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向 性 を 示 す ︑市の最 上 位の

ながら︑市 民 と 将 来のま ち

会経済情勢の変化を踏まえ

防 災 意 識の高 ま りなど︑社

年に策 定した﹃ 袖

まちづくりなどについて市長と意見交換しませんか

市では、8月20日、昭和小学校で総合防災訓練を行いました。
総合防災訓練では、
自衛隊や警察などの防災関係機関の訓練と、昭和地区を対
象とした自主防災組織による実践的な訓練を行い、防災意識の高揚を図ることが
できました。また、体育館でも、
（一社）日本福祉用具供給協会や君津圏域PT・
OT・ST連絡協議会、災害対策コーディネーターによる災害時の模擬体験などを行
い、災害への備えを再認識しました。
なお、当日は訓練参加機関やシェイクアウト訓練の参加者などを含め、4,149名
が訓練に参加しました。ご協力ありがとうございました。

市民と市長のふれあいトーク

炊き出し訓練で作った食料を支給

危機管理課 ☎（62）2119

インデックス

持続可能な財政構造確立を目指して
／放課後児童クラブの児童を募集／小学
農業委
校入学児の就学時健康診断
ちょいボラ新
員会をご存じですか
講座 「ヨガ」講座の参加者募集／子育て
パートナー
が楽しくなる笑顔の講座
袖ケ浦市創業塾
＆イベント・ガイド
を開催／郷土博物館 フィールド・アドベ
ンチャー／休日当番医

住民票などの
証明書交付窓口開設日
9/24・10/8・10/22
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。

人命救助訓練の様子

袖ケ浦の未来

計画である次期総合計画の

づくりの方 向 性を共 有でき

る︑
わかりやすい計画づくり

総合防災訓練を開催しました

みんなで考えよう

策定を開始しました︒

12

平成

協 働のまち ﹂人いきいき︑緑

ケ浦 市 総 合 計 画〜﹁ 自 立と

次 期 総 合 計 画は︑平 成

年までの 年

43

さわやか︑
活力あふれる袖ケ

年から平成

※ワークショップとは、司会進行役を中心に、参加者全員が役割を持って運
営するスタイルで、意見をまとめていく手段です。

年度末で目

日程などの詳細は、
後日、本紙または市
ホームページでお知
らせする予定です。

企画課

市内を5地区（昭和、長浦、
市民懇談会
根形、平岡、中川・富岡）に
（タウンミー
11月〜12月
分け、それぞれの地域の方
ティング）
から意見を伺います。

31

22

32
を目指します︒

将 来 のまちづくりについ 12月〜
市民ワーク
て、ワークショップ形式に 平成30年4月
ショップ
市内在住の18歳 以
より、意見を伺います。 （全3回）
上を対象として抽出
10〜20代、30〜40代、
した方に、参加案内
12月〜
市民座談会 50〜60代に分け、年代別
平成30年4月 を送付します。
（年齢区分別） に重 要と考えることにつ
（全3回）
いて、意見を伺います。

浦〜﹄
が︑
平成

募集方法など

間の計 画 とし ︑人口減 少や

実施時期
（予定）

さ ら な る 少 子 高 齢 化の進

男女共同参画市民意識調査にご協力いただき、あ
りがとうございます。
調査票の提出は9月25日（月）までとなります。まだ
回答がお済みでない方は、回答へのご協力をお願い
します。
市民活動支援課 ☎（62）3102

意見の聴取方法

☎︵62︶2327

男女共同参画市民意識調査の
回答はお済みですか

目指すべき将来の方向性を共有するには、将来のまちづくり
について、多くの意見を伺うことが重要です。
そのため、策定の初期段階から、様々な方法で意見を伺い、
計画づくりを進めます。
まちづくりアンケートにご協力ください
これまで市が行ってきた施策についての満足度・重要度に関
する項目や日常生活に関連する項目のほか、今後市に力を入れ
て取り組んでほしい項目などについて、市民の皆さんに意見や考
えを伺います。
対象 市内在住で18歳以上の方3,000名（無作為抽出）
回答期限 10月6日
（金）
回答方法 調査票が届いた方は、
必要事項を記入のうえ、
同封の
返信用封筒
（切手不要）
に入れて返送してください。
今後に予定している意見の聴取

標 年 次 を 迎 え ま す ︒このこ

日没の時間が急激に早まるこの時期は、夕暮れ時
や夜間において、道路の混雑や視認性の低下などに
よる重大事故の発生が心配されます。
「事故を起こさない」だけでなく、
「事故に遭わな
い」ためにも、一人一人が交通ルールとマナーを守り、
交通事故を防止しましょう。
重点目標
・子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者
の交通事故防止
・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事
故防止
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正し
い着用の徹底
・飲酒運転の根絶
市民活動支援課 ☎（62）3106

とから︑今年度より︑新たな

身につけよう 命のお守り 反射材

行︑地 域コミュニティの変 化︑

スローガン

市の将 来のま ちづく りの方

次期総合計画の策定にあたり、市民の皆さんに様々な方
法で意見を伺います

秋の全国交通安全運動 9/21〜30

次期総合計画に向けた取組を行っています

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」

!!

市では、市政やまちづくりに関して、市民の皆さん
の意見や提言などを行政に反映させるため、
「市民と
市長のふれあいトーク」の申込を受け付けています。
これは、各種団体や市民グループと市長が、
皆さんの
希望するテーマに沿って直接意見交換を行うもの さわやかネット蔵波台と
で、
今年度は、2団体24名と意見交換を行いました。 意見交換を行う出口市長
市政をより身近に感じていただく機会として、
ぜひご利用ください。
期日 随時（議会期間中などを除く）
時間 午前10時〜午後9時の間で1時間30分程度
場所 申込者と協議して決定します。
対象 市内に在住、在勤、在学の、おおむね5名以上の団体・グループ
申込方法 希望する団体・グループの代表者は、
予定日の20日前までに、
申込書に
必要事項を記入し、提出してください。申込書は秘書広報課で用意しています。
また、市ホームページからダウンロードできます。
▶詳細は、お問い合わせください。
秘書広報課 ☎（62）2435

9月議会定例会を開催

9月26日まで

今回提案している案件は、次の15件です。
・字の区域及び名称の変更 1件
・条例の制定 1件
・条例の一部改正 1件
・補正予算 6件
・規約改正等の協議 1件
・決算の認定 2件
・人権擁護委員の推薦 2件
・健全化判断比率等の報告 1件
総務課 ☎（62）2104

