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員 会 を 設 置し︑協 議してき

〜市民が利用しやすい庁舎を目指して〜

現 在の市 庁 舎は︑
耐震性

庁舎整備検討市民委員

ました︒

会では︑市 民の目 線に立ち︑

能が現行基準を満たしてお

とから︑
既 存 旧 庁 舎は建 替

﹁ 市 や 各 種 団 体の情 報 発

らず︑
老朽 化も進んでいるこ

え︑
既 存 新 庁 舎は耐 震 補 強

期間 11月1日（水）〜
平成30年2月28日（水）
時間 午前8時30分〜午後4時
※通常は午前8時30分〜午後5時です。
環境管理課 ☎（62）3413

信 ︑情 報 交 流の場 として市

市営墓地公園の開園時間が
短くなります

民に開放できるスペース﹂や︑

全国瞬時警報システム（J−アラート）は、緊急地
震速報などの自然災害情報や、弾道ミサイルなどの
国民保護情報について国が発信した緊急情報を、
人工衛星などを経由して市が受信し、
その緊急情報
を防災行政無線で市民に瞬時に伝えるものです。
当日は、市内137箇所に設置している屋外スピー
カーと戸別受信機から試験的に放送が流れますの
で、
ご理解をお願いします。
日時
・11月1日
（水）午前10時
・11月14日
（火）午前11時
▶災害の発生状況や気象状況により、
予告なく試験
を中止する場合があります。
危機管理課 ☎（62）2119

地域コミュニティの活性化と協働の推進を図るた
め、本条例を10月1日に施行しました。
詳細は、市ホームページと今後に予定している広報
紙の特集記事をご覧ください。
市民活動支援課 ☎（62）3102

提案書の提出

11月19日（日）は市内一斉清掃日

全国瞬時警報システムの試験放送を行います

みんなが輝く協働の
まちづくり条例を施行しました

方向性のもと︑
庁舎の再整備

設計に活かしていきます︒

市内全域の防災行政無線から
訓練放送が流れます

と大規模改修を行うという

6

に向けて基 本 設 計を進めて ﹁ 利 用 しや すい窓口や 待 合

市では︑
提案書に示された

月

9

スペース﹂など︑新 庁 舎に求

められる機 能などについて︑

考 え 方や方 向 性 を ︑
今 後の

5

います︒

庁舎整備の基本設計にあ

日には︑
市 民が利

検討・協議してきました︒

庁 舎 を 検 討 するため︑平 成

た り ︑市 民 が 利 用 しや すい

28

月に︑
学識経験者や︑ 用 しやすい庁 舎について︑
基

なお ︑
提 案 書の詳 細 は 市

庁舎整備検討市民委員会の様子

年

本的な考え方や方向性を取

「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。

自治連絡協議会からの推薦

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

19

管財契約課

住民票などの
証明書交付窓口開設日
10/22・11/12・11/26

ホームページに掲載しています︒

市民会館・公民館まつり
市道
飯富上泉線で工事を行います／不妊に悩
む夫婦の助成を行っています／長浦行政
センターと長浦公民館の窓口を一時閉鎖
パートナー＆イベント・ガ
します
イド／子育て・孫育てに役立つ学習会
The Culture1〜袖ケ浦の原始・古代
の足跡〜／袖ケ浦もくもくフェスタ
2017／企画展Ⅱ きのこの住人・きの
こむし／休日当番医

整 備 検 討 市 民 委 員 会 から

インデックス

り ま とめた 提 案 書 が︑
庁舎

まだ食べられるのに捨てられている食べ物を「食
品ロス」といいます。
家庭から出る生ごみの約3割は食品ロスといわ
れ、飲食店から出る食品ロスの約6割は、食べ残しに
よるものといわれています。また、生ごみは80％以上
が水分なので、燃焼させるには大きなエネルギーが
必要となり、環境負荷の高いごみとされています。
料理は残さずおいしく食べきり、食品ロスを減らし
ましょう。
ごみカレンダーの内容に一部訂正があります
自治会などを通じて9月中に配布した「袖ケ浦市ご
みカレンダー」の内容に、一部誤りがありました。お詫
びして訂正します。
地区番号1〜5、
7、10のごみカレンダーにおける、5月
4日
（祝）
のごみ・資源物の収集は、通常通り行います。
該当する地区は、
市ホームページをご確認ください。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎（63）1881

者︑
公募による市民︑
市内関

食べ物は残さず食べきりましょう

係 団 体 など︑ 名で構 成 さ

第1回 庁舎整備基本計画の概要説明
第2回 市民交流スペースの活用方法について
第3回 先進地視察（立川市、茅ヶ崎市）
第4回 利用しやすい窓口や待合スペースについて
第5回 「開かれた庁舎、議会」
「1階平面プラン
（素案）」について
第6回 庁舎平面プラン（案）について
第7回 提案書（案）について
第8回（予定） 基本設計（案）の概要説明

☎︵62︶2226

庁舎整備検討市民委員会の検討経過

出口市長へ提出されました︒

市では、
平成24年度に策定した庁舎整備基本計画の中で、5つの基本方針を掲げ、庁舎
の再整備を計画的に進めています。
・防災拠点としての庁舎
災害時において、防災拠点の中心となるよう、庁舎建物の安全性と防災機能の充実、災
害時にも機能できる環境の整った庁舎を目指します。
・市民サービスとユニバーサルデザインに配慮した庁舎
高齢者や障がい者など、全ての方にとって、利便性の高い窓口空間の実現を目指します。
・市民活動の場として開かれた庁舎
市や各種団体の情報発信、
情報交流の場として整
既存新庁舎（7階建て）
耐震補強と大規模改修
備を行い、
市民協働の施設となる庁舎を目指します。
・経済的で環境に配慮した庁舎
既存旧庁舎（3階
快適で安全な室内環境の整備と省エネルギー
建て）建替え
化に向けて、
自然エネルギーを活用した環境にやさ
しい庁舎を目指します。
・将来変化に対応できる庁舎
高度情報化への対応やセキュリティ機能の向上
などのほか、職員にとって快適で働きやすい執務
既存旧庁舎（議場）建替え
環境の実現を目指します。

