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広
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11：05 袖ヶ浦高校吹奏楽部（7日のみ）
11：30

開会式・来賓祝辞
祝餅・お菓子投げ
み こ し と ぎ ょ

12：00 御輿渡御（武道会）
12：40 青龍太鼓
13：10 長浦エアロキッズダンス
13：40 パフォーマーHide
14：15 歌謡ショー（若山 かずさ 氏）
14：50 祝餅・お菓子投げ
15：00 閉会宣言

桜が見ごろを迎える袖ケ浦公園

※若山かずさ氏は、袖ケ浦市出身です。

※雨 天 時 は
4/8
（日）
に
順延

30

市営 自転 車駐 車 場

日〜平

歳 以 下の就 業 者は︑一

㏄以下︶
は6000円

18

4/7
（土）
午前9時〜

また︑市ホームページから

ダウンロードできます︒

▼シルバー人材センター

平成 年度の定期利用者の登録を受け付けます

月

※

般料金となります︒

1

※ 袖ケ 浦 駅 北口自 転 車 駐

車場のみ︑
125㏄以下まで

・原動機付自転車︵125

4

日 以 降に定 期 利

用 す る 方の登 録 を ︑次のと

駐車が可能です︒

月

ますので︑通 行に支 障とな

おり受け付けます ︒現 在 利

利用期間

会場付近は大変混み合い

る路上駐 車はしないよう ︑

用 中の方 も︑引 き 続 き 利 用

注意事項など
・自転車の場合は、
申請書に車体番号・防犯登録番号を記入
してください。
・後日、防犯登録した場合は、
管理人に申し出てください。
・当日は釣り銭のないようにお願いします。
※長浦駅と直結した南口自転車駐車場3階Eフロア以外は、同
一家族分も受け付けますので、
保険証などの同一家族である
ことが確認できるものを持参してください。
▶東横田駅周辺の民間自転車駐車場を利用する場合は、市の
補助金制度を利用することができます。

お願いします︒

袖ケ浦
バスターミナル
管理事務所

☎︵63︶6053

3月24日（土）〜
50 午前7時〜
午後6時30分

︵指定管理者︶

110

1

各自転車駐

袖ケ浦
バスターミナル
自転車駐車場

31 4

車場の窓口で配布しています

180

3

申請書の配布

横田駅前
自転車駐車場

平川行政センター
3月26日（月）〜
（土・日曜日、祝日を
※駐車場内での
20 除く）
受付は行いま
午前8時30分〜
せん。
午後5時

31

月 日

30

年

150

成

袖ケ浦駅北口
自転車駐車場

袖ケ浦駅南口
第1自転車
駐車場
管理事務所

利用料金
︵ 年額 ︶

250

3月24日（土）〜
30 午前7時〜
午後6時30分

する場 合は︑再 度 登 録 手 続

袖ケ浦駅南口
第2自転車駐車場

きをしてください︒

30

なお︑臨時駐車場として︑

560

根形公民館・郷土博物館の

「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。

長浦駅北口
駐車場
管理事務所

☎︵62︶3521

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

3月24日（土）〜
50 午前7時〜
午後6時30分

・ 自 転 車 は 一 般 3 0 0 0 ︵横田駅前自転車駐車場は︑ ▼都市整備課

250

長浦駅南口
自転車駐車場
管理事務所

自 転 車 と原 動

3月25日（日）〜
午前7時〜
午後6時30分

50

平川行政センターで配布︶
︒

住民票などの
証明書交付窓口開設日
3/25・4/8・4/22

180 3月24日（土）
午後1時〜6時30分

対象車両

袖ケ浦駅南口
第1自転車駐車場

1,060

駐車場もご利用いただけま

長浦駅北口
自転車駐車場

受付場所

円︑
高校生以下1500円

※Eフロアのみ、
同 一 家 族 であ
っても一人１台
の 申 請と なり
ますので、ご注
意ください。

受付日時

臨海スポーツ
センター
3月24日（土）
午前9時〜11時30分 体育館エントラ
ンスホール

長浦駅南口
自転車駐車場

インデックス

路線バスをみんなで守りましょう／蔵
波中学校周辺道路がゾーン30の区域に
指定されました／公立保育所の臨時保育
パートナー＆イベ
士・看護師を募集
ント・ガイド／市営住宅の入 居者を募集
／固 定 資 産 価 格などの 縦 覧・閲 覧 制 度
都市鉱山からつくる！みんなのメダル
プロジェクト／市民農園（貸し農園）の利
用者を募集／休日当番医

