5万円
申請期間
・新築・購入・増改築費用の助成を受
ける場合、同居などをするための住
宅に係る登記の完了日〜6カ月以内
・引越費用の助成を受ける場合、同居
をするために住民基本台帳を異動し
た日〜6カ月以内
▶その他の要件などの詳細は、市ホー
ムページまたは高齢者支援課までお
問い合わせください。
高齢者支援課 ☎（62）3219

インデックス

3

9

米粉プレミックス粉は、米粉に膨張剤や調味料などを、メ
ニュー別にあらかじめ適切な比率で配合した調整粉のこと
です。家庭などでよく使う食パン・ホットケーキ・お好み焼き
粉や天ぷら粉などは、
プレミックス粉の一種であり、販売され
ているプレミックス粉の大半が小麦粉です。
米粉をプレミックス粉にすることで、誰もが簡単に美味しく
調理できるほか、米粉独特の香ばしい食感や風味を味わう
ことができます。

住宅の新築費用などを助成しています
きずな

30

2

米粉プレミックス粉ってなに？

世代間支え合い家族支援事業
市では、お互い支え合いながら生活
する多世代同居家族を増やすことによ
り、高齢者の孤立を防ぎ、家族の絆の
再生を図ることを目的として、離れて暮
らしている高齢者と子などが、市内で
同居または近隣（直線で1キロメートル
以内）に居住するために、住宅の新築、
購入、増築または転居などをした場合
の費用の一部を助成しています。
なお、
今年度から、
高齢者と子などの両
方が市外から同時に転入した場合でも
利用できるように、
要件を緩和しました。
高齢者とは 60歳以上の方、
または要
介護認定などを受けた方
※配偶者がいる場合、配偶者の年齢は
問いません。

名︵ 応 募 多 数の場

ください︒

参加者にも調理を

していただき ま すので︑
エプ

9

その他

クス粉をプレゼントします︒

ロンなどをご用意ください︒

9

参 加 者には︑米 粉プレミッ

日︵ 土 ︶
に農

ま た︑ 月

申込方法 電話または電子

7月22日に、
千葉県
消防学校で、千葉県
消防操法大会が開催
され、君津支部代表
として、ポンプ車の部
に第 1 2 分 団（ 大 曽
根・野田・勝・のぞみ
野）が出場しました。当日は、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
努力賞 第12分団（大曽根・野田・勝・のぞみ野）
消防本部 総務課 ☎（64）0119

畜産物直売所ゆりの里で開

千葉県消防操法大会結果

メールで︑住所・氏名・電話番

消防団協力事 業 所
表示制度は、消防団に
積極的に協力している
事業所に対して表示証
を交付し、地域におけ
る社会貢献を評価する
ことにより、地域の消防
防災力の充実・強化を推進するものです。
今回、新たに東京ガス袖ケ浦LNG基地に表示証
を交付しました。これにより、市内の消防団協力事業
所は3事業所となりました。
消防本部 総務課 ☎（64）0119

催 す る 新 米 まつりで︑午 前

消防団協力事業所表示証を交付しました

﹁ 食 ﹂に 関 す る 取 組の一 環

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」

第2回 市内施設見学バスツアーを開催します
地産地消の現在 袖ケ浦の農業の底力
市では、昨年度より市政の見える化
の取組の一環として、市が行っている
事業や市政の状況などへの理解を深
めてもらうため、市内施設見学バスツ
アーを行っています。
今年度の第2回目は、農業をテーマに
「地産地消の現在 袖ケ浦の農業の底
力」と題して開催します。給食センター
での給食試食や、農業センター、農畜
産物直売所ゆりの里などの見学を通じ
て、袖ケ浦の農業の今を学べます。
日時
9月25日
（月）午前9時〜午後3時頃
集合・解散場所
袖ケ浦公園第2駐車場
コース（予定） いちじく狩り⇒給食セ