れた 庁 舎 整 備 検 討 市 民 委

庁舎整備基本計画に掲げる基本方針

庁舎整備に係る提案書を提出いただきました

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」

自宅周辺の道路、公園、
ごみ集積場所などに散乱
する空き缶などの収集と清掃を行います。
皆さんのご協力をお願いします。
日時 11月19日
（日）午前8時〜正午
※小雨決行。荒天の場合は11月26日
（日）に延期。
注意事項
・ごみの分別（可燃ごみ、不燃ごみ、スプレー缶や
ライターなどの有害ごみ）にご協力ください。
・粗大ごみは収集しないでください。
・側溝などの清掃を行う自治会などには、土のう袋
を窓口で配布します。なお、必ず土のう袋の収集
場所を連絡してください。
▶実施・延期などは、防災行政無線、または通話料
無料のテレホンサービス（ 0120（031）240）で
ご確認ください。
環境管理課 ☎（62）3413

東京ドイツ村 ウインターイルミネーション

開催期間中は東京ドイツ村周辺
道路の混雑が予想されます
開催期間中は、東京ドイツ村周辺の道路や園内の
混雑により、入園や退出に時間がかかることが予想
されます。来場の際は、公共交通（路線バスなど）の
利用にご協力ください。
市民の皆さんには、大変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 11月1日
（水）〜平成30年4月8日
（日）
営業時間 午前9時30分〜午後8時
※周辺道路の混雑が予想される日は、11月18日〜平
成30年1月14日の土・日曜日、祝日、12月25日、年末
年始（12月28日〜1月3日）です。
東京ドイツ村 ☎（60）5511

TM

■ガウランド 10月27日（金）〜11月2日（木）は休業します

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

２０１７年（平成２９年）10 月１５日

▶公民館まつり2017は、3面から2面へ続いています。

11 月 4 日（土）・5 日（日） 平岡公民館 文化・スポーツまつり
場 所
前

多

▲綱引き

庭

目

11月4日（土）9：00〜16：00

広

的

場

広

場

テ ニ ス コ ー ト

多目的ホール

1
階

▲平岡小学校オンステージ
申込受付が必要なもの（先着順）
講習会名など
対象
竹製水鉄砲づくり
小学生以上
講習会
かわいい帽子ストラップづ
幼稚園児以上
くり講習会（リメイク工房）
レジン（硬化樹脂）を使ったオリ
小学生以上
ジナルアクセサリーづくり講習会
どなたでも（小学3年生
凧づくり講習会
以下は保護者同伴）
ディンプルアート（ガラ
小学生以上
ス絵の具）講習会

定員 参加費
20名 200円
30名 200円
20名 300円

ロ

ビ

ー

会

議

室

図

書

室

ロ
会
研

ビ
議
修

ー
室
室

2
階 視

聴

覚

室

30名 500円

視 聴 覚 室 脇通 路
和
室

20名 300円

11月5日（日）9：00〜15：00
00

おまつり広場 9：30〜15：00
おまつり広場 10：00〜15：00
模擬店（焼きそば、そば・うどん、チキンステーキ
模擬店（焼きそば、豚汁、フランクフルト など）、
など）、農作物販売、手作りアクセサリー販売、
農作物加工品、太巻き寿司販売、パン販売、
ヨーヨーつり、スーパーボールすくい、あてくじ、
ヨーヨーつり、スーパーボールすくい ほか
ジュース販売 ほか
綱引き（ブロック対抗） 10：20〜11：00 ※雨天中止
グラウンドゴルフ（要申込） 9：00〜11：30 ※雨天中止
凧揚げ会 13：00〜15：00 ※雨天中止
ディスゲッター、キックターゲット、ストラックアウト 10：00〜12：00 ※雨天中止
開会式 9：00〜9：05
平岡小学校オンステージ
平岡小学校合唱 9：05〜9：30
ユニバーサルホッケー（要申込） 10：00〜12：00
幽谷分校一輪車ダンス 9：30〜9：50
お昼の演奏会（平川中学校吹奏楽部） 11：55〜12：15
房総こどもかるた大会 12：30〜16：30
芸能・サークル発表会 12：15〜14：45
主催：子ども会育成会 平岡支部
サークル紹介
サークル作品展、一般作品展示、サークル作品販売 ※雨天の場合は2階会議室に場所を変更
ジャズ演奏会（櫻井裕子トリオ+1） ※4日は11：00〜11：40、5日は11：15〜12：30
コーヒーコーナー（コーヒー、ゆず茶、駄菓子、ポップコーン） ※4日は10：00〜16：00、5日は9：30〜15：00
おもちゃ病院 10：00〜15：00
竹製水鉄砲づくり講習会（要申込） 10：00〜12：00
すきすき絵本タイム 10：00〜12：00
しおりづくり 10：00〜12：00、13：00〜15：00
ボランティア読み聞かせ
生け花展
子ども作品展（書道）、サークル作品展、一般作品展（書道・絵画・写真 など）
子ども作品展（絵画 など）、サークル作品展
かわいい帽子ストラップづくり講習会（要申込）
凧づくり講習会（要申込） 9：30〜15：00
10：00〜12：00
レジンを使ったオリジナルアクセサリーづくり
ディンプルアート講習会（要申込） 10：00〜12：00
講習会（要申込） 13：30〜15：30
保育スペース（おむつ替え・授乳）
頭の元気度測定会（当日先着順） 9：30〜15：00

11 月 11 日（土）・12 日（日） 平川公民館まつり
場 所

前

庭

11月11日（土）9：00〜16：00

広

ロ

ビ

1 会
階
多

議
目

体

的

11月12日（日）9：00〜15：00
00

おまつり広場 10：00〜15：00
模擬店（焼きそば、太巻き寿司、フランクフルト、わたあめ、アイスクリーム、ヨーヨーつり、スーパーボ
ールすくい など）、平川商店会福引会、即売品（名産品、野菜 など）、餅つき大会（12日のみ）
場
大きなシャボン玉体験
ミニＳＬ乗車会
10：00〜12：00
10：00〜15：00 ※雨天時は屋内での展示のみ
喫茶コーナー（コーヒー、シフォンケーキ など） 10：00〜15：00
団体サークル紹介コーナー、公民館主催事業展 ほか
ー
頭の元気度測定会（当日先着順）
10：00〜12：00、13：00〜15：00
水墨画でポストカード作り 10：00〜12：00 ※参加費50円 DIY講習会（要申込） 10：00〜12：00
室
レジンアクセサリー作り 13：00〜15：00 ※参加費300円 ラムネ作り 13：00〜15：00 ※参加費50円

