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マイナンバー︵個人番号︶を

マイナンバーカードは︑

バーカード交付申請書﹂に

に付属している﹁マイナン

申請方法 通知カードの下

5

▶コールセンター（フリーダイヤル）
0120（95）0178（一般）
0120（0178）26（外国語対応）
▶マイナンバー制度全般について
袖ケ浦市 総務課 ☎（62）2104
▶マイナンバーカードの交付と通知カードの
返戻確認について
袖ケ浦市 市民課 ☎（60）
1147

マイナンバーカードを申請しませんか

証明する書類や︑本人確認

必要事項を記入し︑身分証

4

マイナンバーカードで暮らしを便利に

の際の身分証明書として利

5

明書用の顔写真︵縦 ・ ㎝

カードに同封されている封

×横 ・ ㎝ ︶を貼り︑通知

を利用することで︑自宅で

筒で郵送するか︑スマート

内に搭載された電子証明書

Taxによる確定申告

3

用できます︒また︑カード

e

−

フォンなどで顔写真を撮影

請してください︒

し︑インターネットから申

を行うこともできます︒

−

なお︑e Taxを利用す

発行）の方が、早く対応できます。
ただし、住民票の請求には、身分証明書が必
要であり、同一世帯以外の方は請求できない
ので、
ご注意ください。
Ｑ．
マイナンバーカードの交付を受ける場合、代理
人による受取りはできますか？
Ａ．
交付する場合、顔写真と申請者を確認する必
要があるため、本人が窓口に受け取りに来る
必要があります。

る際は︑パソコンとマイナン

Ｑ．
個人番号が記載された通知カードやマイナン
バーカードを紛失してしまい、勤務先などでの
手続に必要な個人番号がわかりません。市役
所で教えてもらうことはできますか？
Ａ．
口頭で教えることはできませんが、
マイナン
バーの入った住民票を市役所に請求すること
で、個人番号の確認ができます。
通知カードやマイナンバーカードの再発行に
は、約1カ月かかるため、住民票の請求（即日

なお︑申請に係る手数料

よくある質問

バーカードに対応したカー

e−Taxによる確定申告を住基カードで行う方
住基カードは平成28年1月以降、更新できなく
なりました。e−Taxによる確定申告を住基カード
で行う方は、カード内に搭載されている電子証明
書の有効期限まで使用できます。電子証明書の
有効期限が過ぎている場合は、住基カードが有
効期間中であっても電子証明書の更新はできま
せん。引き続きe−Taxの利用を希望する方は、
マイ
ナンバーカードを申請してください。
なお、電子証明書の有効期限が近づいている
方には、地方公共団体情報システム機構からマイ
ナンバーカードへの切替案内通知が送付されま
す。案内通知と行き違いにより、
マイナンバーカード
への切替が済んでいる場合は、
ご了承ください。

は無料です︒

申請後に住所や氏名が変更となった方
申請後、引越しや結婚などにより、住所や氏名
が変更となった方は、変更後の情報を記入した新
しい申請書が必要となりますので、市民課にお問
い合わせください。
申請を行ってから約1カ月で、地方公共団体情
報システム機構から市にカードが送付されますの
で、市で内容を確認後、
申請者に受取りの案内通
知を発送します。
通知が届いた方は、市民課に電話して受取日
を予約し、案内通知（回答 書に内容記入のも
の）、通知カード、身分証明書、住基カード（持っ
ている方のみ）を持参のうえ、窓口にお越しくだ
さい。

ドリーダーが必要です︒

こんな方はご注意ください

「すくすく子育て！ぶっく」の改訂版を発行

地域のまちづくり懇談会を開催します 〜地域の今後を考えてみませんか〜

市では、
子育て中の方や、
これから子育てを始める方
が、妊娠期から子育て期ま
でを安心して過ごせるように、
「すくすく子育て！ぶっく」の
改訂版を発行しました。ガイ
ドブックは保 健 、福 祉、医
療、教育などの制度や支援、
各種相談窓口、施設など、
子
育てに役立つ多くの情報を
幅広く掲載し、
わかりやすくまとめ、持ち運びやすいサ
イズとなっています。
また、
公共施設などの目標物と合
わせて、
子育て関係施設の位置などを表示した「すく
すく子育て！まっぷ」の改訂版も発行しました。
ガイドブックなどは、
子育て支援課窓口などで配
布しています。
子育て支援課 ☎（62）3286