旧進藤家住宅が休館となります
か や ぶ き

旧進藤家住宅では、老朽化した茅葺屋根の葺き替
えと建物の修復を行うため、長期間休館となります。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解をお願いします。
休館中、普段は見ることができない旧進藤家住
宅の公開を計画しています。見学会は、工事の進
捗状況に合わせて、本紙などでお知らせする予定
です。
休館期間 9月1日〜平成30年8月31日
郷土博物館 ☎（63）0811

ンター（給食試食）⇒農業施設見学
⇒農業センター⇒農畜産物直売所ゆ
りの里
対象 市内在住、在勤、在学の方
定員 30名（応募多数の場合は抽選）
参加費 無料
※ただし、味覚狩り・給食代として一人
1,295円が必要です。
申込方法 電話または電子メールで、
参加希望者の住所・氏名・年齢・電
話番号をお知らせください。
申込期限 9月5日
（火）必着
※抽選結果などの通知は、後日、郵送し
ます。
秘書広報課 ☎（62）2465
Eメール koho@city.sodegaura.chiba.jp

景観まちづくり賞の一般審査にご協力ください
市では、
「〜私だけが知っている〜袖ケ浦市の眺望ポイ
ント」をテーマに作品を募集しました。今回、応募のあった
作品について、展示と一般審査を行います。
審査方法 市民会館や各公民館、各図書館に応募作品
を展示し、各展示場で、皆さんからの投票を受け付けま
す。また、市ホームページでも投票を受け付けます。
※この他にも、市が選定する審査員による審査と併せて、
表彰作品を決定します。
投票期間 8月15日
（火）〜9月5日
（火）
都市整備課 ☎（62）3514

長浦公民館の空調機を停止します

リサイクルにご協力ください

長浦公民館では、老朽化した空調機熱源機器の
更新工事を行うため、9月19日から11月下旬まで、空調
機が使用できなくなります。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解をお願いします。
長浦公民館 ☎（62）5713

小型充電式電池・ボタン電池は、近くのリサイクル協
力店でリサイクルをお願いします。近くに回収協力店が
ない場合は、有害ごみとして出してください。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎（63）
1881

TM

■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

日程

農業委員会では農地法に基づき、毎年一回、市内の農地の利用状況について
現地調査を行っています。
平成29年度は、8月下旬頃から調査を行う予定です。
農地は、農地法により「所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とす
る権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するよ
うにしなければならない」と定められていますので、適正な管理をお願いします。
農業委員会事務局 ☎（62）3918

期日
9月23日
（祝）
10月14日
（土）
11月10日
（金）
12月9日
（土）
平成30年1月13日（土）
平成30年2月中
平成30年3月3日（土）

内容
開講式：自己紹介など
スキル1：地域のコラボを生み出す会議ファシリテーション
演習：地域の人材や団体が協働するまちづくり現場に学ぶ
スキル2：行列のできる企画とチラシのつくり方
実習1：地域交流ワークショップの企画
実習2：地域交流ワークショップの実施
実習3：地域交流ワークショップの報告
閉講式：修了証の授与

ステップアップ講座 まちづくり講座の受講者を募集

20

地域コミュニティづくりの実践的なスキルを習得しませんか

名
︵ 申 込 多 数の場

合は抽選︶

定員

まちづくりを推進する取組

受講料 無料

市 民と行 政の協 働による

として︑
実践的なスキルを身

申込用紙に必要

電 子メール︑
または窓口で申

申込方法

この講座では︑
ファシリテー

し込んでください︒
用紙は︑
市

につけるため︑
ステップアップ

ション︑
チラシづくりなどの実

民会館︑
各公民館に用意して

4

事項を記入し︑
郵送︑
FAX︑

践 的なスキルを 習 得 すると

います ︒また︑
市ホームページ

9

講座を開催します︒

ともに︑
現 地 見 学 を 通 じて

月 日
︵月︶

申込期限

〒299

からダウンロードできます︒

なお︑
全７回のうち６回以

所不要︶
−

などを学びます︒

上 出 席 した 方に︑
修了証を

支援課

袖ケ浦市役所 市民活動

30

チームワーク︑
リーダーシップ

授与します︒

9

0292
︵住

時間 午前 時 分〜正午

☎
︵62︶
3102

農地利用状況調査を行います

E

市 内 在 住で︑
市民活

大雨災害により被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
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、
ひらかわ健
康福祉支援室、
ながうら健康福祉支援室、
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ので、
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