教育委員会議（9月定例会）
日時 9月27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 9月25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

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
しています。
今年は最後の（？）挑戦と題し、100位以内を目指してい
ます。ぜひ、
「ガウラ」への投票をお願いします。
投票期間
11月10日
（金）
まで
過去最高順位
を更新中！
投票方法
応 援 お ね ガウ
パソコンやスマート
します!!
フォンなど で、ゆる
キャラグランプリの
ホームページから、
1日1回投票すること
ができます。
ゆるキャラ
秘書広報課
グラ
ンプリの
☎（62）2465

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

QRコード

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

（２）物件費の削減

277,874

142,026

67,889

74,742

145,609

239,398

19,900

25,757

（３）
補助金・負担金
などの見直し
（４）
特別会計への
繰出金の抑制
（５）人件費の抑制
（住宅手当・昇格抑制）

※地域手当抑制分と基本給
（165,000）（164,669）
の抑制

合計額

635,075

530,560

効果見込額を算定していない取組み

小学校入学児の就学時健康診断を行います

効果見込額を算定した取組み

期日

受付時間

平成30年度 放課後児童クラブの児童を募集

平成30年4月入学

診察開始時間

入学説明会

昭和小学校

10月30日（月） 13：00〜13：25

13：30

健康診断と同時開催

蔵波小学校

11月1日（水） 12：50〜13：15

13：20

平成30年1月下旬開催予定

奈良輪小学校

11月10日（金） 13：00〜13：15

13：20

健康診断と同時開催

中川小学校

11月13日（月） 13：10〜13：25

13：30

健康診断と同時開催

平岡小学校
11月14日（火） 13：00〜13：20
（幽谷分校含む）

13：30

健康診断と同時開催

根形小学校

11月15日（水） 13：10〜13：25

13：30

健康診断と同時開催

長浦小学校

11月16日（木） 13：00〜13：25

13：30

平成30年1月下旬開催予定

内容 内科・歯科検診、
視力・聴力・言語検査、
面接
対象 平成23年4月2日〜平成24年4月1日生まれの児童
入学予定校以外への入学希望がある場合はご相談ください
私立学校への入学や、家庭の事情などで入学予定校への入学が困難な場合は、
で
きるだけ就学時健康診断前に学校教育課にご相談ください。
保育があります（蔵波・長浦小学校を除く）
入学説明会を同時開催する学校には、
保育ボランティアを配置します。保育を希望
する方は、10月13日
（金）
までに学校教育課へ申し込んでください。保育の対象は、満
2歳〜就学前のお子さん（入学対象者を除く）で、おやつ代などで一人300円が必要
です（当日集金）。
学校教育課 ☎（62）3718

昭和17年5月末日までに生まれた75歳以上の方へ

後期高齢者医療保険健康診査は今月末まで
有効期限が切れた受診券では受診できませんので、
まだ受診していない方は早め
の受診をお願いします。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。
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月となります。
対象の方には、
平成30年1月末頃に受診券を送付します。
※65歳以上の障がい認定により後期高齢者医療制度に加入した方も対象です。
保険年金課 ☎（62）3092

審議会などの会議予定
農業委員会総会
日時 10月5日
（木）
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 10月4日
（水）
担当課 農業委員会事務局 ☎
（62）
3918
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp

■今井幼稚園の臨時幼稚園教諭を募集

29

平成28年度の各取組みの実績は表のとおり
で、見込額を下回りましたが、
平成25〜28年度の
4年間の合計では、効果見込額20億6,431万6千
円のところ、効果実績額21億1,885万5千円と見
込額を上回ることができました。

平成30年4月に小学校へ入学するお子さんの就学時健康診断を、
学校ごとに行い
ます。入学対象の保護者には、10月上旬に就学時健康診断の通知書を郵送しますの
で、10月13日
（金）
までに届かない場合は、
ご連絡ください。
また、入学する学校で受診できない場合や不明な点がある場合は、
早めに学校教
育課にお問い合わせください。
日程
学校
（場所）

28

市 では 様 々
な 取 組み を
行 って い る
ガウ

（注）原則として、効果実績額は、平成24年度当初予算額と平成28年度決算額の比較により算出しています。

未確定事項が多いなどの理由により、効果見込額を算定できなかった
取組みで、実際に効果実績額が上がったものは、市有土地の貸付収入で
1,063万円、未利用財産（土地）の売却収入で190万円、公用車などの売
却収入で27万円、庁舎と各公民館などにおける自動販売機設置場所の
貸付料で546万円、事業の前倒しにより景気対策のための国庫支出金を
確保したケースなど、特定財源の確保で668万円などがあります。

28

年度の取組み実績を報告します

15,438

年 度 までの

30,605

年度の実績を報告し

（１）扶助費の抑制

・精神障害者医療費の給付に係る所得制限の設定など
・重度心身障害者医療費の支給に係る所得制限の設定など
▲15,167 ・障がい者の日常生活用具などの給付と屋外での移動支援などに係る自己負担の導入
・重度心身障害者福祉タクシーの自動車燃料費助成の廃止、福祉タクシー券の交付枚数の増と交
付方法の見直し ほか
・緊急通報システム給付対象者における所得制限の設定
・防犯パトロール体制の見直し
▲135,848
・緑地・街路樹管理の除草面積と病害虫防除などの見直し
・敬老祝金の支給対象者の見直し ほか
・土地改良施設整備補修費に係る補助率の見直し
6,853 ・商工会の経営改善などに係る人件費補助金の見直し
・君津地方視聴覚教材センター協議会負担金の見直し ほか
各特別会計繰出基準に基づいた基準内繰出しを行うとともに、一部会計では運営支援のため、
93,789
基準外繰出しを見直しました。
・持ち家住宅手当の廃止
5,857
・職制見直しと昇格抑制
平成18年度〜平成24年度まで、常勤一般職の地域手当を4%削減する特例措置を行ってきまし
たが、財政構造の確立の取組みの一環として、この措置を平成25年度からさらに3年間継続しまし
た。平成27年度で、この取組みは終了の予定でありましたが、平成28年度は、地域手当の抑制2％
（▲331）
の削減と基本給の抑制2.8％の削減を合わせて、この取組みを継続しています。
地域手当抑制などの効果は、平成24年度以前より行っていることから、合計額には含めず、カッ
コ書きで表示しています。
▲104,515