▲おまつり広場（輪投げ）

室 書道・絵画・写真・凧・手工芸・トールペイント・短歌などの展示
芸能サークル発表会 10：00〜15：00
中川小学校合唱、養生功、平川中学校吹奏楽、 昔あそび講習会、キックターゲット
室
10：00〜15：00
キッズダンス、フラダンス、カラオケ、日本舞踊な
どの発表

育

▲DIY講習会

ロビー（会議室2前） 盆栽展
2 視
階 和

聴

覚

室 子ども作品展

申込受付が必要なもの（先着順）

室

囲碁大会

保

育

室 保育スペース（おむつ替え・授乳）

3
階 図

書

館

子ども映画会 10：30〜11：00
秋のおはなし会 14：00〜15：00

10：00〜15：00

講習会名など
DIY講習会

紙のお花屋さん
10：00〜15：00

対象
どなたでも（小学生以
下は保護者同伴）

定員 参加費
30名 1,000円

11 月 11 日（土）・12 日（日） 長浦公民館まつり
場 所
屋
外 前

庭

ロ

11月11日（土）9：00〜16：00
広

ビ

場

ー

▲フラワーアレンジメントと和凧の作品
1
階
多目的ホール

▲サークル発表会（袖ケ浦レインボー・レインボーフレンズ）

2
階

申込受付が必要なもの（先着順）
対象

室
ル
室
1

会

2

議

和
定員
30名

参加費
500円
・ハーバリウム
（小）
フラワーアレン どなたでも（ 未 就 学
600円
ジメント（ハー 時のお子さんは保護
・ハーバリウム
（大）
30名
バリウム・ミニ 者同伴）
1,000円
ブーケ）体験
・ミニブーケ
500円〜

おかのうえ図書館

講習会名など
和凧づくり

多 目 的
展 示 ホ ー
研
修
会 議 室
室

室

創
作
室
1階ピロティ（屋外）
3階視聴覚室

11月12日（日）9：00〜15：00
00

おまつり広場 10：00〜15：00
おまつり広場 10：00〜15：00
模擬店（焼きそば、おでん、綿菓子）、野菜即売会
模擬店（焼きそば、フランクフルト、揚げパン）、野菜即売会
絵画展、喫茶コーナー（マドレーヌ、チョコマフィン、紅茶、コーヒー、ココア など）
和凧づくり（要申込）
子どもも大人もいたずらっ子工作（当日受付）
9：30〜13：00
10：00〜13：00
レザークラフト体験（革ひものストラップ作り）
和紙ちぎり絵体験（当日受付）
（当日受付） 13：00〜15：00 ※参加費300円
13：00〜15：00 ※参加費100円
フラワー着物ショー 13：00〜15：00
サークル発表会 第1部 9：30〜12：00
蔵波中学校音楽部 10：15〜10：40
パフォーマーHideによる大道芸 11：00〜11：30
長浦小学校合唱部 12：30〜12：50
太極拳体験コーナー（当日受付） 11：40〜12：40
チビッコ広場 13：30〜15：00
サークル発表会 第2部 13：00〜16：00
ダンスパーティー 17：00〜20：00
絵画展、和紙ちぎり絵展、押花額絵展、仏像彫刻展、木彫り展
書道展、硬筆習字展
子ども作品展、手工芸展（パッチワーク）
保育スペース（おむつ替え・授乳）
短歌展、俳句展、フラワーアレンジメント展
フラワーアレンジメント体験（要申込） 13：00〜15：00
親子いっしょに絵本とわらべ歌であそぼう！ 10：00〜10：45
読み聞かせ「ピノキオの部屋」
お茶会（市茶華道連盟 伏見社中） 10：00〜15：00
大人の折り紙教室（当日受付） 11：00〜12：45
子どもの折り紙教室（当日受付） 13：15〜15：00
頭の元気度測定会（当日先着順）
使用済小型家電の回収 10：00〜15：00
ミニコンサート＆楽器体験
ミニコンサート
三曲睦会、おこと楽坊、長浦ジュニアお琴・尺八
長浦マンドリンアンサンブル 10：00〜10：50
教室 10：30〜12：00
コールわかば、袖ケ浦混声合唱団 11：00〜12：10
袖ケ浦市ジュニアオーケストラ 13：00〜15：00
蔵波台ギターアンサンブル 13：00〜14：30

※使用済小型家電の詳細は、本紙4面をご覧ください。

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

風呂場や洗面所で水を使用する際は、出しっぱなしにしないように気をつけましょう。また、晴れの日に
環境管理課 ☎（62）3404
まとめて洗濯するなどの工夫を行い、乾燥機の使用を減らしましょう。

２０１７年（平成２９年）10 月１５日






















公民館で、
「文化・芸術・スポーツの秋」を満喫しませんか？

ご家族・お友達も誘ってお越しください！


公民館まつり2017

公民館まつりは、公民館を拠点として活動する皆さんの学習成果
を発表したり、交流を深める場です。
様々な展示・発表のほか、お茶会、講習会、模擬店など、たくさん
の催し物を用意しました。
皆さんのご来場を、お待ちしています。
※各会場とも、駐車場の広さに限りがあります。できるだけ、相乗り
や公共交通でお越しください。

11 月 3 日（祝）・4 日（土）

▶市 民 会 館 ☎（62）3135
▶根形公民館 ☎（62）6161
▶平岡公民館 ☎（75）6677
▶平川公民館 ☎（75）2195
▶長浦公民館 ☎（62）5713

市民会館

11 月 4 日（土）・5 日（日）
根形公民館 平岡公民館

11 月 11 日（土）・12 日（日）

11 月 3 日（祝）・4 日（土） 市民会館まつり
場 所

前

庭

11月3日（祝）9：00〜16：00

広

平川公民館 長浦公民館

11月4日（土）9：00〜15：00

おまつり広場 10：00〜15：00
模擬店、ゲーム大会
君津4市4Ｈクラブ活動紹介と農産物直売
古紙回収（トイレットペーパーなどと交換）
場
ペットボトルキャップ回収
フラダンス＆ハワイアン演奏
12：00〜12：30 ※雨天中止
竹とんぼづくり講習会（当日受付）
10：00〜12：00、13：00〜15：00 ※雨天中止