市では、これからのまちづくりの進め方を総合的に
まとめる「次期袖ケ浦市総合計画」の策定に取り組ん
でおり、
その策定にあたっては、市民の皆さんから様々
な形で意見をいただき、市民と将来のまちづくりの方
向性を共有できる、わかりやすい計画づくりを目指して
います。また、次期総合計画の策定と併せて、土地利
用や都市基盤整備のあり方を示す「次期都市計画マ
スタープラン」の策定にも取り組んでいます。
今回、各地区（昭和、長浦、根形、
平岡、
中川・富岡）
の皆さんから、地域の現状や魅力、課題、土地利用な
どについて意見をいただき、計画の策定に活かしてい
くため、地域のまちづくり懇談会を開催します。
なお、各地区ごとの意見を伺いたいことから、参加
を希望する方は、お住まいの地区で開催する懇談会に
ご参加ください。
企画課 ☎（62）2327 FAX（62）5916
Eメール sode01@city.sodegaura.chiba.jp

インデックス

市職員を募集／都市計画審議会委員
を募集／ガウランドの施設内覧会を開催
／水泳とたいそうの 冬休 み短 期集中水
パートナー＆イベント・ガ
泳講習会
イド／認知症家族のつどい／シニアのた
めの再就 職 支 援セミナー＆企業 交 流会
ひらおかの里農村公園収穫祭／国史
跡の山野貝塚にふれよう！／休日当番医
／本・雑誌リユース・デーを開催

住民票などの
証明書交付窓口開設日
11/26・12/10・12/24
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。

日程
地区
昭和

日時
12月14日（木）午後6時30分〜

場所
市民会館

長浦

12月17日（日）午前10時〜

長浦公民館

根形

12月9日（土）午後1時30分〜

根形公民館

平岡

12月11日（月）午後6時30分〜

平岡公民館

中川・富岡 12月8日（金）午後6時30分〜

平川公民館

内容 市から袖ケ浦の現状や課題などについて説明
した後、参加者全員でグループごとに話し合い、意
見を発表していただくことを予定しています。
定員 各30名（申込多数の場合は抽選）
申込方法 申込書に住所・氏名・年齢・職業などの必
要事項を記入し、FAXまたは電子メールでお知らせ
いただくか、電話で申し込んでください。申込書は企
画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。
申込期限 11月30日
（木）

赤十字救急法フェスタ2017の救急法
コンテストで袖ケ浦市が第1位となりました

公開講座 まちづくり講座を開催

10月5日、千葉県総
合スポーツセンター
で 、赤 十 字 救 急 法
フェスタが開催され、
救急法コンテスト（三
角巾による全身の包
出口市長と日本赤十字
帯 手 当 に つ いて 評
袖ケ浦支部の皆さん
価 、点 数をつける）
に、袖ケ浦 市から赤 十字奉 仕団員で構成された
2チームが参加しました。
コンテストに向けて日頃から練習を行ってきた袖ケ
浦Aチームは、
コンテストで100点満点を獲得し、県内
91チーム中第1位となりました。また、Bチームも同じく
高得点を獲得し、優秀賞をとりました。
終了後、
受賞報告とあわせて市長を訪問しました。
地域福祉課 ☎（62）3157

市では、
「イベントを行ってもなかなか人が集まらな
い」といった悩みを解決するため、講師を招き、企画
力・広報力の向上を図る講座を開催します。
興味のある方は、
ぜひご参加ください。
日時 12月9日
（土）午前10時〜正午
場所 保健センター 1階集団指導室
講師 坂田 静香 氏（NPO法人男女共同参画おお
た 理事長）
対象 市内在住、在勤、在学の方
定員 40名（申込先着順）
受講料 無料
申込方法 窓口、電話、FAX、
または電子メールで、
住所・氏名・電話番号をお知らせください。
申込期限 12月1日
（金）
市民活動支援課 ☎（62）3102 FAX（62）3877
Eメール sode03@city.sodegaura.chiba.jp