原動機付
自転車

機付自転車︵ ㏄以下︶

自転車

すが︑駐車台数には限りが

登録受付台数
駐車場名

ありますので︑なるべく相乗

定期使用料の減免を申請する方は、減免申請書
のほか、次の書類が必要です
・生活保護の扶助を受けている世帯に属する方
は、
受給証明書
・母子および父子並びに寡婦福祉法に基づき、配
偶者のいない方で、現に18歳未満の方を扶養し
ている方と扶養されている18歳未満の方は、児
童扶養手当証書の写し（児童扶養手当全額支
給者に限る）
・療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている方は、
手帳の写し

ください︒

申請に必要なもの
・登録申請書
・利用料金
・高校生以下の場合は、
学生証または保険証
・原動機付自転車の場合は、
ナンバーの記載され
ている書類（自賠責保険の保険証など）

りや路線バスなどをご利用

上総太鼓

▼袖 ケ 浦 公 園 管 理 組 合

☎
︵63︶
6560

︵指定管理者︶

▼都市整備課

☎
︵62︶
3521

御輿渡御

約千本の桜が見ごろを迎えます

10：30 歌謡ショー（若山 かずさ 氏）

花と緑がいっぱいの袖ケ浦公園を散歩しながら︑
美しく咲き

ジャズダンスサークル
「パワーキッズ」

誇る桜を楽しみませんか︒

9：55

当日は︑
お祭り広場でのプログラムをたくさん用意していま

9：30 舞踊
「鼓扇会」

す︒
また︑
飲食店やフリーマーケットなども多数出店し︑
一日を

9：05 上総太鼓

通して楽しむことができるお祭りとなっています︒

9：00 開会宣言

ぜひ︑
皆さんでお越しください︒

プログラム（予定）

袖ケ浦公園まつり

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」

受付は
満車になり次第
締め切ります

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

1,000pt 100円分

2,000円

2,000pt 100円分

3,000円

3,000pt 160円分

4,000円

4,000pt 160円分

5,000円

5,000pt 330円分

6,000円

6,000pt 170円分

7,000円

7,000pt 180円分

8,000円

8,000pt 180円分

9,000円

9,000pt 180円分

10,000円

10,000pt 180円分

▶バス特サービスは、
当サービスを実
施するバス事業者共通で利用でき
ます。
サービスの詳細は、
利用するバ
ス事業者にお問い合わせください。

蔵波中学校周辺道路がゾーン30の区域に指定されました

松本 圭 氏・恭太朗 君（市原市在住）
松本圭氏と恭太朗君は、1月28日
（日）午後1時頃、
市内長浦岸壁で海上に転落し
救助を求めていた傷病者をいち早く発見し、
ロープなどで岸壁に引上げ、
その後到
着した救急隊に引継ぎました。
傷病者は、
自力で岸壁を登ることが不可能な状態であり、
発見が遅れていれば、
低体温症から死に至る可能性も考えられる状態でした。
市では、
今回の人命救助の功績を認め、消防長から感謝状を贈呈しました。
消防本部 総務課 ☎（64）0119

教育委員会議（3月定例会）

労働力調査を行います

日時 3月26日（月）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 3月22日（木）
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

労働力調査は、国の経済政策や雇
用対策などのための基礎資料を得る
ことを目的としています。
今回の調査対象は、奈良輪の一部
世帯です。調査員が調査票を持って
対象世帯に伺いますので、
ご協力をお
願いします。
千葉県 統計課 ☎043（223）2220

審議会などの会議予定
について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 4月5日
（木）
担当課 農業委員会事務局 ☎
（62）
3918
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp
スポーツ推進委員定例会議
日時 4月6日
（金）
午後3時〜
場所 保健センター 集団指導室
議題 平成30年度の事業について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 3月30日
（金）
担当課 体育振興課 ☎
（62）
3791