25

持続可能な財政構造確立を目指して

２ 歳出削減対策

平成

・健康づくり支援センターの施設・設備などの使用料の見直し
▲59,999 ・市内小・中学校体育施設の有料化
・総合運動場と臨海スポーツセンターなどの使用料などの見直し ほか

年 度に中 長 期 的 な 視 点で ︑平 成

33,199

5

平成

93,198

年間における歳入・歳出の両面から一体的な改革に取り

受益者負担の適正化
（見直し）

組むこととして策 定した﹁ 持 続 可 能な財 政 構 造 確 立のた

主な内容（平成25年度から継続しているものを含む）

ます︒

取組み項目
1 歳入確保対策

なお︑取組みの詳細は︑市ホームページで公表します︒

（単位：千円）

効果見込額 効果実績額 見込と実績の差額
Ａ
Ｂ
Ｂ−Ａ

財政課 ☎
︵ 62 ︶
2404

効果見込額を算定した取組み（平成28年度分）

めの集中的取組み﹂について︑平成

２０１７年（平成２９年）9 月１５日

放課後児童クラブは、就労などで家庭に保護者がいない小学生が、放課後を安全
に楽しく過ごすための施設です。入会に関する説明などは、次の日程で予定していま
す。申込方法などの詳しい内容は、各クラブへお問い合わせください。
平成30年度の募集
小学校区

クラブ名

連絡先

学童保育所
あそびっこクラブ
昭和
小学校

学童保育所
ひみつきち
学童保育所
たからじま

奈良輪
小学校

学童保育
オリーブズ
学童保育
グレープス
学童保育
子ども会館
ジュニアクラブ

蔵波
小学校

学童保育
子ども会館
フレンドクラブ

キッズパレット
☎（53）7682
（平日10：00〜
13：00）

入所説明会
事前見学

対象学年

募集開始

日時

・願書配布
平日
10月30日（月）〜 ・14：45〜 10月30日（月）
1〜6年生 ・願書受付、親子
15：30
就学時健診終了
面談（要予約） ・16：00〜 後〜
11月26日（日）
18：00

昭和小学校
体育館

平成30年2月
開催予定
※就学時健診時
に説明チラシ
を配布

昭和保育園

平成30年
1月20日（土）
10：00〜12：00

長浦おかのうえ
図書館 視聴覚室

1・2年生
昭和保育園
☎（62）2427

12月１日（金）〜

要予約

3〜6年生

すみれ福祉会
☎（63）9633
（平日8：30〜
19：00）

1〜6年生 11月1日（水）〜

随時

学童保育
子ども会館
蔵波学童保育所
つくしんぼクラブ

長浦
小学校

根形
小学校

つくしんぼクラブ
12月〜
1〜6年生
☎（62）6464
※定員15名程度

長浦第一
すみれ福祉会
放課後児童クラブ ☎（63）9633
（平日8：30〜
長浦第二
19：00）
放課後児童クラブ
根形小学校区
放課後児童クラブ 社会福祉協議会
☎（63）3888
中川小学校区

中川
小学校

放課後児童クラブ

平岡
小学校

平岡放課後
児童クラブ

すみれ福祉会
☎（63）9633
（平日8：30〜
19：00）

場所

要予約

1・2年生
11月16日（木）〜

随時

3〜6年生

1〜6年生 １１月１日（水）〜

1〜6年生 11月14日（火）〜

※入会時面接
14：00〜

学童保育
子ども会館
フレンドクラブ

平成30年
1月13日（土）
※時間は未定

蔵波自治会館

平成30年
1月27日（土）
10：00〜12：00

長浦おかのうえ
図書館 視聴覚室

※入会時面接
14：00〜

長浦第一
放課後児童クラブ

11月15日（水）
※時間は未定

根形小学校

11月13日（月）
※時間は未定

中川小学校

平成30年
1月13日（土）
10：00〜12：00

平岡公民館
視聴覚室

※入会時面接
14：00〜

平岡放課後
児童クラブ

要予約

随時

指導員の登録を受付中
登録には、教員、保育士などの資格の有無は問いません。また、勤務時間は主に小
学校の放課後（土曜日や夏休みなどの期間は終日）からとなります。希望する方は、子
育て支援課で登録をお願いします。
なお、賃金・勤務時間などの詳細は、各クラブで異なります。
子育て支援課 ☎（62）3272

戦没者追悼式を平川公民館で開催します
め い ふ く

戦没者の冥福と平和を祈ることを目的として、戦没者追悼式を開催します。
なお、毎年式場となっていた市民会館大ホールは工事中のため、今年度は平川
公民館で開催します。
日時 11月24日（金）午前10時30分〜
受付 午前10時〜
地域福祉課 ☎（62）3157
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。
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農業委員会をご存じですか
↓

農業委員会の活動
農業委員会は、農地法などの事務を行う行政機関であるとともに、農業者の利益
代表機関であり、主に次のような業務を行っています。
・農地の貸し借り、賃貸借の解約や所有権の移転、農地の転用に関すること
・農家台帳の作成・管理
・遊休農地の有効利用の指導など
・地域の担い手への支援
・地域における農業の相談員、世話役としての活動
・農業者の代表として、意見の提出など

農地利用最適化推進委員
農業委員会では、平成28年4月1日から、今までの
農業委員に加えて、新たに農地利用最適化推進委
員を委嘱しました。農地利用最適化推進委員は、各
地区からの推薦・募集をもとに農業委員会が委嘱し
ており、担当地区について、農業委員と連携して活
動を行っています。
農地パトロールの様子
各委員の人数は農業委員の16名に対し、農地利
用最適化推進委員は25名になります。
農地利用最適化推進委員は、主に農業に関する
現場活動を行い、遊休農地の解消と防止（農地パト
ロールなど）や、担い手への農地の利用集積（農地
のあっせんなど）、新規参入者などの支援（農地相
意見交換会の様子
談の受付など）を主な役割としています。農地に関す
る様々な悩みなどがある場合は、農地利用最適化推進委員に、気軽にご相談くだ
さい。
その他にも、農業委員と農地利用最適化推進委員は、合同での意見交換会を行っ
ています。各委員が担当地区の課題などを話し合い、活動内容などを決め、各地区
における農地利用の最適化に向けた推進活動に努めています。