行列のできる企画とチラシのつくり方

TM

■住民票の写しと印鑑証明書の時間外交付

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

市職員を募 集 し ま す

もの︶
を同 封して︑
総 務 課ま

市給与条例の規定に

で送付してください︒

平成 年 月 日採用

名程度

募集職種 社会福祉士

募集人数

4

給与

1

1

月

4

57

基づき支給します︒

採用予定日

平成 年 月 日

※資格取得見込みの方で︑
そ

の資格の取得ができなかった

場合は︑
採用されないことが

30

2

年

16

受験資格 昭 和

月までに資

3

日 以 降に生 まれ︑
社会福

30

祉 士の資 格 を 有 する方 ︑
ま

年

格取得見込みの方

月 日
︵木 ︶
〜

11

たは平成

30

受付期間

日
︵木︶
消印有効

第一次試験

あります︒

9

総 務 課︑
平

16

申 込 書の配 布

日時
12

川・長 浦 行 政センターで 配

布しています︒
また︑
市ホーム

月 日
︵土︶
午前 時〜

多年にわたり、スポーツ推進委員として、市における各種スポーツ事業の実
技指導と企画などに尽力し、地域スポーツの推進に顕著な功績を挙げたこと
が認められ、11月9日、全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会で表彰され
ました。
体育振興課 ☎（62）3791

ページからダウンロードでき

鈴木 和義 氏

場所

全国スポーツ推進委員功労者表彰

☎
︵62︶
2106

おめでとうございます

ます ︒
なお︑
郵送を希望する

氏 大鐘 正洋 氏
氏
氏
氏

総務課

茂夫
敏則
和広
隆法

袖ケ浦市役所
︵予定︶

瑞宝単光章（防衛功労）
瑞宝単光章（消防功労）

伊藤
谷浦
羽藤
金子

方は︑
封筒にA4判の書類が

危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章（警察功労）

入る封 筒︵ 1 4 0 円 分の切

市内で受章された方を紹介します（順不同）

手 を 貼 り︑
宛 先 を 明 記した

おめでとうございます

２０１７年（平成２９年）11 月１５日

30
4
1

都市計画審議会委員を募集します

ありがとうございます
袖ケ浦市への防犯パトロール車の寄贈
夢まるふぁんど委員会 様
11月1日、羽衣公園（千葉県庁前）で、夢ま
るふぁんど委員会様より、地域の防犯活動
への支援を目的として、防犯パトロール車1台
を寄贈いただきました。
寄贈いただいた防犯パトロール車は、
市の
防犯事業に活用していきます。
市民活動支援課 ☎（62）3106

寄贈を受ける出口市長（中央）

ガウランドの施設内覧会を開催します

水泳とたいそうの冬休み短期集中講習会 受講者募集
水泳とたいそうの短期集中講習会を行います。
教室名

時間

対象

定員

水泳

8:30〜9:45

4歳〜小学6年生

65名

たいそう

8:30〜9:45
14:30〜15:45

4歳〜小学2年生

15名
15名

受講料（施設使用料含む）
市内幼児 2,500円
市内学童 3,620円
市外幼児・学童 4,180円

※水泳は、初心者クラス、クロール・背泳ぎクラス、平泳ぎ・バタフライクラスがあり
ます。
期日 12月25日
（月）〜28日
（木） ※全4回
申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、ガウランド
で発行している健康登録カード（持っていない方は身
分を証明できるもの）
と受講料を持参してください。用
紙は、ガウランドで用意しています（申込先着順）。
申込開始日時 11月19日
（日）午前10時〜
ガウランド（袖ケ浦健康づくり支援センター）☎（64）3200

審議会などの会議予定
農業委員会総会
日時 12月11日
（月）
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 12月8日
（金）
担当課
農業委員会事務局 ☎
（62）
3918
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp

蔵波台交差点で改良工事を行います
市道代宿神納線（平成通
り）と市道蔵波鎌倉街道線
（いちょう通り）の交差点
で、改良工事を行います。こ
れにより、いちょう通り側に
右折車線と右折矢印信号
が設置されます。
工事期間中は、皆さんに
大変ご迷惑をおかけします
が 、ご 理 解をお 願 いしま
す。
工事期間 12月上旬〜平
成30年3月下旬
土木建設課
☎（62）3626