メール
sode03@city.
sodegaura.chiba.jp

九州北部地方・秋田県大雨災害義援金にご協力ください

対象

6月1日、株式会社サニクリーン様より、環境保全・環境美化への寄付金として、50
万円を市へ贈呈していただきました。
寄付金は、
まちの美化推進事業に活用していきます。
環境管理課 ☎（62）3413

FAX
︵62︶
3877

株式会社サニクリーン 様

動 団 体 などで活 動 している

袖ケ浦市への寄付金の贈呈

方︑
またはこれから活動した

い方 など

ありがとうございます

２０１７年（平成２９年）8 月１５日

※11月10日は現地見学のため、時間が変更となる場合があります。

耕作放棄地の解消を支援します

ガウラ健康マイレージ
対象事業

農地が耕作されずに荒廃してしまうと、地域の環境に悪影響を与えてしまいます。
そこで国や県では、荒れてしまった農地を再生し、耕作する方を対象に、草刈り
や整地、木の伐採などにかかる経費の一部を助成しています。
詳細は、お問い合わせください。
▶市役所 農林振興課 ☎（62）3426
▶千葉県 農地・農村振興課 ☎043（223）2862

認知症家族のつどい 参加者募集
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所としています。
なお、当日は市職員のほか、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 9月2日（土）午前10時〜正午
場所 保健センター
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。直接会場にお越しください。
地域包括支援センター ☎（62）3225

乳がん検診の追加申込を受け付けます

電話での申し込み、期限を過ぎてか 検診日程
期日
場所
検査種別
らの申し込み、検診当日の申し込みは
9月17日（日） 長浦公民館
受付できません。
10月14日
（土） 保健センター
申込は先着順で、定員になり次第、
10月18日
（水） 長浦公民館
マンモグラフィ
受付終了となりますので、検診日は希 10月19日（木） 平川公民館
望に添えない場合もあります。また、決 10月20日（金） 保健センター
定した日程は、9月上旬までに個人通 ※10月20日午前中のみ保育があります。
知します。
なお、超音波検査（エコー）は1回目の受付で定員に達したため、追加申込の受
付はありません。
対象 市内在住の40歳以上の女性（昭和53年3月31日以前に生まれた方）
検査内容 マンモグラフィ
（Ｘ線検査）
自己負担金 500円（検診会場で集金）
※70歳以上の方は無料。市民税非課税世帯、生活保護世帯に属する方は、事前の
申請により負担金の免除が受けられます。
申込方法 市ホームページの申込フォーム、はがき、封書、または健康推進課窓
口で申し込んでください。なお、窓口での受付は健康推進課のみです。
申込期間 8月15日（火）〜23日（水）必着
注意事項 はがきや封書での申し込みは、次の点に注意してください。
・年齢は平成30年3月31日時点での満年齢を記入してください。
・希望日は、必ず第3希望まで記入してください。
・親子や友人などで同じ日程を希望する場合は、第3希望までの受診希望日を揃え
て記入してください。
また、郵送の場合は、希望者全員分を同封してください。
〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 健康推進課 ☎（62）3162
そ ろ

教育委員会議（8月定例会）

総合教育会議

日時 8月23日（水）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 8月21日（月）
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

日時 8月18日
（金）午後1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 8月16日
（水）
その他 会議は原則公開ですが、案
件によっては非公開となります。
担当課 教育総務課 ☎（62）3691

審議会などの会議予定

↓
子ども・子育て支援会議
日時 8月25日
（金）
午前10時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 子育て応援プランの進捗状況等
について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 8月24日
（木）
▶保育があります。
希望する方は、
8月21日
（月）
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 9月5日
（火）
午後3時〜
場所 市役所 2階第一会議室