農地の所有権移転などは許可が必要です
農地を農業上の収益を目的として所有権移転（売買・贈与）や権利設定（貸借）を
する場合には、農業委員会の許可が必要です（農地法第3条）
農地を相続した場合は、10カ月以内に農業委員会への届出が必要です。また、農
地法により、賃貸借した農地の貸し借りをやめる時には、農業委員会での手続きが
→
必要です。

農業委員会の業務や、農地に関する手続きなどを紹介します。
農業委員会事務局 ☎（62）3918

農地を転用（耕作目的以外の土地にすること）する場合、市街化調整区域内の農
地は知事の許可、市街化区域内の農地は農業委員会への届出が必要です（農地法
第4条、第5条）
農地に建物を建築する場合、都市計画法に基づく開発許可も併せて必要になる
場合があります。
なお、農地を一時的に資材置場などとして利用する場合も、農地転用の許可が必
要です。また、転用の許可申請には多くの添付書類が必要となりますので、事前にご
相談ください。

農地の違反転用を見かけたら通報を
許可を得ずに農地を耕作目的以外の土地（資材置場など）にした場合や、許可ど
おりに転用していない場合は、農地法違反となり、工事の中止や原状回復などの命
令がなされることがあります。
違反した場合は、3年以下の懲役または300万円（法人は1億円）以下の罰金があり
ます。
違反転用を発見したときは、通報をお願いします。

農地の貸し付けを希望する方へ
農地法以外での農地の貸借などができます
農業経営基盤強化促進法に基づき、市が定める農用地利用集積計画によって、農
地の権利設定など（農地法以外での賃貸借・使用貸借など）ができ、期間満了により
農地は確実に返還されます。

農業者年金の加入を希望する方へ
農業者年金制度は、平成14年1月から新たな制度となっています。
加入のための条件などは、お問い合わせください。

耕作放棄地をなくしましょう 耕作放棄は責務違反です
農地等について所有権等の権利を有する者は、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（農地法第2条の2）
農地法では、権利者の責務が規定されており、農地を耕作放棄することは、責
務違反になります。
耕作放棄地の増加は、雑草の繁茂や病害虫の発生などにより、近隣農地など
へ悪影響を及ぼします。
農地を耕作できなくなった時は、
他の農業者への貸し付けなどをご検討ください。

市営住宅の入居者を募集します

古布類のリサイクルにご協力ください

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 3戸
募集期間 9月15日（金）〜10月2日（月）
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、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 11月15日（水）
建築住宅課 ☎（62）3645

市では、不用になった衣類やタオルなどの古布類をリサイクル業者へ引き渡すこと
で、工業用雑巾（ウエス）
として再生利用したり、
中古衣料として東南アジア方面に輸
出して再利用を図っています。
古布類は、
ごみステーションや資源回収自治会事業で回収していますので、
リサイ
クルにご協力ください。
資源にできる古布類

こんきゅう

かずさファームフェスタを開催します
君津地域には酪農や養鶏をはじめとした、たくさんの畜産農家が畜産物を生
産しています。地域の消費者である皆さんに畜産を身近に感じてもらい、安全・
安心な畜産物に理解を深めていただくための交流の場として、イベントを開催し
ます。
日時 9月30日（土）午前10時〜午後3時
※小雨決行。荒天時は中止。
場所 袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」
内容 乳牛による「美牛」コンテスト、地元農畜産物・加工品と飲食物の販売、子
牛などのミニ牧場 ほか
君津農業事務所 企画振興課 ☎（25）0107

■灯油はクリーンセンターで処分できません

種類
古着
古布

対象となる資源の例
シャツ、ズボン、スカート、スーツ など
タオル、シーツ、ハンカチ など

資源として回収できない古布類（燃せるごみまたは粗大ごみ）
・汚れたもの、濡れたもの、臭いがあるものなど不潔な布類
・厚手の冬物衣類、社名の入った作業服・ユニフォーム
・わた・羽毛の入った衣類、
まくら、布団、
毛布
・反物、
カーペット、ぬいぐるみ、裁断くず、
カーテン
・下着類 など
▶古布類は洗濯してから出してください。
また、
雨天時は翌回収日に出してください。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内） ☎（63）1881

犬・猫の不妊・去勢手術費用を一部助成します
（千葉県獣医師会）
千葉県獣医師会では、千葉県獣医師会会員の動物病院で年内に手術可能な
犬・猫に対して、1頭あたり5,000円を助成します。
また、手術と同時にマイクロチップの装着を希望する方には、費用の一部（1,000
円）を助成します。
対象 次の条件すべてに該当する犬・猫
・飼い犬・猫（オス・メスともに対象）で、手術が可能である
・飼い犬は市に登録済みで、今年度の狂犬病予防注射が済んでいる
申込方法 手術を希望する動物病院と事前に相談し、所定の用紙に必要事項を
記入のうえ、郵送で申し込んでください（申込多数の場合は抽選）。
※申込は1世帯につき1頭のみです。
申込期間 9月20日（水）〜26日（火）消印有効
〒260−0001 千葉市中央区都町463−3
千葉県獣医師会 ☎043（232）6980

灯油はクリーンセンターで処分できないものです。石油ストーブを処分する際は、必ず灯油を
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）☎（63）1881
抜いてから出してください。
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根形公民館

炊き出し体験会の参加者募集

防災倉庫内の道具を使用して、
カマドでご飯を炊くなど、非常時に役に立つ情報
を学びます。
日時 10月15日
（日）午前10時〜午後2時（9時30分受付） ※小雨決行
場所 根形公民館 多目的広場 ほか
対象 市内在住・在勤・在学の方と、
その家族
※未就学児は、保護者同伴であれば参加できま
すが、
作業はできません。
定員 20名（申込先着順）
参加費 200円
（未就学児は無料）
持ち物 白米1合
申込方法 電話で住所・氏名・電話番号をお知らせください。
申込期限 10月2日
（月）
根形公民館 ☎（62）6161

初級パソコン講座を開催します

平川公民館

時間
午後1時30分〜4時30分

内容
住所録の作成
年賀状の宛名面作成
年賀状の文面作成①
年賀状の文面作成②

※10月13日
（金）午後1時30分からオリエンテーションを行います。
場所 平川公民館 2階視聴覚室
講師 シルバーパソコン同好会
対象 市内在住の満20歳以上で、ある程度の文字入力ができ、パソコンのアプリ
ケーションソフトがMicrosoft Office2010以降であるパソコンを持ち込みできる方
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、FAX、
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 9月29日
（金）
平川公民館 ☎（75）2195 FAX（60）5001
Eメール sode61@city.sodegaura.chiba.jp