おまつり広場 10：00〜15：00
模擬店、餅つき大会
君津4市4Ｈクラブ活動紹介と農産物直売
神納神楽ばやし体験 ※雨天中止
バスの乗り方教室
フォークダンス 11：00〜11：30 ※雨天中止

ロビー 団体サークル紹介コーナー、耐震化ＰＲコーナー

中 ホール 棟

▲子ども作品展

出会いの広場 10：00〜15：00
中 ホ ー ル 棟 ２ 階
喫茶（コーヒー・ジュース など）、木の実工作
フ リ ー ス ペ ー ス
活動展示（椎の森里山会、子どもるーぷ袖ケ浦、袖ケ浦ミュージカルアカデミー）
研

修

室 和紙ちぎり絵展

1 会
階

議

室 生け花・フラワーアレンジ展

和

室 将棋対局

お茶会、茶道体験 10：00〜15：00

研 修 室 ・ 廊 下 子ども作品展（絵画・工作）
講
2
階 会
会

義

議

議

室 貸衣裳展

室

室

和
3
階 中

1

ガス管をリサイクルした万華鏡づくり（要申込）
10：00〜10：50、11：00〜11：50
ロザフィづくり（要申込）
13：00〜15：00

シニア体力チェック体験（当日受付）
10：00〜12：00
袖ケ浦市ジュニアオーケストラ楽器体験（当日受付）
13：00〜15：00

2 ブラジル展
室 保育スペース（おむつ替え・授乳）

ホ

ー

ル

子ども作品展(書道）、書道展、絵画展、短歌俳句展
ダンスフェスティバル 17：30〜20：30

※大ホールは、改修工事のため入場できません。

▲茶道体験会
申込受付が必要なもの（先着順）
講習会名など
ガス管をリサイク
ルした万 華 鏡 づ
くり
ロザフィ
（紙で作
るバラのアクセサ
リー）づくり

対象

定員

参加費

小 学生（小 学1〜2年生
は保護者同伴）

各20名

無料

小学生以上（小学3年生
以下は保護者同伴）

20名

300円

11 月 4 日（土）・5 日（日） 根形公民館まつり
場 所

11月4日（土）9：00〜16：00

11月5日（日）9：00〜15：00
00

オープニングセレモニー 9：00〜9：30
袖ケ浦市ジュニアオーケストラ
前
玄

▲親子陶芸教室

庭
広
関 ポ ー

場
チ

テ ニ ス コ ー ト
図
書
室
ロ

ビ

ー

1 和
階

室

多目的ホール

通

路

▲根形中学校吹奏楽部による演奏
視
申込受付が必要なもの（先着順）
講習会名など

対象

和菓子づくり
親子体験
親子（1組2名
親子陶芸教室
程度）
太巻き寿司
親子体験

定員
8組
12組
8組

参加費

持ち物
エプ ロン、三
700円 角巾 、持ち 帰
り用容器
300円
―
エプ ロン、三
800円 角巾 、持ち 帰
り用容器

2 会
階
ア

聴

覚
議

ト

室
室

リ

エ

講 義・研 修 室
調 理 実 習 室
和
室
運

動

広

場

おまつり広場 9：30〜15：00
模擬店、ゆりの里出店、陶芸作品即売、農産物
即売会 ほか
おまつり広場 9：30〜15：00
和太鼓 9：00〜9：30
模擬店、ゆりの里出店、のびろパン販売、陶芸作
青龍太鼓 10：00〜10：30、14：00〜14：30
品即売、餅つき大会、農産物即売会 ほか
シニア体力チェック・いきいき百歳体操
凧作り＆刃物研ぎ（当日受付）
体験（当日受付） 10：00〜14：00
10：00〜15：00 ※荒天中止
グランドフィナーレ 14：35〜14：55
楽器体験（当日受付） 9：30〜10：30
根形中学校吹奏楽部
テニス講習（当日受付） 10：00〜14：00 講師：NESUPO
根形小学校6年生によるおすすめ本の展示
すきすき絵本タイム 10：00〜12：00
子ども作品展（花まる絵画教室、根形保育所、根形小学校）
社会福祉協議会PR展示、公民館事業関係展示（ねこまろ、地域再発見講座展示「昭和時代−私の歴史−」） ほか
出会いの広場 9：30〜15：00
喫茶（コーヒー販売 ほか）、メッセージボード
保育スペース（おむつ替え・授乳）
家族でトライ（当日受付）
芸能音楽発表会 10：00〜15：00
※動きやすい服装で、室内用運動靴を持参
地域（根形小学校合唱、琴、日本舞踊、フラダン
卓球、インディアカ ほか 10：00〜11：45
ス、太極拳 ほか）、サークル（大正琴 、詩吟、笛
昔遊び、インドア・ローンボウルズ ほか 12：15〜14：00
ほか）、その他（マジック ほか）
サークルDSCによる社交ダンス 11：50〜12：10
子ども作品展（根形小・中学生の絵画・書道作品）
上総掘りをつたえる会紹介展示、表装作品展（表装サークル）
陶芸作品展、写真展、生け花展、書道作品展
陶芸（サークル陶、彩の会、釉、亜々土、椿、土喜、窯、土楽、つくし、形、楽遊、陶楽、陶和）
写真（写団上総）、生け花（優華会）、書道（根形書友会、望陀書友会）
子ども絵画教室作品展
葉書掛けづくり（当日受付）
親子陶芸教室（要申込） 9：30〜12：00
10：30〜12：00、13：30〜15：00 ※定員は各15名
指導：窯
成人絵画作品展 成人絵画教室、絵画サークル（悠、遊心、快心、イーゼル、パレット）
和菓子づくり親子体験（要申込） 13：00〜14：00 太巻き寿司親子体験（要申込） 10：00〜12：00
お茶会（村松社中） 10：00 〜 15：00
救急体験講習（当日受付） 14：00〜15：00
ボーイスカウト体験、使用済小型家電の回収
ストラックアウト（当日受付）
10：00〜14：00
10：00〜15：00