→

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 9月4日
（月）
（62）
3918
担当課 農業委員会事務局 ☎
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp
都市計画審議会
日時 9月6日
（水）
午後2時〜
場所 市役所 2階第一会議室
議題 袖ケ浦椎の森工業団地2期地区
地区計画の変更について ほか
傍聴定員 4名
（申込先着順）
申込期限 9月4日
（月）
担当課 都市整備課 ☎
（62）
3514
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

ガウラ健康マイレージ
対象事業

若年期健康診査・肝炎ウイルス検診は8月末まで

6月〜8月にかけて若年期健康診査・肝炎ウイルス検診を行っています。各検
（健）診内容は、本紙6月1日号をご覧ください。また、受診を希望する方は健康推
進課までご連絡ください。
健康推進課 ☎（62）3162

ガウラ健康マイレージ
対象事業

大腸がん検診の容器を配布します

検査容器は8月15日（火）〜11月7日（火）の期間に、健康推進課、ひらかわ健康
福祉支援室、ながうら健康福祉支援室、またはがん検診会場で配布します。
その他、大腸がん検診などの詳細は、本紙9月1日号でお知らせします。
健康推進課 ☎（62）3162
ガウラ健康マイレージ
対象事業

献血にご協力ください

採血基準などの詳細は、お問い合わせください。
日時・場所
・8月23日（水）午前9時30分〜正午、長浦公民館
・8月28日（月）午前10時〜11時45分・午後1時〜4時、保健センター
※23日は臨時開催のため、午後は行いません。
健康推進課 ☎（62）3162

エアコンの室外機は直射日光を避け、風通しの良い日陰に置き、エアコンのフィルターはこまめに掃除
をすることで、器具本来の性能を活かし、省エネにつながります。
環境管理課 ☎（62）3404

２０１７年（平成２９年）8 月１５日

↓
定員 20組（申込先着順）
参加費 1組800円（大人一名の追加は500円）
申込方法 電話、FAX、
または電子メールで親子の氏名・
住所・電話番号・お子さんの年齢をお知らせください。
NPO法人子どもるーぷ袖ケ浦
☎・FAX（63）2850（月・水・金の10：00〜15：00）
Eメール info@kodomoloop.com

Partner & Event Guide

カントリーダンス袖ヶ浦 親睦パーティ

そ

ら

名画鑑賞会「宇宙へ」
宇宙開発に全力を注いできた職員や宇宙飛行士たち
の挑戦と奮闘を描き、NASAの壮絶な歴史の全貌を明ら
かにするドキュメンタリー作品です。
脚本・監督 リチャード・デイル
音楽 リチャード・ブレア＝オリファント
出演 エドワード・ホワイト、
ニール・アームストロング ほか
日時 8月23日
（水）午前10時〜11時35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 字幕あり
長浦おかのうえ図書館
ぜ ん ぼ う

袖ケ浦市秋季野球大会
大会期間 9月3日
（日）〜
参加資格 市内在住または在勤の社会人で構成された
チームで、独自のユニホームを着用し、スポーツ傷害保
険に加入していること
参加費 20,000円
※新規チームは参加費のほかに、登録料7,000円、賠償
保険500円が必要です。
申込受付 日時 8月20日
（日）
午前9時30分〜10時30分
場所 市民会館 2階研修室
代表者会議 日時 8月20日
（日）午前10時30分〜正午
場所 市民会館 2階研修室
市体育協会 野球専門部（社教連協事務局内）

NESUPO根形スポーツクラブ
フラダンス・レアレア 会員募集

い や

ゆったりとした動き、
やさしい音楽は、心も体も癒してく
れます。心と体の健康を目指して、
フラダンスを始めてみ
ませんか。初心者の方も大歓迎です。
活動日 月3回（水曜日2回、土曜日1回）
活動時間 午後1時30分〜3時
場所 根形公民館
年会費 大人2,500円、高校生以下2,000円
山本 ☎（63）0246