国際理解セミナーの受講生を募集します
現在のグローバル化に対応すべく、様々な分野で活動している講師を招き、私たち
が知らない諸外国の社会情勢や文化について学び、国際理解をより深めるための講
座を行います。
今年度は、昨年、袖ケ浦市長が姉妹都市であるブラジル連邦共和国イタジャイ市
を訪問したことから、
ブラジルに特化した内容で開催します。
日程（全5回）
日時
10月21日（土）
午前10時〜正午
11月18日（土）
午前10時〜正午
12月16日（土）
午前10時〜正午
平成30年1月20日
（土）
午前10時〜正午
平成30年2月24日
（土）
午前10時〜正午

場所

講師
宇田 直正 氏（旅行代理店営業部長）

本多 孝治 氏（JICAシニア海外ボランティア
派遣者）
平岡公民館
調理実習室

庄司 アメリア 氏（聖徳大学講師）

期日 8月6日
場所 臨海スポーツセンター
参加人数 129名
主催 市体育協会
※敬称略
準優勝

認知症の方や家族を温かく見守る応援団

認知症は誰でもなる可能性のある病気です。地域に住む認知症
の方が安心して生活するためには、親しい方々の支えや温かい見守
りが欠かせません。
この講座では、
「認知症ってどんな病気？」
「認知症の方にどのよ
うに接したらいいの？」などの内容を分かりやすく説明します。
日時 10月5日
（木）午前10時〜11時30分
場所 市役所 旧館3階大会議室
受講料 無料
▶上記の日程以外でも、
グループ（4名以上）で申し込む場合は、
日時と場所を相談し
て開催します。
地域包括支援センター ☎（62）3225

子育てが楽しくなる笑顔の講座
楽しく子育て

誰だって、我が子の前ではいつでも笑顔でいたいと思っているはずです。
「何度言っても言うことを聞かない」
「今日もガミガミ叱っちゃった」などのイライラ子
育てを卒業し、親子で楽しく、笑顔あふれる日常を送りませんか。
日時 10月29日（日）午前10時〜正午頃
場所 保健センター
内容 やる気を育てる魔法の言葉、上手に怒りを伝えよう ほか
対象 お子さんをもつ保護者 ※夫婦での参加もできます。
定員 15名（申込多数の場合は抽選）
受講料 無料
申込期限 9月29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。対象は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。
子育て支援課 ☎（62）3272

長浦地区合同祭礼

城本 千晶 氏（ミュージシャン）

申込期限 9月29日
（金）

三位

小学生
伊藤 智紀
内山 楓麻
藤井 達也
川邉 ゆい
4年以下 （昭和小） （有秋台西小） （昭和小） （蔵波小）
小学生
5・6年

森 亘生
木村 心音
助崎 隆二
栗原 悠希
（中川小） （根形小） （奈良輪小） （蔵波小）

中学生
女子

石塚 朋美
深澤 春香
矢部 梓
古川 怜海
（平川中） （平川中） （平川中） （蔵波中）

中学生
男子

村上 智彦
猪野 隼平
小平 翔平
笹田 一邑
（長浦中） （蔵波中） （根形中） （根形中）

一般個人

篠崎 允義
（教員）

佐藤 大介
（教員）

井上 航
（教員）

栗山 光太郎
（教員）

一般団体

北斗の剣

根っ子の会

HJ親衛隊

KK愛好会

み こ し

シルバー人材センターでは、植木の手入れ、草取り、
草刈り、大工仕事、ふすま・障子の張り替え、
毛筆賞状
書きなど、様々な仕事をお受けしています。会員が蓄積
した知識・経験を活かし、丹念な仕事をします。
電話で申し込むことができますので、
ぜひご利用く
ださい。
シルバー人材センター ☎（63）6053

シニアクラブの新規会員募集中
シニアクラブ連合会は、同世代の連帯・支え合いに
よって「生きがい」
「健康」
「仲間」をつくり、社会貢献に
よって「地域づくり」を担っていくことを基本理念とし
て、
文化・スポーツ活動などを行っています。
興味のある方は、お問い合わせください。
シニアクラブ連合会事務局（社会福祉協議会内）
☎（63）3888

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

だ

し

長浦地区で、3年に一度の合同祭礼を行います。勇壮な神輿・山車を見に来てく
ださい。詳細は、本紙9月1日号をご覧ください。
日時 10月1日
（日）午後2時30分〜4時30分
規制区間 長浦駅前通り
（さつき台病院前〜千葉信用金庫前）
▶駐車場は長浦小学校グラウンドをご利用ください。
長浦地区合同祭礼実行委員会 花澤 ☎090（2453）0823

シルバー人材センターでは
様々な仕事をお受けしています

市民剣道大会結果

優勝

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、気持ちを安定させて集中力を高め、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）。
今回は12月までの日程をお知らせします。
期日 9月28日、10月19日、11月30日、12月21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 各回30名（申込先着順）
受講料 各回500円（保険代 ほか）
生涯学習課 ☎（62）3743

平元 麻衣子 氏（元JICA職員）

平岡公民館
2階会議室

対象 市内在住・在勤の20歳以上の方
定員 30名程度（申込先着順） 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。
平岡公民館 ☎（75）6677

区分

「ヨガ」
講座の参加者募集

認知症サポーター養成講座を開催します

パソコンを使って、
オリジナルの年賀状を作成します。
日程
期日
10月19日（木）
10月20日
（金）
10月23日
（月）
10月24日
（火）

ちょいボラ新講座

ガウラ健康
マイレージ
対象事業

スマートダイエット
教室を開催

「賢く食べる」
「適度な運動」のヒントをお伝えし
ます。
健康的なダイエットを一緒に勉強・実践しましょう。
教室
測定会
返却会

日時
11月8日〜平成30年1月24日の水曜日（全11回）
午前10時〜11時 ※1月3日は除く
平成30年1月31日
（水）午前9時30分〜
平成30年2月14日
（水）午前9時30分〜