※使用済小型家電の詳細は、本紙4面をご覧ください。

■生ごみの減量化にご協力ください

生ごみは、水分をよくしぼってから出しましょう。
また生ごみを肥料にする容器などの購入に対して、
廃棄物対策課
（袖ケ浦クリーンセンター内）☎
（63）1881
助成をしています。

椎の森工業団地2期地区において、工業団地の開発を行うために都市計画決定し
た地区計画の一部を、変更決定しました。
この変更決定は、4月に都市計画変更原案
を、6月に変更案の縦覧を行い、9月6日の都市計画審議会の議決を経て、9月26日に
変更決定の告示を行いました。
▶詳しい内容は、お問い合わせください。
都市整備課 ☎（62）3514

イベント開催時に使用済小型家電の回収を行います
市では、小型家電リサイクルの取組と
して、イベント開催時に家庭で不用に
なった使用済小型家電の回収を行って
います。今回は、根形公民館まつりと長
浦公民館まつりで行います。
期日・場所
・根形公民館まつり
11月4日
（土）、根形公民館 運動広場
・長浦公民館まつり
11月11日
（土）、長浦おかのうえ図書館
1階ピロティ
（屋外）
時間 午前10時〜午後3時
回収対象
・携帯電話端末、
ＰＨＳ端末、パソコン
・電話機、
ファクシミリ
・ラジオ
・デジタルカメラ、
ビデオカメラ、
フィルム
カメラ
・映像用機器（ＤＶＤプレーヤー、
ビデ
オテープレコーダーなど）

・音響機器（ＣＤプレーヤー、
ＩＣレコー
ダー、
補聴器など）
・補助記憶装置（ハードディスクなど）
・電子書籍端末
・電子辞書、
電卓
・理容用機器（ドライヤー、
電動歯ブラ
シなど）
・ゲーム機（据置型、携帯型ゲーム機など）
・カー用品
（カーナビ、
カーオーディオなど）
・これらの付属品（リモコン、
ＡＣアダプ
タなど）
注意事項 テレビなどの家電リサイクル
法対象品は、回収できません。また、
パソコンなどのデータは、削除または
初期化し、
電池やバッテリーは外して
ください。
※詳細は、
市ホームページでご確認いた
だくか、お問い合わせください。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセン
ター内）☎（63）
1881

2

奨学資金貸付の申請を随時受け付けています
市では、高校や大学などに進学する方に対して、随時、奨学資金を無利子で貸
し付けています。
今年度から、奨学資金の貸付を受けることができる方の資格要件を緩和し、他
の奨学資金との併用が可能となりました。
対象 次の要件のすべてに該当する方
・市内に住所を有する、または父母もしくはこれらに準ずる方が市内に住所を有
する
・高等学校や大学などに入学が決定、または在学している
・学業の成績が優れ、性行が正しく、かつ健康である
・経済的理由により修学が困難である
貸付額
区分
高等学校、中等教育学校の後期
課程、特別支援学校の高等部、
高等専門学 校または専修 学 校
の高等課程に在学する方
大学、短期大学または専修学校
の専門課程に在学する方

審議会などの会議予定

↓
子ども・子育て支援会議
日時 10月25日
（水）
午前10時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 保育施設の利用定員の設定につ
いて ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 10月24日
（火）
▶保育があります。
希望する方は、
10月20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 11月7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 11月6日
（月）
（62）
3918
担当課 農業委員会事務局 ☎
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp

教育委員会議（10月定例会）
日時 10月25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 10月23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

国立･公立

私立

月額10,000円以内

月額20,000円以内

月額22,000円以内

月額43,000円以内

収入制限の目安（モデル世帯：父、母、子2人の計4人世帯の場合）
国・公立高校生
私立高校生
国・公立大学生
私立大学生

世帯総収入が730万円以下の世帯
世帯総収入が750万円以下の世帯
世帯総収入が900万円以下の世帯
世帯総収入が970万円以下の世帯

※収入額の上限は世帯構成員の年齢、人数、年間授業料、公立・私立の別などに
よって変動します。
申請方法 申請には、連帯保証人の設定などの手続きが必要となりますので、事
前にお問い合わせください。
返還方法 月賦・半年賦・年賦の均等払い
返還期間 貸付が終了した月の6カ月後から10年以内
教育総務課 ☎（62）3691

長浦行政センターと長浦公民館の窓口を一時閉鎖します
長浦公民館では、11月3日（祝）に空調機熱源機器の更新に伴い、大型重機を
使用した工事を行うことから、当日は安全確保のため、長浦行政センターと長浦
公民館の窓口を一時閉鎖します。
そのため、休日に行政センターで行っている日直業務は、市役所または平川行政
センターで取り扱います。また、公民館で受け付けている各種手続きは、市民会館
または各公民館の窓口で行います。
ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。
長浦公民館 ☎（62）5713

市道飯富上泉線で工事を行います

椎の森工業団地2期地区の地区計画を変更決定しました

30

か け し ま す が︑
ご協 力 を お

根形小学校

毎日書道展は、約3万点もの作品が出品される日本最大規模の公募書道展で
あり、
今回受賞した文部科学大臣賞は、
その中でも最高位の賞となります。
辻元氏は、
長年にわたり、
書を通じて文化・芸術の振興に寄与されるとともに、
袖
ケ浦市美術展顧問としても多大なる貢献をいただいています。
生涯学習課 ☎（62）3743・3744

10

昨 年 度に引 き 続 き︑
歩行

線

工事期間

総昭和

月下旬〜平成 年 月

県道南

土木建設課

根形中学校

館山
自動
車道

辻元 大雲 氏（書道芸術院理事長）

三ツ作

☎︵62︶3626

「毎日書道展」文部科学大臣賞

工事区間

根形公民館

下旬

平成13年から袖ケ浦市社会教育委員として、
また平成27年から千葉県社会教
育委員連絡協議会副会長を歴任し、
長年にわたり、
地域の社会教育・生涯学習の
振興に貢献した功績が認められ、
全国社会教育委員連合表彰を受賞されました。
二宮氏は、
現在も袖ケ浦市社会教育委員長として活躍されています。