日時 11月29日（水）午前9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 11月27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

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

ツタヤ

蔵波小学校

蔵波公園
長浦公民館
尾張屋長浦店

セブン
イレブン
ヤックス

タカヨシ

工事区間
市道蔵波鎌倉街道線

市営住宅の入居者を募集します
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 2戸
募集期間 11月15日
（水）〜30日
（木）
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
こんきゅう

教育委員会議（11月定例会）

さつき台病院

市
道
代
宿
神
納
線

ガウランドでは、
より多くの方に施設を健康づくりの場として活用していただける
ように、施設の利用経験がない方を対象に、施設内覧会を開催します。
ガウランドを活用して、健康長寿を目指しましょう。
日時 12月7日
（木）
・8日
（金）午前10時〜正午
場所 ガウランド（袖ケ浦健康づくり支援センター）
内容 施設の見学、概要説明、運動教室体験（所要時間30分）
対象 16歳以上の方 ※団体・グループなどでの参加も可
定員 各10名（申込先着順）
参加費 無料
その他 ガウランドでは、市内を巡回する無料送迎バスを運行しています。巡回
ルートなどは、お問い合わせください。
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
ガウランド（袖ケ浦健康づくり支援センター）☎（64）3200

開かれた都市行政と市民参加のまちづくりを推進するため、都市計画審議会の
委員を募集します。
主な業務 市の土地利用や、道路・公園・下水道などの都市計画の決定・変更に
ついて審議を行う。
募集人数 2名
任期 平成30年4月1日〜平成32年3月31日（2年間）
応募資格 平成30年4月1日現在で市内に住所を有し、平日に開催する会議（年
4回程度）に出席でき、まちづくりについて意欲がある、20歳以上の方
※現在の都市計画審議会公募委員は応募できません。また、
平成30年4月1日現在
で、市議会議員、公務員、他の附属機関などの公募委員との併任はできません。
応募方法 「これからのまちづくりについて」がテーマの小論文（800字程度）に、
住所・氏名・年齢・性別・電話番号・職業・経歴を記入し、郵送、FAX、電子メー
ル、または持参してください（様式は問いません）。
応募期限 12月28日（木）消印有効 ※持参の場合は土・日曜日、祝日を除く
▶書類選考のうえ、平成30年3月末までに選考結果を郵送します。
〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 都市整備課
☎（62）3514 FAX（63）9670
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp

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
平成30年1月15日（月）
建築住宅課 ☎（62）3645

暖房の設定温度は20℃を目安に必要な時にだけ使用し、少しの寒さであれば重ね着をするなどして、暖房
は控えましょう。また、就寝時や外出時は早めに暖房を切りましょう。
環境管理課 ☎（62）3404
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よろず劇場とんがらし「まいごのおまわりさん」

Partner & Event Guide

子ども映画会「わんわん忠臣蔵」
犬のロックが、母の仇を討つために、町の野良犬たちと
ともに虎のキラーに闘いを挑む物語です。
原案・構成 手塚治虫
脚本 飯島敬・白川大作
作画・監督 大江原章
声の出演 堀絢子、木下秀雄、水木蘭子 ほか
日時 12月3日
（日）午前10時30分〜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

根形書友会 会員募集
根形書友会は、会員の資質向上と会員相互の親睦を
図りながら活動している書道サークルです。
見学と入会は、随時受け付けています。
活動日時 ・第2水曜日の午後1時〜4時
・第4月曜日の午前9時〜正午
活動場所 根形公民館
対象 どなたでも ※初心者も大歓迎です。
会費 月2,300円（書道誌、講師料 ほか）
根形書友会 田村 ☎（63）0738

音楽協会 定期演奏会「日本の響き再発見」
しょう

こ と

笙、尺八、筝、
十七絃の和楽器をお楽しみください。
日時 11月26日
（日）午後1時30分開演（1時開場）
場所 袖ケ浦市民会館 3階中ホール
出演 三曲睦会、おこと楽坊、根形公民館ジュニアおこ
と教室もみじ、長浦公民館ジュニア尺八、おこと教室ひ
まわり
曲目 越天楽、
日本の小箱、木更津甚句、荒城の月変奏
曲、愛の飾画、黒田節による幻想曲 ほか
入場料 無料
市音楽協会 井上 ☎（62）7164