袖ケ浦ミュージカルアカデミー
定期公演「みせをひらくぞ〜山猫亭〜」
今年は袖ケ浦市民会館大ホールの改修に伴い、
ミニ公
演会を行います。新会員も加わり、
それぞれ練習に励んで
います。たくさんの方のご来場をお待ちしています。
日時 8月27日
（日）午後2時開演（1時30分開場）
場所 袖ケ浦市民会館 2階フリースペース
参加費 無料
袖ケ浦ミュージカルアカデミー事務局 ☎（62）2387
Eメール sode-myu@live.jp

マリンバとピアノで「海の声」や「ぼくらが旅に出る理由」
などをお届けします。終了後、
あそびの広場もあります。
日時 9月12日
（火）午前10時30分〜正午
場所 長浦公民館 多目的室
講師 吉田 桐子 氏（マリンバ）
、小田原 志保 氏（ピアノ）
→
対象 未就園児とその保護者、妊婦の方

千葉県農業法人等就業相談会
雇用の受入希望がある県内の農業法人や個人農家が
ブースを設け、農業法人で働くことに興味のある方の相談
に応じます。
農業法人で働くことに興味のある方なら誰でも参加で
きます。
日時 9月17日
（日）午前9時30分〜午後4時30分
場所 千葉市きぼーる13階（千葉市中央区中央）
対象 農業法人で働くことに興味のある方
千葉県園芸協会 ☎043（223）3008

原爆被爆二世に対する健康診断
期間 平成30年2月28日
（水）
まで
対象 原爆被爆者の実子で、県内に住所を有し、
受診を
希望する方
申込方法 受診を希望する方の住所・氏名・生年月日・電
話番号と、被爆者である親の住所・氏名・生年月日・被
爆者健康手帳番号を記入し、郵送で申し込んでくださ
い。受診書などは、
後日、送付します。なお、検査の種類
により、
一部自己負担が必要になります。
申込期限 平成30年1月31日
（水）必着
〒260−8667（住所不要）
千葉県 健康福祉指導課 被爆者援護班
☎043（223）2349

法定相続情報証明制度が始まりました
5月29日から、全国の登記所（法務局）において、各種
相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明
制度」が始まりました。
この制度は、相続人が被相続人（亡くなられた方）の全
ての戸籍・除籍謄本などと、法定相続人を明らかにした書
面（法定相続情報一覧図）、
申出書を法務局に提出し、法
務局が法定相続人を明らかにした書面に認証文を付して
無料で証明し、戸籍謄本などの代わりに、相続登記をは
じめとした各種相続手続きに利用できます。
詳細は、法務局ホームページをご覧いただくか、お問い
合わせください。
千葉地方法務局 木更津支局 ☎（22）2531
HP http://houmukyoku.moj.go.jp

中退共の退職金制度をご存じですか
中小企業退職金共済制度は、半世紀で100万社以上
の中小企業が利用する国の退職金制度です。
詳細は、
中退共のホームページをご覧ください。
・掛金の一部を国が助成します。
・社外積立で管理が簡単です。
・掛金は全額非課税で、
手数料もかかりません。
・パートタイマーや家族従業員も加入できます。
勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業
本部 ☎03（6907）1234
HP http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「稗田裕文」写真作品展示

平岡公民館では、
平岡公民館を定期的に利用し
ているサークル団体の仲間づくりの輪を広げることを
目的として、
サークル交流会を行います。
ぜひ、お越しください。
日時 9月2日
（土）午前9時55分〜
場所 平岡公民館 多目的ホール
平岡公民館 ☎（75）6677

自主防災実務者講習会を開催
千葉県災害対策コーディネーター養成講座
防災活動の知識や経験を積むための講習会です。
なお、講座の第1回から第3回までを受講すると、県
から修了証が交付されます。
日時
・第1回〜第3回 11月11日（土）
・12日（日）
・18日
（土）午前9時〜午後4時30分
・第4回 11月25日
（土）午前9時30分〜午後4時
・第5回 12月2日
（土）午前9時〜正午
※各回１日のみの参加も可能です。
場所 市民会館 3階中ホール
内容 実技演習（ロープワーク ほか）、講座（市の地
域防災計画について ほか）
定員 50名程度（申込先着順）
参加費 無料
申込方法 申込書を窓口に提出してください。用紙
は、
市ホームページからダウンロードできます。
申込期限 10月31日
（火）
危機管理課 ☎（62）2119