場所 ガウランド 1階研修室
対象 おおむね20〜69歳の方
※妊娠中、
または予定の方はご遠慮ください。
定員 20名（申込先着順） 受講料 6,000円
※資料代・検査費用として、8,000円程度の自己負担が
必要です。
申込期間 10月26日
（木）
まで
ガウランド
（袖ケ浦健康づくり支援センター）
☎（64）3200

冷蔵庫は適切な温度に設定し、ものを詰め込みすぎないよう整理しましょう。また、扉を開けている時間は短く
するなどして、冷蔵庫を効果的に使用することで、省エネにつながります。
環境管理課 ☎（62）3404

２０１７年（平成２９年）9 月１５日

↓

↓
入場料 無料
平川中学校 渡邊・長谷川 ☎（75）2141

東京都千葉福祉園 園まつり

Partner & Event Guide

文化講演会
「謎多き国宝、
『鳥獣戯画』の楽しみ方」
平安から鎌倉中期に成立した「日本
最古の漫画」と言われる鳥獣戯画は、近
年、修復調査により、絵の順番が違って
いたなど、新たな発見がありました。
鳥獣戯画研究の第一人者である上野
さんを講師に迎え、鳥獣戯画の楽しみ
方について、
わかりやすく説明します。
上野 憲示 氏
日時 10月21日
（土）午後2時〜4時
場所 2階視聴覚ホール
講師 上野 憲示 氏（文星芸術大学 学長）
対象 成人の方
定員 50名（申込先着順）
参加費 無料
中央図書館

日時 10月1日
（日）午前10時〜午後2時30分
※雨天決行
場所
東京都千葉福祉園 総合訓練センター、桜並木周辺
内容 生産品販売、
フリーマーケット、
ブラスバンド演奏、
模擬店 ほか
※フリーマーケットの募集は締め切りました。
▶車の駐車は係員の指示に従ってください。
東京都千葉福祉園 嶋貫 ☎（62）6487

子どもるーぷ袖ケ浦 「おやこ文庫」オープン
親子でゆっくりと絵本を読んだり、おもちゃで遊んだり、
くつろいだりできる「おやこ文庫」を新設します。おやこ文
庫では、昼食を食べることもできます。
申込は不要ですので、気軽にお越しください。
日時 10月4日
（水）
・18日
（水）午前10時30分〜午後2時
※基本は月2回、水曜日に行う予定です。
場所 子どもるーぷ袖ケ浦事務所
参加費 無料
▶初回に登録が必要です。なお、駐車スペースが限られて
いますので、車でお越しの方はご連絡ください。
子どもるーぷ袖ケ浦
☎・FAX（63）2850（月・水・金10：00〜15：00）
Eメール info@kodomoloop.com

槇の実特別支援学校 まきのみ祭
名画鑑賞会「たそがれ清兵衛」
藤沢周平の傑作短編を映画化した、幕末の庄内地方
の小藩で、
「たそがれ清兵衛」と呼ばれた井口清兵衛を
描いた物語です。
原作 藤沢周平
脚本・監督 山田洋次
出演 真田広之、
宮沢りえ、
田中泯 ほか
日時 9月21日
（木）午前10時〜12時10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

名画鑑賞会
「ライブラリアン〜ユダの聖杯伝説〜」
アメリカのメトロポリタン図書館には、世界中に眠る秘
宝を収集し、悪の手からそれらを守る極秘機関が存在す
る。その図書館の司書が、聖杯を巡る争いに巻き込まれ
る、
アクション・アドベンチャー作品です。
脚本 マルコ・シュナベル
監督 ジョナサン・フレイクス
出演 ノア・ワイリー、
ブルース・デイヴィソン ほか
日時 9月27日
（水）午前10時〜11時30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

日時 10月14日
（土）午前9時50分〜午後2時
場所 千葉県立槇の実特別支援学校
内容 遊び場開放「あそぼう！にんじゃむら」、作業学習
で制作した製品・生産物展示・販売・体験コーナー、バ
ザー、お祭りステージ
槇の実特別支援学校 山口 ☎（62）1164

ちば保育のしごと就職フェスタ
千葉県福祉人材センターでは、保育と福祉における人
材の確保と就労のサポートを目的として、保育所（園）
・
児童福祉施設などへの就職希望者を対象に、求人のあ
る会社などの採用担当者との個別面談や、保育の職場
に関する相談などを行います。
また、本事業の開催に併せて、保育士として必要な専
門知識や情報を提供し、保育分野への就労促進を図る
ため、潜在保育士応援プログラムを開催します。
参加費は無料です。ぜひ、お越しください。
日時 10月1日
（日）午前10時30分〜午後1時30分
※潜在保育士応援プログラムは、
午前9時30分〜午後4
時となります。なお、
事前に申込が必要です。
場所
京葉銀行文化プラザ 6階（千葉市中央区富士見）
ちば保育士・保育所支援センター
☎043（222）2668・2227
HP http://www.chibahoiku.net/

成田空港親子見学バスツアー
市スキー連盟 高尾山ハイキング

千葉県立農業大学校の学生募集（推薦入試）
募集人数 農学科：約40名、研究科：約10名
受験資格
・農学科：高等学校を卒業した方、
または平成30年3月卒
業見込みで高等学校長の推薦がある方
・研究科：短期大学卒業と同等と認定されている農業大
学校を卒業した方、
または短期大学の農業に
関する正規の課程を修めて卒業した方（いず
れも平成30年3月卒業見込みの方を含む）
願書受付期間 9月29日
（金）〜10月13日
（金）消印有効
※土・日曜日、祝日は除く
試験期日 10月25日
（水）
試験場所 千葉県立農業大学校（東金市家之子）
試験内容 小論文、面接
千葉県立農業大学校 ☎0475（52）5121

危険物取扱者試験
試験日 11月26日
（日）
場所
清和大学・木更津総合高等学校（木更津市太田）
電子受付期間 10月20日
（金）
まで
書面受付期間 10月23日
（月）
まで
※書面の受付は、消防試験研究センター千葉県支部で
行います。なお、土・日曜日、祝日は除きます。
▶乙種第四類受験者を対象とした講習会も行います。試
験申請書配布と講習会受付のみ、袖ケ浦市消防本部
で行います。
消防本部 予防課 ☎（63）6191