里山と生き物に関する研修
日時 12月2日
（土）午前9時〜11時
場所 椎の森自然環境保全緑地「しいのもり」
講師 小角 浩 氏（椎の森里山会 技術士・環境部門）
内容 生物多様性と里山の自然環境保全活動について
定員 15名程度（申込先着順）
▶椎の森里山会 ☎090（2767）3175
▶環境管理課 ☎（62）3404

キッズパレット防災体験
〜災害サバイバル！いのちを守るには〜

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、認知症家族のつどいを開催します。
日時 12月2日（土）午前10時〜正午
場所 保健センター 1階集団指導室
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
▶事前申込は不要です。当日会場にお越しください。
地域包括支援ながうらサブセンター ☎（64）2100

千葉県農林水産就業相談会

シニアのための再就職支援セミ
ナー＆企業交流会を開催します

千葉県で農業や林業、漁業に興味がある方や、農業法
人への就職を考えている方へ、
情報提供や個別相談を行
います。
また、新規就業者から体験談を聞く機会があります。
日時 11月23日
（祝）午前10時〜午後3時
場所 千葉市きぼーる
（Qiball）
13階
（千葉市中央区中央）
対象 千葉県で農業・林業・漁業を始めたいなど興味が
ある方
▶千葉県 担い手支援課 ☎043（223）2904
▶千葉県園芸協会 ☎043（223）3008
い い

みらい

11月30日は、
「年金の日」です
厚生労働省では、国民一人一人がねんきんネットなどを
活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らせてもら
う日として、11月30日を年金の日としています。
ねんきんネットを利用していただくと、
いつでも自分の年
金記録を確認できるほか、将来の受給額見込額を様々
なパターンで試算することができるため、大変便利です。
また、ねんきん定期便でも、納付記録と受給見込額の
確認ができます。
この機会に、ねんきんネットやねんきん定期便で、
自分
の年金記録と受給見込額を確認し、未来の生活設計に
ついて考えてみませんか。
▶詳細は、
日本年金機構のホームページを確認いただく
か、お問い合わせください。
木更津年金事務所 ☎（23）7616
HP http://www.nenkin.go.jp

市では、
千葉県ジョブサポートセンターと連携して、
近隣の木更津市、君津市、富津市と合同で、
シニア層
向けに多様な働き方の現状や、新しい仕事観・採用
の具体的事例をテーマにしたセミナーと企業交流会
を開催します。
期日 12月14日
（木）
時間 ・セミナー 午後1時〜2時30分
・企業交流会 午後2時40分〜4時10分
場所 君津市生涯学習交流センター 102会議室（君
津市久保）
対象 就職活動中の、原則55歳以上の方
定員 30名（申込先着順）
参加費 無料
申込方法 窓口、
電話、FAX、
または電子メールで申
し込んでください。
商工観光課 ☎（62）3428 FAX（62）7485
Eメール sode19@city.sodegaura.chiba.jp

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、
調査結果は、雇用政策、経済政策など、
国や
地方公共団体における各種行政施策の企画・立案の
ための基礎資料として活用され、
平成30年7月末まで
に、
総務省統計局より随時公表されていく予定です。
▶千葉県 統計課 ☎043（223）2223
▶袖ケ浦市 総務課 ☎（62）1212

危険物取扱者保安講習会
消防法第13条の23の規定による講習会です。
日時・場所・講習種別
・平成30年1月17日
（水）
千葉市民会館 大ホール（千葉市中央区要町）
午前：給油取扱所、
午後：一般
・平成30年1月26日
（金）
千葉市民会館 大ホール
午前：一般、
午後：コンビナート
・平成30年2月8日
（木）
市原市市民会館 小ホール（市原市惣社）
午前：給油取扱所、
午後：コンビナート
定員 1月17日・26日は各回1,000名、2月8日は400名
受講料 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 11月27日
（月）〜12月1日
（金）
消防本部 予防課 ☎（63）6191