ファミリーサポートセンター 入会説明会
ファミリーサポートセンターでは、有償による子育て
の相互援助活動を行っています。現在、
自宅での子
どもの預かりや、
保育所などへの送迎など、
一時的な
子育てを支援する提供会員を募集しています。
「子育ての支援をしてみたい」という方は、
ぜひ申
し込んでください。
日時 9月6日
（水）午前10時30分〜正午、
午後1時30
分〜3時
場所 そでがうらこども館 多目的室
対象 市内在住の満20歳以上で、
心身ともに健康な方
持ち物 写真（縦2.5㎝×横2㎝）2枚、市内在住が
確認できるもの（運転免許証など）
申込方法 電話またはFAXで申し込んでください。
申込期限 9月2日
（土）
ファミリーサポートセンター（そでがうらこども館
内）☎・FAX（64）3115

嗅覚の薄るる齢半夏生
板垣 勝子
静けさの中の危ふさ水中花
荻島 雪子
名古屋城石垣に消ゆ大蜥蜴
阿部 洋子
猫が来てドタリと寝たり今日は夏至 岩楯 悦子
夏座敷みんなくつろぐ土産物 川島チヨ子

「ままんべぃび」
〜赤ちゃんとお母さんのためのコンサート〜

消防法第13条の23の規定による講習会です。
日時・講習種別
・10月26日
（木）
午前：給油取扱所、
午後：コンビナート
・10月27日
（金）
午前：一般、
午後：コンビナート
場所 君津市民文化ホール 中ホール（君津市三直）
定員 各500名
受講手数料 一名につき4,700円
※申請書に千葉県収入証紙を貼付してください。
受付期間 8月21日
（月）〜25日
（金）
消防本部 予防課 ☎（63）6191

平岡公民館サークル交流会の開催

中村美代子
常日頃気付かず使う外来語
顔に出る生まれ育ちの品の良さ 名和由美子
いつ迄も別れを惜しむ握った手 中嶋 常葉
岩田
忠
伊井はま子

日時 9月9日
（土）
・10日
（日）午前10時〜午後4時
※雨天中止
場所 上総自然学校（袖ケ浦市川原井）
対象 どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）
定員 30名（申込先着順）
参加費 大人2,000円、小学生1,000円（保険代含む）
申込期限 9月3日
（日）
上総自然学校 町田 ☎（75）7414 FAX（75）7630

危険物取扱者保安講習

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、
自衛隊などの防災関係機関と
連携して行います。
詳細は、本紙8月1日号をご確認ください。
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
それがあるときは中止。
場所 昭和小学校 グラウンド・体育館
▶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。
危機管理課 ☎（62）2119

観光地外国に居る気分なり
手の平を返した様な結婚後

上総自然学校 谷津田のお米作り「稲刈り」

会員同士の親睦も兼ねて、パーティを企画しました。親
睦パーティでは、
日頃お世話になっている民舞やフラダン
ス、
フラメンコの講師の方々にもご参加いただきます。
興味のある方は、
ぜひお越しください。
日時 9月16日
（土）午前10時〜午後4時
場所 長浦公民館 多目的ホール
参加費 無料
持ち物 室内用の靴またはスリッパ
その他 会場では飲料水以外は飲食できません。
中野 ☎080（1010）4418

総合防災訓練を行います

期間 8月17日（木）〜9月2日（土） ※初日は午後1時から。最終日は午後1時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046

２０１７年（平成２９年）8 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
8月

診療科目
当番医
電話
菱沼医院
内科
（62）
1822
20日〔福王台3-1-1〕
小児科

さくま耳鼻咽喉科医院 （午前9時〜正午）
2787
20日〔神納617-1〕
耳鼻咽喉科（60）
平岡医院
27日〔野里1773-1〕

内科
4747
小児科 （60）

※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 毎日 午後8時〜11時
診療科目 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）