■3R型ライフスタイルへのワンポイント

路線バスをみんなで守りましょう

1,000円

優待証を利用すると、路線バスの運賃が半額になります。
発行手順
①警察署で運転免許証を返納し、運転免許の取消通知書の交付を受
けてください。
②各バス事業者の発行場所に、運転免許の取消通知書、3カ月以内に
撮影したカラーの証明写真（縦4.5cm×横3.5cm）、発行手数料（520
円）
を持参してください。
※発行場所などの詳細は、各バス事業者にお問い合わせください。
③日東交通では65歳以上の方に「ノーカー・サポート優待証」を、小湊鐵
道では69歳以上の方に「ノーカー優待証」をそれぞれ発行します。
は、発行日から2年
有効期間 ・ノーカー・サポート優待証（日東交通）
・ノーカー優待証（小湊鐵道）
は、発行日から翌年12月31日
注意事項 優待証は、発行したバス事業者（日東交通はグループ3社）
でのみ有効で、現金支払いの場合に利用できます。
また、有効期間が
満了した優待証は、更新の手続きにより、引き続き使用することができ
ます。なお、高速バスや一部路線バスでは優待証を利用できません。
▶日東交通 運輸部 ☎（23）1812
▶小湊鐵道 バス部塩田営業所 ☎043（261）5131

皆さんの積極的な利用をお願いします

利用金額累計
バスポイント バス特
※チケット使用
累計
チケット
分を除く

線バスの積極的な利用をお

バスチケットの付与額

高齢者の運転免許自主返納者に優待証を発行しています

消防協力者表彰
感謝状を贈呈しました

農業委員会総会
日時 4月6日
（金）
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

路線バスは︑主に自家用車

代宿団地袖ケ浦BT線

なお︑各バス事業者では︑

H28年度

願いします︒

H27年度

PASMOとSuicaでのバス利用特典をご存じですか？

↓
環境審議会
日時 3月23日
（金）
午後2時〜
場所 保健センター 集団指導室
議題 地球温暖化対策実行計画年次
報告について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 3月22日
（木）
担当課 環境管理課 ☎
（62）
3404

学生などにとって︑極めて重

9,589
5,310

市が補助している路線の主な停留所 ※袖ケ浦BTは袖ケ浦バスターミナル
・のぞみ野長浦線（のぞみ野南〜のぞみ野ターミナル〜長浦行政センター〜長浦駅）
・馬来田線（茅野〜馬来田駅前〜高谷〜横田〜清川駅前〜祇園〜太田〜木更津駅東口）
・のぞみ野平岡線 ※東京ドイツ村行き有り
（平川行政センター〜上泉〜のぞみ野ターミナル〜袖ケ浦公園〜袖ケ浦駅〜袖ケ浦BT）
・代宿団地袖ケ浦BT線 ※椎の森工業団地行き有り
（袖ケ浦BT〜袖ケ浦駅〜今井〜蔵波台〜長浦駅〜浜宿団地〜代宿団地）

バス特のマークがついたバスで、
PASMOまたはSuicaを利用すると、
申込みをしなくても自動的にバスポ
イントが貯まり、1,000ポイント貯まる
ごとにバスで利用できるチケットとし
て還元されます。
バスポイントは、1カ月間のバス利
用金額に応じて貯まり
（1円につき
1ポイント）、月に最大1,740円分の特
典バスチケットが付与されます。ま
た、バスポイントは、翌月や累計上限
の10,000ポイントを超えた場合、新
たに0ポイントから記録されます。
バスチケットは、次回のバス利用
時に、優先して運賃として自動的に
使用されます。なお、未使用のバスチ
ケットの有効期間は10年間です。