未登録の象牙はありませんか？

五年後に咲くを願いつ種子をまく
ぼたんの花にわが身託して
石川

タブレット見つつ爺々は酒飲む 原

律子

義人

福一

期間 12月9日（土）〜17日（日） ※初日は正午から。最終日は午後1時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046

誕生のひい孫陽菜子は元気よし

小野

祭り日の力漲るよさこい踊り
飛び散る汗のわれにも及ぶ

恒

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「袖ケ浦淡彩画教室」作品展示

小夜更けて涼気せまれば時を無み
秋の虫たち湧きたちて鳴く
冨山

11月15日
（水）〜平成30年2月15日
（木）は、狩猟期
間です。
狩猟者はマナーを守り、
安全な狩猟に努めましょ
う。また、野外で活動する場合は、
目立つ服を着用
し、
ラジオを携帯するなど、
事故防止の対策を行いま
しょう。
千葉県 自然保護課 ☎043（223）2972

悦子

狩猟期間が始まります

〜楽しく仕事をしてみませんか〜
永年培った知識・経験を活かしてみませんか？
健康の保持にもつながります。
対象 市内在住で、
センターの趣旨に賛同し、健康
で働く意欲のある60歳以上の方
仕事内容 清掃、草取り、草刈り、農作業、植木の手
入れ、
公民館などの公共施設管理 など
※特に、植木の手入れ、草刈り、草取り、清掃ができ
る方を募集します。
報酬 仕事の内容により異なります。仕事量に見
合った分を配分金として支払います。
会費 年2,000円
▶平成30年4月から、公民館などの公共施設管理の
仕事を希望する方は、12月8日
（金）
までに入会の
手続きが必要です。
シルバー人材センター（飯富1604）☎（63）6053

岩楯

環境省では、象牙の国内市場のさらなる管理強化のた
め、国内における象牙の在庫確認を行っています。未登
録の象牙（全形を保持したもの）
を持っている方は、
ご連
絡ください。
なお、象牙を所持することは違法ではありませんが、登
録されていない象牙を売ったり譲ったりすることは、違法
になります。
象牙在庫把握キャンペーン事務局
☎03（6659）4660（祝日を除く月〜金、10：00〜17：00）

シルバー人材センターで生きがいを

白き船見れば切なく還り来る
オペラの中の蝶々夫人

防災士による子ども向けの防災講座です。災害時にど
う行動すればよいかを実際に体を動かし、被害を最小限
にする方法を学びます。
また、当日は起震車体験や非常食の試食もできます。
日時 12月26日
（火）午前9時30分〜12時30分
場所 昭和小学校 体育館
対象 小学生
定員 150名（申込多数の場合は抽選）
参加費 100円（保険料含む）
申込方法 電子メールで、件名に氏名（複数人の場合は
代表者）、本文に参加希望者全員分の氏名（ふりが
な）
・生年月日・電話番号・学校名・学年を記入し、
申し
込んでください。
※保護者で体験を希望する方は、
申込が必要です。
▶申込後24時間以内に自動返信メールが届かない場合
は、必ずお問い合わせください。
申込期限 12月3日
（日）必着
NPO法人キッズパレット事務局
☎（53）7682（祝日を除く月〜金、10：00〜13：00）
Eメール kids̲bousai4@yahoo.co.jp

認知症家族のつどい 参加者募集

10種類以上のマジックと超絶腹話術が登場するファン
タジック・ストーリーをお届けします。
幼児からお年寄りまで、三世代で楽しめます。
期日 平成30年1月20日
（土）
時間 午後1時30分〜2時30分（1時15分開場）
場所 袖ケ浦市民会館 3階中ホール
入場料 大人1,800円、
子ども
（3歳〜高校生）800円
※2歳以下は無料です。
また、当日に購入する場合は、200
円増しになります。
前売り券販売所 子どもるーぷ袖ケ浦事務所、かたくり
（福王台）、
シマムラ文具（長浦駅前）
子どもるーぷ袖ケ浦
☎・FAX（63）2850（月・水・金、10：00〜15：00）
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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