アウトドアで
生活をより豊かに

さわやかセミナー「働きざかりの男塾」の受講生募集

今年度のテーマは「アウトドア」です。
アウトドアの知識や技術
を習得しながら、災害時などにおける周囲との連携方法なども
学べる講座です。
全3回の講座をとおして、野外活動の基本や災害時のサバイ
バル術などを学び、限られた資源の中で必要な考え方を身につ
けます。
第1回

「いざとなったときの災害知識はありますか？
〜アウトドアの知恵は災害から〜」

災害時のサバイバル術を学び、
サバイバルフーズを試食します。
日時 10月28日
（土）午後1時30分〜4時30分
場所 市民会館 3階中ホール
講師 市災害対策コーディネーター連絡会
第2回

「DIYに挑戦！〜身の回りのものでできる
本格大工講座〜」

身近な材料で、
アウトドアに活用できるDIYに挑戦します。
日時 11月25日
（土）午前10時〜正午
場所 市民会館 2階フリースペース
講師 めぐみ建創

千葉ロッテマリーンズ戦のユニフォーム
付きチケットの特別抽選販売を行います
千葉ロッテマリーンズ応援感謝企画として、
フレンドシップ
シティ協定締結の10市に、
ユニフォーム付きチケット
（オリック
ス・バファローズ戦）の特別抽選販売を行います。
日時 9月28日
（木）午後6時15分開始
場所 ZOZOマリンスタジアム
（千葉市美浜区）
対象 市内在住、在勤、在学の方
販売数 10市合計3,000枚
料金 1,000円（ユニフォーム付き内野自由席）
※特別価格のため、大人と子どもどちらも共通価格となりま
す。試合当日に球場Fゲート下特設カウンターで、
チケット1
枚につきユニフォーム1枚を配布します。なお、
ユニフォーム
はサイズフリーとなります。
応募方法 千葉ロッテマリーンズのホームページで申し込ん
でください（検索：千葉ロッテマリーンズ＞MENU＞地域
振興＞地域振興招待イベント＞9月28日
（木）
フレンドシッ
プシティ協定特別優待）。
応募期間 8月25日
（金）午前10時〜31日
（木）午後10時
▶当選発表は、9月5日
（火）
に電子メールでお知らせします。
マリーンズインフォメーションセンター ☎03（5682）6341
HP http://www.marines.co.jp

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15日

協同建設袖ケ浦支店（75）
7077

8月16日〜19日 飯島設備

（63）
0748

8月20日〜26日 橋立管工

（62）
5255

8月27日〜9月2日 シバサキ建設 （63）
0911

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
8月21日（月）〜26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

8月16日〜31日

●市県民税 2期
●国民健康保険税 2期
納税課 ☎（62）2653
● 介護保険料 2期
介護保険課 ☎（62）3158
● 後期高齢者医療保険料 2期
保険年金課 ☎（62）3092
―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
8月1日からゆるキャラグランプリ2017の投
票が 始まりました。今 年も「ガウラ」がエント
リーしていますので、投票をお願いします。
（ｔ）

足が速くなる 夏休み陸上教室
走り方の基本を身につけて、少しでも速く走れるようになる
のが目標です。申込は不要ですので、
ぜひお越しください。
期日 8月28日
（月）
午後1時30分〜2時30分
時間 ・小学1〜3年生は、
・小学4〜6年生は、
午後3時〜4時
場所 総合運動場 陸上競技場
参加費 350円（当日集金）
持ち物 運動できる服装、靴
総合運動場 ☎（62）5350

臨海スポーツセンター

教室の生徒を募集

いずれの教室も、臨海スポーツセンターで行います。
興味のある方は、
電話または窓口で申し込んでください。
ウォーキング&アクア
期日 9月1日〜11月24日の金曜日
（全12回）
※11月3日は休み
時間 午後3時30分〜4時30分
場所 プール
定員 40名（申込先着順） 参加費 6,000円（全12回）
レディース水泳教室
期日 9月6日〜11月22日の水曜日
（全12回）
時間 午後2時〜3時
場所 プール
定員 40名（申込先着順） 参加費 6,000円（全12回）
卓球テクニカルアドバイス
期日 9月5日〜11月21日の火曜日
（全8回）
※9月26日、10月24日、11月7日・14日は休み
時間 午後3時〜5時
場所 体育館A面
定員 25名（申込先着順） 参加費 4,500円（全8回）
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