の利用ができない高齢者や

のぞみ野平岡線

H26年度

9,192
5,785

高齢者の運転免許自主返納

H25年度

要な交通手段です︒

馬来田線

H24年度

者に路線バスの運賃が半額

のぞみ野長浦線

0

H28年度

しかし︑自家用車の普及

H27年度

となる優待証を発行してい

H26年度

7,304

ますので︑ぜひご検 討 くだ

H25年度

5,483

け︑路線バスの利用者が減少

H24年度

5,007

10,386

9,613

スもありますので︑ぜひご利

5,000

10,590

や 少 子 高 齢 化の 影 響 を 受

11,087

8,811

8,547

10,000
0

10,818

9,113
10,000

さい︒また︑市 内 を運 行 し

15,000

20,000

23,705

22,047

傾向にあり︑市内を運行す

20,000

ている︑バス特のマークがつ

33,609

る一部の路線バスは︑市がそ

33,238

いた路線バスで︑電子マネー

32,853

の赤字部分を補助すること

35,524

25,000

を利用すると︑自動的にバス

35,965

31,825

48,968

﹁PASMO﹂や﹁Suica﹂

34,818

すが︑利用者の減少が続く

34,855

により運行を維持していま

35,118

ポイントが貯まり︑利用金額

36,452

場合は︑今後路線の維持が

30,000

50,834

50,749
36,172

によりバス特チケットが付与

40,000

37,359

35,734

30,000

できなくなることも見込ま

45,960

される︑とてもお得なサービ

44,831

地域の重要な公共交通で

50,000

35,000

55,157

れます︒

56,698

用ください︒

57,449
60,335

ある路線バスを維持・確保し

64,846

企画課

60,000

単位：千円

40,000

ていくためには︑皆さんの利

市補助金額推移（路線別）

単位：人

☎︵62︶2327

路線バス利用者数推移（路線別）
70,000

用が最も効果的ですので︑路

利用者数と補助金額の推移

２０１８年（平成３０年）3 月１５日

蔵波中学校周辺道路が、
千葉県公安委員会による「ゾーン30」の区域に新たに
指定され、運用を開始しました。ゾーン30区域内では、歩行者などの安全な通行を
確保するため、速度抑制（ゾーン内は30キロ以下で走行）や抜け道として通過する
車両を抑制し、生活道路の安全対策を図ります。
交通ルールを守り、
安全な走行を心がけてください。
蔵波中学校周辺道路
コンビニ
かつ
おり
通り

蔵波台
さつき幼稚園

り
通

い
ち
ょう
通
り

成

平

蔵波
中学校

「ゾーン 30」
指定区域
▶交通規制に関すること 木更津警察署 ☎（22）0110
▶安全対策に関すること 土木管理課 ☎（62）3562
▶交通安全指導・啓発などに関すること 市民活動支援課 ☎（62）3106

公立保育所の臨時保育士・看護師を募集します
市では、保育士と看護師を募集しています。働いてみたいという方は、
市の臨時職
員にご登録ください。登録された方の中から、必要に応じて市から連絡します。
勤務形態
勤務時間
通年
午前8時30分〜午後5時15分（早番・遅番があります）
保育士
時間外
午前7時〜9時、午後3時30分〜7時
時間外
（吉野田）午前7時〜9時、午後3時30分〜7時30分
看護師
午前8時30分〜午後5時15分

時給
1,190円
1,000円
1,100円
1,320円

登録方法 臨時職員・非常勤職員登録申請書（写真貼付）
と、保育士資格証また
は看護師免許証の写しを持参し、
保育課窓口にお越しください。
保育課 ☎（62）3276

3R（リユース・リデュース・リサイクル）を心がけ、過剰に包装されている商品の購入はできるだけ控
廃棄物対策課 ☎（63）1881
え、買い物袋を持参してレジ袋をもらわないようにしましょう。
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上総自然学校 里山イベント
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Partner & Event Guide

名画鑑賞会「櫻の園」
四季の移ろいに合わせて、女子高演劇部の人間模様
を描き、思春期の少女たちの内面を瑞々しく映像化した、
珠玉の作品です（1990年制作）。
原作 吉田秋生
製作 岡田裕
監督 中原俊
出演 中島ひろ子、
白島靖代、
つみきみほ ほか
日時 3月28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 字幕なし
長浦おかのうえ図書館

文化協会 クッキングサークル 会員募集
活動日時 毎月第2金曜日の午前10時〜午後1時
活動場所 袖ケ浦市民会館 調理室
講師 プロの板前
対象 女性の方
会費 入会金1,000円、
年会費2,000円、材料費1,000円、
文化協会費1,000円
髙𣘺 ☎（62）3291

ひらおかモチーフ（スクエアダンス） 会員募集
歩くことを基本とした踊りで、年齢・性別に関係なく、
ど
なたでも参加できます。
活動日時 毎週金曜日の午前10時〜正午
活動場所 平岡公民館
会費 月1,000円
▶詳細は、お問い合わせください。
三品 ☎（64）1073
も う だ

望陀書友会 会員募集
定例活動のほかに、各種懇親活動（写経・座禅など）
も
行っています。
活動日時 毎月第2、3、4金曜日の午前10時〜正午
活動場所 根形公民館
対象 どなたでも
（初心者大歓迎です）
会費 月2,000円（本代、講師指導料含む）
望陀書友会 笠井 ☎（63）3734