真光寺 坐禅会
真光寺では、坐禅会を定期的に開催しています。坐禅
が初めての方でも気軽に参加できます。
詳細は、お問い合わせください。
日時 毎月第2・4土曜日の午後3時〜4時30分
※初めて参加する方は、午後2時30分までにお越しくだ
さい。
場所 曹洞宗真光寺（袖ケ浦市川原井）
真光寺 國生 ☎（75）7414
く に き

二人静の名をもつ宿の旅プラン
信州駒ヶ根に思いを馳せる

娘の熱意に負けて受診の人間ドック
終えし安堵に夏空仰ぐ

展示さるる鷹匠埴輪の凜として
祭りに弓引く恩師に似たり

山口

和田

小暮

真澄

睦子

綾子

国昭

日時 10月15日
（日）午後2時〜
場所 平川公民館 体育室
曲目 シンフォニックステージ（展覧会の絵、神々の運命
ほか）、
エンジョイステージ、華麗なるステージドリル→

期間 10月5日
（木）〜12月14日
（木）の間の27日間
定員 10名（年齢・男女問わず）
▶詳細は、お問い合わせください。
老人保健施設ケアセンター さきくさ
☎0439（87）0130

鈴木

平川中学校吹奏楽部 定期演奏会

介護職員初任者研修講座（旧2級ホームヘル
パー講座）の受講生募集

朝より曇れる空の蝉のこゑ
やむと思へばとほくにも啼く

日時 9月24日
（日）正午〜午後2時
場所 袖ケ浦学園グラウンド ※雨天時は学園内
内容 模擬店、
ゲーム、
イベント ほか
袖ケ浦学園 ☎（75）4585
HP http://izumi-kai.com

千葉県眼科医会会員が、
目の健康についての相談に
お答えします。事前申込は不要です。
日時 10月9日
（祝）午前9時〜午後4時
相談電話 ☎043（242）4271
（当日のみ通話可）
千葉県眼科医会事務局 ☎0436（26）5567

鈴木志津子

袖ケ浦学園 秋祭り

目の愛護デー 無料電話相談

国後島のみゆる峠に霧立ちて
絹引くごとき知床の海

毎年恒例の秋のハイキングを行います。
日時 11月1日
（水）午前6時〜午後7時30分
集合・解散場所 菜心味のぞみ野店 駐車場
行き先 高尾山
定員 50名（申込先着順）
参加費 10,000円（食事・温泉・保険代）
その他 各自で防寒・雨天対策をお願いします。
申込期限 10月18日
（水）
社教連協事務局
スキー連盟事務局 大岩
☎（63）0437 FAX（63）0473

普段は見ることができない成田空港と周辺施設を見学
することができます。ぜひ、
ご応募ください。
日時・出発地
・10月22日
（日）午前9時〜午後4時、
千葉駅
・10月29日
（日）午前8時30分〜午後4時30分、柏駅
場所 成田空港、JAL整備用格納庫、航空科学博物館
対象 県内の小学4〜6年生と、
その保護者
定員 各回20組40名（申込多数の場合は抽選）
参加費 無料（昼食付）
申込方法 はがき
（1通につき小学生と保護者各1名ず
つ）
に、希望する出発地・郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）
・生年月日・電話番号を記入し、郵送してください。
▶当選者には、10月12日
（木）
までに参加証を郵送します。
申込期限 9月28日
（木）必着
〒260−0026 千葉市中央区千葉港4−3−301
成田空港活用協議会事務局 ☎043（306）2411

番号・住所・氏名・電話番号・参加希望人数（1通につ
き2名まで）
をお知らせください。
申込期間 9月15日
（金）〜10月16日
（月）必着
〒296−8601 鴨川市横渚1450
鴨川市役所 総務課 ☎04（7093）7827
Eメール humanfesta@city.kamogawa.lg.jp

ヒューマンフェスタ in かもがわ
日時 11月19日
（日）午後1時〜3時30分（正午開場）
場所 鴨川市市民会館（鴨川市横渚）
内容 講演（演題：
「今を受け入れ、
今を越える」〜出会
い、
そして挑戦〜、講師：土田 和歌子 氏（車いすアス
リート）
） ほか
定員 500名（申込多数の場合は抽選）
入場料 無料
申込方法 往復はがきまたは電子メールに「ヒューマン
→
フェスタinかもがわ参加希望」と明記のうえ、郵便

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「サークル遊心」作品展示

期間 9月16日（土）〜30日（土）
長浦おかのうえ図書館

※初日は午前10時から。最終日は午後3時で終了。
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市の情報はこちらから

そでがうら創業支援企画「袖ケ浦市で創業を計画している方へ」

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

袖ケ浦市創業塾を開催します

休日当番医
診療時間 午前9時〜午後5時
9月

診療科目
当番医
電話
外科
山口医院
内科 （62）
2056
17日〔奈良輪535-1〕
整形外科

石井内科小児科医院
内科
7360
18日〔蔵波台4-13-8〕
小児科 （62）
内科
小児科 （75）
2010
消化器科
内科
犬丸内科皮膚科クリニッ
ク
1191
24日〔蔵波台2-28-5〕 小児科 （64）
皮膚科

井出医院
23日〔横田3669〕

※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）
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）

9月15日〜16日 田辺設備
9月17日〜23日 大久保
9月24日〜30日 産洋設備

（75）
5001
（62）
5111
（75）
6780

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
9月19日（火）〜22日（金）の各地区指定日

※18日（祝）・23日（祝）の収集は、翌週に行います。
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 9月16日〜10月2日
●国民健康保険税 3期
納税課 ☎（62）2653
● 介護保険料 3期
介護保険課 ☎（62）3158
● 後期高齢者医療保険料 3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
ゆるキャラグランプリで、ガウラが奮闘中。
ガウラは、ご当地と企業・その他のキャラクター
を総合した順位で、100位以内を目指しています。
現在、過去最高順位を更新していますが、目標
の100位以内には難しい状況にあります。
一日1回の投票に、ご協力をお願いします。
（ｔ）

市商工会では、創業に必要な基本的な知識の獲得
や個別指導などを行い、創業に必要とされるスキルを身
に付けることができる創業塾を開催します。希望者には
修了特典として、上限50万円まで補助を受けることがで
きる創業支援補助金の要件の一つである、特定創業
支援を受けた証明書を発行します。
また、創業ワンストップ相談窓口も常設していますの
で、
ぜひご利用ください。
時間 午後1時〜7時15分
場所 市商工会館
対象 袖ケ浦市で創業を計画している方
定員 15名（申込先着順）
受講料 無料
市商工会 ☎（62）0539