■プロ野球イースタン・リーグ公式戦前売券好評販売中

く ん せ い

第3回

「かんたんイノシシ燻製づくり〜出来立ての
味と香りを召し上がれ〜」

いつでも手に入る道具を使って、イノシシを野外で調理し
ます。
日時 12月9日
（土）午前9時〜正午
場所 椎の森（集合場所は別途案内します）
講師 椎の森里山会
申込方法など
対象 40〜60代の男性
定員 30名（申込多数の場合は抽選）
受講料 無料（材料費などは実費負担）
申込方法 電話、FAX、電子メール、
または窓口で、住所・氏
名・生年月日・性別・電話番号をお知らせください。
※FAXまたは電子メールで申し込む場合は、
件名を「働きざかり
の男塾」と明記してください。
申込期限 10月2日
（月）
市民会館 ☎（62）3135 FAX（62）3138
Eメール sode60@city.sodegaura.chiba.jp

親業訓練入門講座生募集
親子のコミュニケーションを学びます
「親業」とは、
「一人の人間を生み、養
い、社会的に一人前になるまで育てる」仕
事に携わることです。
育児書に「子どものはなしを聴きましょ
う」
「思いやりのある子に育てましょう」な
ど書いてあるけれど、具体的にどうしたら
いいの？と感じたことはありませんか。その具体的な方法を
学ぶのが「親業訓練」です。
6時間の講座の中には、講話や体験による学習など、バラ
エティに富んだ学習方法を取り入れています。
子どもだけでなく、家族、職場や友人との関係にも役立つ
コミュニケーションのとり方を学んでみませんか？
日時 10月6日
（金）
・13日
（金）午前9時〜正午
※受講時間は6時間（3時間×2日）
となります。
場所 市民会館 2階研修室
講師 齋藤 ひとみ 氏（親業訓練協会インストラクター）
対象 市内在住・在勤の、2歳〜高校生のお子さんを持つ
保護者で、
なるべく2日間とも参加できる方
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
受講料 無料
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
申込期限 9月11日
（月）
保育があります
講座を受講中、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2歳〜就学前のお子さんで、
保険料などで一人1回につき300円が必要です。
市民会館 ☎（62）3135

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

＜昭和中学校＞
昭 和中学 校 では、ス
ローガンである「夢・全
力・規 律・自立・昭 和中
学 校 」を学 校 生活の基
盤に置き、学習や運動に
力いっぱい取り組んでい
ます。
黙々と学習課題に取り組む生徒たち
学 力向上の取 組とし
て、授業では学習課題を明確にし、一人一人がしっかりと考
えを持ち、
「話し合う」
「聞き合う」といった取組を重視して
います。また、授業以外では、年間をとおして毎日取り組ん
でいる「学びタイム」があります。全校生徒が一斉に「視
写」に取り組み、文章作法を学び、自身の表現力に活かそ
うとするものです。どの学級も黙々と集中して取り組む姿
は、自慢の一つです。さらに、漢字・計算・英単語コンクール
などを、学級対抗や学年を超えた色別対抗で競い合いな
がら学ぶことも特色の一つです。
今年度は、昭和中学校で千葉県算数・数学教育研究大
会が開催されることもあり、数学はもちろんですが、様々な
教科で授業研究を行っていく予定です。
こうした中で、新たな昭和中学校の学びのスタイルを確
立していきます。

千葉ロッテマリーンズ対東京ヤクルトスワローズ戦の前売券を、8月26日（土）まで、市営球場で販売してい
ます。 試合日時・場所 8月27日（日）午後5時開始、市営球場
社教連協事務局 ☎（62）3139