11月

当番医

診療科目

電話

19日

田部整形外科
整形外科（62）
4155
〔蔵波台5-19-7〕

23日

菱沼医院
〔福王台3-1-1〕

内科
（62）
1822
小児科

26日

平岡医院
〔野里1773-1〕

内科
（60）
4747
小児科

※このほかの救急医療機関の問い合わせ
は消防署 ☎
（64）
0119へ

▶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

資料展示ボランティアを募集

ひらおかの里農村公園収穫祭

図書館の展示コーナーを作ってみませんか？

ひらおかの里農村公園で収穫祭を開催します。
当日は餅投げやそば打ちなど、様々な催しを行います。
車で来場する際は、駐車台数に限りがありますので、乗合
いにご協力ください。皆さんの来園をお待ちしています。
日時 11月26日
（日）午前9時〜正午
場所 ひらおかの里農村公園
▶農業センター ☎（60）5171
▶ひらおかの里 農村公園（当日の問い合わせ先）
☎（75）4142

中央図書館の1階ラウンジ展示コーナーでは、読書に興味
を持ってもらうため、図書館で所蔵している資料などを活用
した展示を、
年間6回行っています。
今回、企画から展示作業まで幅広く携わっていただける
方を募集します。図書館や本が好きな方などはもちろん、知
識や経験のない方も大歓迎です。
募集人数 5名（申込先着順）
対象 成人の方
申込期限 11月30日
（木）
資料展示ボランティア説明会を開催します
日時 11月30日
（木）午後2時〜3時30分
場所 中央図書館 1階ラウンジ展示コーナー
中央図書館 ☎（63）4646

本・雑誌リユース・デーを開催します
図書館で2冊以上所蔵している本や、内容の改定などによ
り保存が不要となった資料を、教育施設や社会福祉施設な
どで再利用を図るほか、市民などに再活用してもらうため、
「本・雑誌リユース・デー」を開催します。
なお、当日は会場に募金箱を設置しますので、
ご協力くだ
さい。募金は、
市社会福祉協議会へ寄付します。
日時 12月3日
（日）午前9時30分〜午後3時
※午前8時30分から入場整理券を配布します。なお、開場時
間が早まる場合があります。
場所 長浦おかのうえ図書館 3階大会議室・小会議室
対象 市内在住、在勤、
または在学の方
▶市外の方は午後1時から入場できます。
持帰り冊数
・図書は1名につき10冊まで
・雑誌は無制限（付録は1名につき3点まで）
※午後1時以降は、全て無制限となります。
注意事項 市内在住の方は、図書館の資料利用券または
住所を確認できるもの（免許証・保険証など）
を、在勤・在
学の方は、
その証明ができるもの（社員証・学生証など）
を
持参してください。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046

臨海スポーツセンター

バスケットボール交流会

日時 12月9日
（土）午前10時〜午後5時
場所 臨海スポーツセンター 体育館
対象 大人の部（男女混合チームも可）
定員 10チーム
（申込先着順） ※1チーム5名以上
参加費 1チーム4,000円
申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、窓口で申し込ん
でください。
※申込時に誓約書の記入をお願いしますので、必ず代表者
が手続きするようにお願いします。なお、電話またはFAX
での申込みはできません。
申込期限 12月5日
（火）
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

工事店・電話（9：00〜17：30）

11月15日〜18日 長浦設備

（62）
2754

11月19日〜25日 田辺設備

（75）
5001

11月26日〜12月2日 大久保

（62）
5111

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
11月20日（月）〜25日（土）の各地区指定日

※11月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 11月16日〜30日
●国民健康保険税 5期
納税課 ☎（62）2653
● 後期高齢者医療保険料 5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
最近、朝晩と日中の寒暖差が激しいためか、
体調がすぐれません。皆さんも体調管理には十
分に気をつけてください。
（T）