東京都千葉福祉園 お花見会
お花見会で、春の一日をともに楽しく過ごしませんか？
日時 4月8日
（日）午前10時〜午後2時 ※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、
ゲストによる歌と踊りの披露 ほか
▶駐車場は、
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

大寒に咲くとうまんさく畑に植え
豊年万作にあやかるが良しと

谷中銀座に江戸のくらしの残りいて
﹁夕焼けだんだん﹂の坂登りゆく

ひな人形向かい合せに座らせて
微笑み交すや飲む酒うまし

寒き日の森のとまやの楽しみは
客を迎えて鍋をつく時

代田 雅 文

石川

小野

原

冨山

義人

律子

福一

恒

菜園の脇の車に小鳥来て
バックミラーをしきりに突つく

■エコドライブのすすめ

・田んぼの畦塗りと苗作り体験
日時 4月14日
（土）
・15日
（日）午前10時〜午後4時
※各日とも日帰りで、雨天の場合は中止となります。
定員 30名（申込先着順）
参加費 小学生1,000円、大人2,500円
申込期限 4月8日
（日）
・巨木巡りトレッキング
日時 4月22日
（日）午後1時30分〜4時
※雨天の場合は中止となります。
定員 20名（申込先着順）
参加費 500円（保険代含む）
申込期限 4月15日
（日）
共通事項
場所 上総自然学校（袖ケ浦市川原井）
対象 どなたでも
（小学生は保護者同伴）
上総自然学校 町田 ☎（75）7414 FAX（75）7630

巨大卵でイースターエッグアートに挑戦！
ダチョウ王国での買物や食事、
エッグアート体験は、無
料スペースでご利用できます。
期間 4月25日
（水）
まで ※悪天候の場合は休園
時間 午前10時〜午後5時
場所 ダチョウ王国（袖ケ浦市上泉）
料金 ・ダチョウ卵殻330円〜
・エッグアート制作キット800円〜
・装飾パーツ100円〜
ダチョウ王国 袖ケ浦ファーム ☎（60）4100

千葉県弁護士会 無料法律相談会（要予約）
借金問題、相続問題、離婚問題、不動産売買などにつ
いて、無料で弁護士が相談に応じます。
日時 3月30日
（金）午前10時〜午後4時
※相談時間は一枠30分となります。
場所 袖ケ浦市保健センター
申込期限 3月29日
（木）午後4時
※当日受付（午後3時まで）
も対応しますが、
事前に申し込
んだ方が優先となります。
千葉県弁護士会 ☎043（227）8431

司法書士登記無料相談
日時 4月4日
（水）午前10時〜午後3時
場所 イオンタウン木更津朝日店 1階（木更津市朝日）
内容 相続・売買などの登記手続き全般
千葉司法書士会 木更津支部 進藤 ☎（63）1568

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
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、工場内軽作業など、
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

市営住宅の入居者を募集します
市営住宅における入居者の募集を行います。
募集団地 飯富団地（飯富2754）
募集戸数 4戸
募集期間 3月15日
（木）〜4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 5月15日
（火）
建築住宅課 ☎（62）3645
こんきゅう

市街化区域内の道路拡幅事業
を推進しています
私たちが普段利用している道路は、
歩行者や車の
通行のほか、
日常生活をするうえで必要となる電気や
水道、
ガスなどの施設を収容する役割も担っています。
また、
災害時には、
緊急避難路や消火救援活動にも
利用される大切な道路ですが、
市内には道幅が狭く、
安全な通行の妨げとなっている道路もあります。
市では、
このような問題を抱える道路を対象に、
沿線
の土地所有者の方々の合意形成のもと、
道幅を広げ、
安全で安心して利用できるように市街化区域内の道
路拡幅事業を推進しています。
この制度の内容について詳しく知りたい方、
または
制度の活用を検討している方は、
市職員出前講座も
開催していますので、
お問い合わせください。
関係する市民の皆さんの協力を得て、拡幅整備した市道