期日・部門

創業への心構え
9月30日（土）
経営・ビジネスプラン
開業計画の作成（事業コンセプト編） コーディネーター
10月7日（土）
財務・人材育成

開業計画の作成（数値計画編）
人材育成と人づくり

社会保険労務士

10月14日（土）
財務・資金計画

創業時の資金計画のたて方

日本政策金融公庫

10月21日（土）
諸手続・販路開拓

女子硬式野球の試合を観戦しませんか
全日本女子野球連盟主催の全日本女子硬式クラブ野球
選手権大会が、
袖ケ浦市で開催されます。
この機会に、
女子硬式野球の試合を観戦してみませんか。
期間 10月7日
（土）〜8日
（日） ※9日
（祝）
は予備日
時間 午前9時〜
※試合は一日4試合を予定していますが、雨天の場合は変更
または中止となります。
場所 市営球場
入場料 無料
体育振興課 ☎（62）3791
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

＜長浦小学校＞
長浦小学校では、今
年度から「学 校司書の
資格・養成の在り方や資
質能力の向上等に関す
る調査研究」
（確かな学
びの早道「読書」）にお
ける推進地域として、11
発表原稿の作成に取り組む児童
月29日（水）に公開授業
と実践発表を行う予定です。そのため、
「思考力、表現力
を高める学習指導のあり方〜学校図書館の効果的な活用
を通して〜」を研究主題として、授業を進めています。
1年生の国語の授業では、自分のお気に入りの昔話や外
国のお話を選び、それらを友達に紹介する取組を行いまし
た。児童はどこの場面を紹介し、どのような表現をすれば
友達に自分のお気に入りの昔話やお話の魅力が伝わるの
かを考え、何度も読み返しながら発表する原稿を作成しま
した。そして、友達の発表を聞いて「読んでみたい」
「おもし
ろそう」
「いいね」と思った昔話やお話を、さらに自由に読
書して、
その感想を発表し合いました。
この活動を支えているのは、担任と読書指導員の連携に
よる読書環境づくりです。市内の図書館などから児童の課
題解決に必要な図書や情報を集め、児童がいつでも手に
取れるよう環境を整えることで、主体的な活動を促してい
ます。
子どもの頃に読書活動が多い成人ほど、
「未来志向」
「社会性」
「自己肯定」
「意欲・関心」
「文化的作法・教養」
「市民性」の全てにおいて、意識・能力が高いという調査
結果が出ています。
長浦小学校では、読書、学校図書館が果たす役割を再
確認しつつ、課題に対してよく考え、それを人にわかりやす
く伝えていく力、
そして互いの考えを発表し合うことで、より
深く考えていく力を育んでいきたいと考えています。

■住民票の写しと印鑑証明書の時間外交付

コーディネーター

経理税務の基礎知識

税理士

会社を強くする法務と諸知識

行政書士、千葉県中小
企業団体中央会

ビジネスプランと販路開拓手法

コーディネーター、商
工会

※全日程で、各講師による質問対応と個別指導を行います。

総合型地域スポーツクラブの会員はもちろんのこと、市民
の皆さんも参加できます。みんなでバドミントンの技術を学び
ながら、楽しく汗を流しましょう。
日時 10月14日
（土）午前9時〜正午
場所 臨海スポーツセンター 体育館
競技種目 バドミントン
講師 市体育協会 バドミントン専門部
対象 市内在住の16歳以上の方
定員 50名（申込先着順）
参加費 無料
その他 運動のできる服装で、飲み物、
タオル、
ラケット、
運動靴（室内用）
を持参してください。
申込期限 9月29日
（金）
体育振興課 ☎（62）3791

〜学校の特色ある授業〜

講師
コーディネーター、創
業経験者（2名程度）

スポーツ教室（バドミントン）の参加者募集

確かな 学力

研修テーマ

郷土博物館

フィールド・アドベンチャー

秋の散策会〜しいのもりで植物を観察してみよう〜
椎の森自然環境保全緑地「しいのもり」では、様々な植物
を見ることができます。
秋の里山を歩き、植物について学んでみませんか。
日時 10月15日
（日）午前9時30分〜11時30分
※午前9時20分に集合。雨天時は22日
（日）
に延期。
集合 しいのもり駐車場
場所 椎の森自然環境保全緑地「しいのもり」
対象 小学4年生以上
※小学1〜3年生は、
保護者同伴であれば参加できます。
定員 20名（申込先着順）
参加費 100円（保険料・資料代）
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 10月11日
（水）
郷土博物館 ☎（63）0811

ガウラ健康
マイレージ
対象事業

あの人に会える
市民三学大学講座

今回の市民三学大学講座は、
ランニングコーチでおなじみ
の金哲彦さんを講師にお迎えします。
トレーニングなどに関
する理論だけでなく、
コーチングの様子を実際に見ることが
できる講演です。ぜひ、お越しください。
日時 10月7日
（土）午後1時30分〜3時
場所 臨海スポーツセンター 体育館
その他 上靴またはスリッパを持参してください。
生涯学習課 ☎（62）3743

臨海スポーツセンター

教室の受講生募集

電話または窓口で申し込んでください。
女性限定バレトンセミナー
「バレトン」は、
フィットネス・バレエ・ヨガの要素を取り入
れ、道具を使わずに裸足で行う有酸素運動です。
日時 9月24日
（日）午前10時〜11時
場所 臨海スポーツセンター 多目的室
定員 35名（申込先着順）
受講料 600円
ジュニア水泳教室
期日 10月4日〜12月13日の毎週水曜日
（全11回）
時間 午後4時〜、5時〜、6時〜
場所 臨海スポーツセンター プール
対象 小学生
定員 各60名（申込先着順）
受講料 各5,000円
※受講料のほかにプールの入場料がかかります。
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

臨海スポーツ
センター

臨スポフェスティバルを開催

臨スポフェスティバルを開催します。今年もオリンピック選
手を招き、スペシャルレッスンを行います。
詳細は、本紙10月1日号でお知らせする予定です。
日時 10月15日
（日）午前9時30分〜午後4時
場所 臨海スポーツセンター
サークル発表団体とフリーマーケット出店者を募集
電話または窓口で申し込んでください（申込先着順）。
申込期限 9月22日
（金）
▶詳細は、お問い合わせください。
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

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