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

＜奈良輪小学校＞
奈良輪小学校は、学
校図書館を活用した教
育活動を積極的に行っ
ており、これまでに市の
読書教育研究指定校や
全国読書教育サミットで
図書館でそれぞれの課題につ
の公開授業、全国調べ いて調べる子どもたち
る学習コンクールでの上
位入賞などの実績を残しています。
調べ学習では、子ども自身の経験や「なぜ？」
「どうし
て？」などの疑問から課題を設定し、本やインターネットを
活用したり、インタビューなどを行って、自分で決めた課題
を追究します。調べ学習を進めるにあたり、奈良輪小学校
では、その手順や方法を学ぶ「ガイダンス」、課題の決定や
実際の資料集めなどのアドバイスを受ける「相談会」、保
護者向けの「説明会」などを開催し、活動をサポートして
います。
この一連の活動をとおして、
子どもたちは様々な情報の集
め方や取捨選択の仕方を学ぶとともに、深く考え、
言葉を選
び、
自分の考えをいかに伝えていくかを学んでいきます。
このような力を身に付けていくことは、基礎的な知識や
技能を習得することと同様に、大切なことであると考えてい
るため、今後も奈良輪小学校では、学校図書館を活用した
教育活動に積極的に取り組んでいきます。

■枝をチップにしてごみの減量にチャレンジ

国史跡の山野貝塚にふれよう！
郷土博物館で国史跡山野貝塚の展示を見学後、講師の
解説を聞きながら、現地までの散策コースを歩きます。
また、
ワークショップでは、グループごとに意見を出し合いながら
土器に残された植物の種の跡を見つける作業や、職員が作
成するレプリカの見学を行います。
ぜひ、
ご参加ください。
期日 12月16日
（土）
時間 ①展示見学・現地説明会 午前10時〜正午
②ワークショップ 午後1時30分〜3時
※雨天の場合、現地説明会のみ中止となります。
集合場所 郷土博物館 1階研修室
講師 市職員
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
参加費 50円（保険代） ※当日集金
申込方法 往復はがき
（1枚につき2名まで）に、参加を希望
する番号（両方の参加も可）
と、住所・氏名（ふりがな）
・電
話番号を記入し、郵送してください。
申込期限 12月1日
（金）消印有効
〒299−0292（住所不要）
袖ケ浦市役所 生涯学習課 ☎（62）3744

地 域 福 祉 フ ェ ス タ
地域福祉フェスタは、多くの方が福祉に触れる機会を
持っていただけるよう、地域の方が協力して開催する福祉の
お祭りです。ぜひ、お越しください。
日時 12月10日
（日）午前10時30分〜午後1時30分頃
場所 平岡公民館
内容
・社会福祉功労者表彰・地域ぐるみ福祉推進標語表彰
・団体発表（社会福祉施設等連絡協議会、
平岡小学校、
市
シニアクラブ連合会、市ボランティア連絡協議会、
平川保
育所、
平川中学校 吹奏楽部）
・じゃんけん大会
・おもちゃ病院、
手芸・手話教室、竹ぽっくり、スナッグゴル
フ など
・子ども向けスタンプラリー（チェックポイントを回った方に
景品をプレゼント）
・模擬店（焼きそば、焼き芋、綿あめ、お菓子 など）
・社会福祉施設製作品の販売
▶閉会後に、お楽しみ抽選会を行います。豪華賞品を用意し
ていますので、
ぜひご参加ください。
社会福祉協議会 ☎（63）3888

地域歳末たすけあい事業
住民参加による地域福祉活動を支援します
対象 市内に住所を有する次のいずれかの団体または個人
・ボランティア団体
・障がいのある方や支援を必要とする高齢者、
子育て中の
親子などを支援する団体（NPO法人など）
・自治会などから派生したグループ
・障がいのある方などの当事者団体
・助成対象となる事業を行う個人
助成対象事業 市内で行う、次のすべてに該当する事業
・12月1日〜平成30年1月31日に市内で行うもの
・高齢者や障がいのある方、生活困窮者、
子育て中の親子
を支援したり、
その支援の必要性について住民の理解を
広げるもの、
または自らが抱える生活課題の解決に向け
て活動するもの
・参加者を広く一般に募集するもの
・政治、宗教活動、
営利を目的としていないもの
助成額 1〜3万円（参加人数により異なります）
申請方法 申請書に必要事項を記入し、提出してください。
申請期限 11月22日
（水）午後5時
社会福祉協議会 ☎（63）3888

切枝は粗大ごみとして出す以外に、市が貸し出している剪定枝粉砕機を活用することで、ガーデニングなど
に利用できるチップにすることができます。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）☎（63）1881