者の安全性を確保するため︑ 願いします︒

二宮 義文 氏（袖ケ浦市社会教育委員長）

市 道 飯 富 上 泉 線で︑
ガード

全国社会教育委員連合表彰

ます︒

給食センター

レールなどの設置工事を行い

ガウランド

下新田

工事 期 間 中は︑片 側 交 互

おめでとうございます

通 行 など︑大 変ご不 便 をお

２０１７年（平成２９年）10 月１５日

不妊に悩む夫婦の助成を行っています
男性不妊検査費の助成を行っています
不妊治療を行うことを目的として、その原因が夫にあるかどうかを医療機関で調
べた場合に、検査にかかった費用を助成します。
ただし、1組の夫婦につき、年度あたりの上限額を1万円とします。
特定不妊治療費の助成を拡充しています
体外受精または顕微授精にかかった費用について、県では一部助成を行ってい
ますが、治療を受けた夫婦の経済的負担をさらに軽減するため、市でも上乗せの
助成を行っています。
助成額は、県の助成後の自己負担額の2分の1となりますが、平成28年度から年
度あたりの上限額を10万円から15万円に拡充しています。
健康推進課 ☎（62）3172

わな猟免許を新たに取得する方に補助金を交付します
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 市ホームページにある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。
▶試験日などの日程は、
市ホームページにある「わな猟免許を新たに取得する方に補助金
を交付します」のページ内にリンクしている専用ページからご確認いただくか、お問い
合わせください。
農林振興課 ☎（62）3426

■ゲリラ豪雨などの際に危険度情報を確認しましょう

ゲリラ豪雨などが発生した場合、気象庁ホームページの「大雨・洪水警報の
土木管理課 ☎
（62）3558
危険度分布」情報サイトを活用してください。
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↓
美清、
田中邦衛 ほか
日時 10月27日
（金）午前10時〜12時10分
場所 平川公民館 2階視聴覚室
定員 30名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕なし
平川図書館

子育て・孫育てに役立つ学習会

Partner & Event Guide
里山を歩く会 秋の里山散策

名画鑑賞会「キッド」
街の浮浪者と孤児の心の交流を描いた、
喜劇王チャー
ルズ・チャップリンの初の長編作品となる無声映画です。
製作・脚本・監督 チャールズ・チャップリン
撮影 ローランド・トザロー
出演
チャールズ・チャップリン、
ジャッキー・クーガン ほか
日時 10月26日
（木）午前10時〜10時55分
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

子ども映画会「ムーミン谷の大パーティー」
秋の大パーティー ほか5話
ムーミンの仲間たちと、
山の向こうからやってきた新しい
友達のトフスランとビフスランが繰り広げる、秋の大パー
ティーのお話です。
監督 ルツィアン・デムビンスキ ほか
声の出演 岸田今日子
日時 10月28日
（土）午前11時〜正午
場所 2階視聴覚ホール
対象 小学生
定員 80名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕なし
中央図書館

名画鑑賞会「キング・コング」
美女に恋した巨猿コングの悲劇的な運命を描き、
世界
中を驚嘆させた特撮映画の古典的名作を、淀川長治さん
のオリジナル映像解説付きで上映します。
監督 メリアン・Ｃ・クーパー
出演 フェイ・レイ、
ロバート・アームストロング ほか
日時 10月25日
（水）午前10時〜11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 字幕あり
長浦おかのうえ図書館

日時 11月5日
（日）午前9時〜 ※雨天中止
集合場所 浜宿団地自治会館
参加費 100円（保険料 ほか）
里山を歩く会 若本 ☎（63）9804

上総自然学校 干し柿づくり
渋柿を収穫して、
干し柿を作ります。
日時 11月12日
（日）午後1時30分〜4時 ※雨天決行
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 20名（申込先着順）
参加費 大人1,000円、小学生500円（保険代含む）
※未就学児は無料となります。
申込方法 電話、FAX、
または電子メールで申し込んでく
ださい。
申込期限 11月5日
（日）
上総自然学校 町田 ☎（75）7414 FAX（75）7630
Eメール satoyama@shinko-ji.jp

マザー牧場55周年
地元市民GoGo！感謝ウィーク
マザー牧場では、創業55周年を記念し、期間中、
午後
からの入場料を無料とする「地元市民GoGo！感謝ウィー
ク」を開催します。
期間 10月28日
（土）〜11月5日
（日）
時間 正午〜
対象 袖ケ浦市内在住の方
その他 市内在住を確認できるものを持参してください。
マザー牧場 ☎0439（37）3211

交通安全フォーラム
高齢者の交通安全に関する講演やパネルディスカッ
ション、
千葉県警察音楽隊とシンガーソングライター奥華
子さんによるコラボ演奏などを行います。
日時 10月25日
（水）午後1時〜4時30分
場所 船橋市民文化ホール（船橋市本町）
定員 1,000名（当日先着順）
入場料 無料
▶千葉県 くらし安全推進課 ☎043（223）2263
▶船橋市 市民安全推進課 ☎047（436）2292

福祉のしごと就職フェア inちば
名画鑑賞会「秋刀魚の味」
娘と一緒に暮らす初老のサラリーマンの、娘を嫁がせ
る孤独と自身の老いを描いた、巨匠・小津安二郎監督の
遺作となった作品です。
脚本 野田高梧、小津安二郎
監督 小津安二郎
出演 笠智衆、岩下志麻、佐田啓二、岡田茉莉子、三宅
邦子、
中村伸郎 ほか
日時 11月3日
（祝）午後2時〜4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 字幕なし
長浦おかのうえ図書館

子ども映画会「ブレーメンのおんがくたい」 ほか2話

労働力調査を行います
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、久保田地区の一部世帯です。
調査員が調査票を持って調査対象の世帯に伺い
ますので、回答にご協力をお願いします。
千葉県 統計課 ☎043（223）2220

就業構造基本調査の回答は
お済みですか
現在、
就業構造基本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
禁じられていますので、
安心してご回答ください。
▶千葉県 統計課 ☎043（223）2223
▶袖ケ浦市 総務課 ☎（62）1212

犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
絵画サークル「フレーム」作品展示

期間 10月19日（木）〜11月2日（木）
長浦おかのうえ図書館

降りつづく雲間に出でし盆の月 桐谷すみ子
楠田 英一
栗田 宜房
佐藤
實
河内 サク

犯罪被害者の実情や被害者支援の必要性を考える
「千葉県民のつどい」を開催します。
日時 12月3日
（日）午後1時〜4時
場所 千葉県教育会館（千葉市中央区中央）
内容 講演「ある日突然、最愛の娘を奪われて〜犯罪が
その後にもたらすもの〜」
（講師：山内 久子 氏）、高校
生による意見発表、
音楽会
参加費 無料
申込方法 郵送、
電話、FAX、
または電子メールで、郵便
番号・住所・氏名・電話番号・参加人数をお知らせくだ
さい。
申込期限 11月28日
（火）
▶原則、
事前申込者が優先ですが、
当日の入場もできます。
〒260−0013
千葉市中央区中央3−9−16
三井生命千葉中央ビル7階
千葉犯罪被害者支援センター事務局
☎043（225）5451 FAX043（225）5453
Eメール chibacvs@orion.ocn.ne.jp

惠子
健二
幹夫
和枝
幸子

下町の夜間中学校を舞台に、生徒たちと教師の心の
触れ合いを、叙情豊かにしみじみと描いた、名匠・山田洋
次監督の感動作品です。
脚本 朝間義隆
監督 山田洋次
音楽 冨田勲
→
出演 西田敏行、
竹下景子、萩原聖人、
中江有江、渥

総合教育センターでは、
ことば・発音、行動面で不
安を抱えるお子さんの保護者を対象に、専門的な知
識をもった職員が相談に対応しています。
小学校入学前に、お子さんの心身の状況を保護
者とともに確認し、必要な準備などを一緒に考えて
いきます。
ことば・発音は、正しい舌の使い方や口の形を練
習することで改善することもあり、
早く取り組むほど効
果的と言われています。
相談を希望する方は、事前に電話で申し込んでく
ださい。
▶総合教育センター相談電話（木・金曜日）
☎（63）3717
▶総合教育センター ☎（62）2254

九十五で免許が取れて若返る
我が歩速時速いちキロ秋の道
草刈機寸止めするや夏薊
腕のしわさざ波のごと夏終る

名画鑑賞会「学校Ⅰ」

小学校就学に関わる相談窓口を
開設しています

我が家から貧乏神が離れない 高橋
打ち明けた悩みを友は大笑い 藤沢
嫌な事忘れてしまえ明日がある 京野
諍いも赤子の笑みで幕閉じる 鈴木
旅先で懐かし里の訛音聞く
中村

動物たちが大活躍を繰り広げる「ブレーメンのおんがく
たい」を含め、楽しさと感動にあふれた音楽影絵劇3作品
を上映します。
影絵・演出 藤城清治
日時 11月5日
（日）午前11時〜11時40分
場所 3階視聴覚室
対象 幼児〜小学校低学年のお子さんと、
その保護者
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

千葉県福祉人材センターでは、社会福祉施設・事業所
などへ就職を希望する方を対象に、福祉のしごと就職
フェア inちばを開催します。
なお、
予約は不要で、参加費は無料です。
日時 11月11日
（土）午後1時〜4時
※同日に、福祉のおしごとセミナーを午前10時30分から
開催します。
場所 幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール ほ
か（千葉市美浜区中瀬）
内容 社会福祉施設などとの面談、相談コーナー
千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター
☎043（222）1294

子どもの預かりや送迎など、一時的な子育てを支
援するファミリーサポートセンターでは、
子育て援助
活動の輪を広げるため、様々なテーマで学習会を開
催しています。今回は、食に関わる子どもの発達や食
生活について学び、調理実習を行います。
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 11月14日
（火）午前10時〜午後1時
場所 保健センター 調理室
講師 市役所職員
テーマ 子どもの栄養と食生活
対象 市内在住の子育て・孫育てに関心のある方
定員 20名
参加費 300円（食材費）
持ち物 お米半合、
エプロン、三角巾、布巾、スリッパ
申込期限 11月2日
（木）
保育があります
（定員5名・会員優先）
保育を希望する方は、11月2日
（木）
までに申し込ん
でください。保険代で一人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

※初日は正午から。最終日は正午で終了。
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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
10月

診療科目
当番医
電話
こいで胃腸科・内科
外科
7451
15日〔蔵波台6-1-5〕
内科 （60）

さくま耳鼻咽喉科医院 （午前9時〜正午）
（60）
2787
15日〔神納617-1〕
耳鼻咽喉科
袖ケ浦さつき台病院
22日〔長浦駅前5-21〕
佐野医院
29日 〔奈良輪1-9-8〕

内科

（62）
1113

The Culture1 〜袖ケ浦の原始・古代の足跡〜
市では、文化財を
活用しやすくするとと
もに、文化財に対する
関心と理解を高める
ことを目的として、過
去の発掘調査で出土
した出土品を再整理
し、
その成果を展示な
どで公開しています。
山王台遺跡で発見した土器
今回は、
福王台地区
に所在する山王台遺跡の展示を市役所1階ロビーで行います。
山王台遺跡は、
市内で最も古い時期の縄文土器が発見され
た遺跡で、発掘調査事例の少ない同地区の昔を知るための重
要な遺跡です。
また、弥生時代から古墳時代までの400年間、
断続的に営まれたムラでもあります。
今回の展示では、当時使われていた生活用具をはじめ、初公
さんのうだい

テコンドーを観戦しませんか
2020年に開催される東京オリンピッ
ク・パラリンピックの正式種目であるテ
コンドーの全日本選手権東日本地区
大会が、
袖ケ浦市で開催されます。
ぜひ、
この機会にテコンドーを観戦
してみませんか。
日時 10月29日
（日）午前9時〜
場所 臨海スポーツセンター 体育館
体育振興課 ☎（62）3791

▶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。

緊急以外の修繕工事は
市の指定する工事店へ

入場料 無料

自然散策会を開催します
今年度2回目の自然散策会は、椎の森自
然環境保全緑地「しいのもり」で開催しま
す。緑あふれる自然の森を散策し、
そこに生
息する生き物たちをご覧ください。
日時 11月12日
（日）午前9時〜11時頃 ※雨天中止
集合場所 椎の森自然環境保全緑地「しいのもり」
※参加者には、集合場所を記載した案内文を送付します。
定員 30名（申込先着順）
参加費 無料
環境管理課 ☎（62）3404

月日

工事店・電話
（9：00〜17：30）

10月15日〜21日 協同建設袖ケ浦支店（75）
7077
10月22日〜28日 飯島設備
（63）
0748
10月29日〜11月4日 橋立管工
（62）
5255

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

下水道指定排水設備業者（新規）
事業者名

所在地

電話番号

髙田設備

市原市山田603-11

0436（36）5160

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日
10月23日（月）〜28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 10月16日〜31日
●市県民税 3期
●国民健康保険税 4期
納税課 ☎（62）2653
● 介護保険料 4期
介護保険課 ☎（62）3158
● 後期高齢者医療保険料 4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。

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

＜蔵波中学校＞
蔵波中学校では、
「向
上心旺盛にして、何事に
も最大限に努力する生
徒の育成」という学校教
育目標のもと、
「自ら学
び、考え、今、何をすべき
かを判断できる生徒」
学級での発表の様子
「常に明るく、規律正し
く、思いやりのある生徒」
「基礎的な学力、体力があり、よ
り向上させようと努力する生徒」を目指し、教育活動に励ん
でいます。
「自ら学び、考え、今、何をすべきかを判断できる生徒」
を育成するため、蔵波中学校では調べ学習に力を入れて取
り組んでいます。生徒は、6月頃から教員と読書指導員によ
るガイダンスを参考に、調べ学習のテーマを決定し、夏休
みを利用して、学校図書館やインターネットなどを活用しな
がらレポートを作成します。作成したレポートは、夏休み明
けに各学級でそれぞれ発表し、その中から各学年でプレ
ゼンテーションを行う代表者を選びます。そして、各学級の
代表者は、学年全員の前でプレゼンテーションを行い、そ
こでさらに選ばれた各学年1名の代表者は、10月に開催す
る文化祭で、全校に向けて発表します。
このように、
レポートをまとめるだけでなく、聞き手にわか
りやすいように提示資料を工夫したり、発表原稿を修正・確
認したりする中で、
「確かな学力」の基礎となる「自ら学び、
考え、判断する力」を養っています。毎年、オリジナリティ溢
れるテーマのもと、お互いに学びを深め合っています。
今後も学校図書館を有効活用した調べ学習に、学校全
体で取り組んでいきます。
あ ふ

編集室から
先日、下北沢のカレーフェスティバルに行って
きました。色々なカレーを食べ歩き、とても楽
しかったです。
（T）

■住民票の写しと印鑑証明書の時間外交付

れ ん め ん

〜“みどりの資源”に想いを込めて〜

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）

さ ん や か い づ か

袖ケ浦もくもくフェスタ2017を開催

内科
（62）
2338
循環器科

※このほかの救急医療機関の問い合わせ
は消防署 ☎
（64）
0119へ

開となる青銅製の指輪などをご覧になることができます。
さらに、国史跡に指定された山野貝塚の出土品も併せて展
示します。
山野貝塚は、縄文時代後・晩期（今から約4,000〜2,300年
前）の遺跡で、遺跡の状態が非常によく、土器や石器のほか、
動物や魚の骨、
それらの骨を素材として製作した製品など、通
常の遺跡では発見されにくいものが見つかっています。
今回は、約1,700年間、連綿と営まれた山野貝塚の暮らしを
物語る出土品の一部を展示します。
この機会に、
ぜひご覧ください。
期間 10月23日
（月）〜11月10日
（金）
※10月23日〜31日は山王台遺跡（福王台）
を、11月1日〜10日は山
野貝塚（飯富）
をそれぞれ展示します。
なお、土・日曜日、祝日は閉庁日のため、見学できません。
場所 市役所 1階ロビー
生涯学習課 ☎（62）3744

袖ケ浦もくもくフェスタでは、
公園などで伐採した樹木の有
効活用や、
イベントを通じて公
園に親しみふれあう中で、自
然の優しさや大切さを再認識
していただけるよう、様々なイ
ベントを用意しています。
親子で花壇
ぜひ、遊びにきてください。
日時 10月28日
（土）午前9時〜午後3時
※雨天の場合は、29日
（日）
に順延となります。
場所 袖ケ浦公園 第2駐車場
内容
・焼きそばや豚汁、焼き鳥、たこ焼きなどの販売
・しいたけの原木や薪、
竹細工などの販売
・親子で花壇（公園内の花壇に親子で花を植えます）
※花を植えた親子には、お菓子をプレゼントします。
・園芸・ガーデニング相談
・交通安全の意識高揚キャンペーン
・ミニステージ（ダンスの披露）
・袖ケ浦公園スタンプラリー
▶袖ケ浦造園協同組合 ☎（64）1008
▶都市整備課 ☎（62）3521

郷土
博物館

企画展Ⅱ きのこの住人・きのこむし
〜きのこと虫たちの不思議なくらし〜

きのこは、私たちにとって身近な存在ですが、
きのこを食
べて暮らす「きのこむし」のことは、
あまり知られていません。
今回の企画展では、
「きのこむし」のほか、
「坂戸神社の
森」で見ることができるきのこを、袖ケ浦の子どもたちによる
調査結果をもとに紹介します。
期間 11月3日
（祝）〜12月17日
（日）
※月曜日と11月24日
（金）
は休館日となります。
時間 午前9時〜午後5時
入館料 無料
期間中は関連イベントを開催します
展示解説会（申込不要）
期日 11月4日
（土）、12月10日
（日）
時間 午後1時〜2時
場所 郷土博物館 特別展示室
そではく講座「袖ケ浦学」
日時 11月11日
（土）午後1時30分〜3時
場所 市民会館 2階研修室、坂戸神社の森
講師 新井 通子 氏
テーマ のこされた“ちば”の森〜坂戸神社の森を見つめて〜
定員 40名
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。
▶坂戸神社の森についての講義の後、森の中を散策します。
講演会
日時 12月2日
（土）午後1時30分〜3時
場所 郷土博物館 研修室
講師 山崎 秀雄 氏（千葉県生物学会会員）
テーマ 密着！きのこむしの生活事情
定員 40名
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。
郷土博物館 ☎（63）0811

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