道幅を広げる前

道幅を広げた後

都市整備課 ☎（62）3541

固定資産価格などの縦覧・閲覧制度をご存じですか
縦覧制度は、納税者が所有する土地や家屋の評価
が、
他と比較して適正であるかどうかを判断するためのも
のです。
また、
自分の所有する資産の価格や税額などは、
固定資産課税台帳（名寄帳）を閲覧することで確認でき
ます。
なお、
平成30年度の納税通知書の発送は、4月中旬の
予定です。
★固定資産価格などの縦覧
土地の固定資産税納税者は、土地の所在、地番、地
目、地積、価格が記載された「土地価格等縦覧帳簿」を、
家屋の固定資産税納税者は、家屋の所在、家屋番号、種
類、構造、建築年、床面積、価格が記載された「家屋価
格等縦覧帳簿」を縦覧することができます。また、土地・
家屋の納税者から委任を受けた代理人も、縦覧すること
ができます。なお、土地・家屋が課税されていない方は、
縦覧できません。
期間 4月2日
（月）〜5月1日
（火）
※土・日曜日、祝日を除く
時間 午前8時30分〜午後5時15分
場所 課税課
手数料 無料

★固定資産課税台帳の閲覧
自分の所有する資産について閲覧することができます。
また、借地人・借家人なども、関係する資産について閲
覧することができます。
期間 4月2日
（月）〜通年
※土・日曜日、祝日、12月29日〜1月3日を除く
時間 午前8時30分〜午後5時15分
場所 課税課
手数料 1件300円
※縦覧期間は無料（借地人・借家人は除く）
★縦覧・閲覧時に持参するもの
免許証、健康保険証、
マイナンバーカードなど、納税者
本人であることが確認できるものが必要です。代理人が
縦覧・閲覧する場合は、代理人本人であることが確認で
きるものと委任状が必要です。
借地人・借家人の方が閲覧する場合は、権利を有して
いることを確認するため、賃貸借契約書と領収書などの
関係書類が必要です。
課税課 ☎（62）2590・2544

車間距離にゆとりをもって、一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると、無駄な加速・減速が多くな
環境管理課 ☎（62）3404
り、燃費が悪化します。車間距離にゆとりをもてば、安全運転にもつながります。
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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
平日8:15または
そでがうらタウン情報
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

3月

当番医
井出医院
18日
〔横田3669〕

診療科目

電話

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 小児科
（64）
1191
21日
〔蔵波台2-28-5〕 皮膚科
かんのう整形外科 整形外科
外科 （60）
7577
25日
〔神納689-1〕 リウマチ科
※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
3月15日〜17日
3月18日〜24日
3月25日〜31日

工事店・電話（9：00〜17：30）
協同建設
（75）
7077
飯島設備
（63）
0748
橋立管工
（62）
5255

市民農園（貸し農園）の
利用者を募集
直接土に触れ、自分の手で野菜を育ててみませんか。
丹精込めて育てた野菜の味は格別です。
ぜひ、ご利用ください。
利用期間 4月1日〜平成31年3月31日（1年間）
利用条件
市内在住または在勤の方（市外の方は要相談）
作付できるもの 1〜2年生の作物
※果樹・花きなどの永年性作物は、作付けできません。
申込方法 利用を希望する農園に電話で申し込んでくだ
さい（申込先着順）。
市内の市民農園
（貸し農園）
名称
場所
1区画面積
賃料（年額）
申込先
備考

かんのう市民農園
神納
26㎡（約7.8坪）
5,000円
関 典子 ☎（62）0492
用水・駐車場あり、袖ヶ浦高校近く

農林振興課 ☎（62）3460

農業ヘルパー制度の利用者を募集
市では、労働力不足に悩む農家への労働力を補うととも
に、市民の方に就業の場を提供するため、農業ヘルパー制
度を行っています。
対象 ・雇いたい方 市内在住の農業経営者
・働きたい方 どなたでも（農作業経験は不問）
雇用条件 働く場所や作業内容、時間、時給などの条件
は、受け入れ先となる農家により異なります。事前に、お
互いの希望する雇用条件を確認することができます。
利用方法 農林振興課と農業センターに用意してある登
録票を記入し、提出してください。また、登録票は市ホー
ムページからダウンロードできます。
▶農林振興課 ☎（62）3460
▶農業センター ☎（60）5171

臨海スポーツセンター

教室の受講生募集

興味のある方は、電話または窓口で申し込んでください。
春休みお楽しみレッスン祭り
ボクササイズとヒップホップダンスのレッスンを
行います。なお、ペアでの参加もできます。
期日 3月24日（土）
時間 ・ボクササイズ 午後0時30分〜1時15分
・ヒップホップ 午後1時45分〜2時30分
場所 臨海スポーツセンター 多目的室
対象 小学生以上
※ペアで参加する場合、お子さんに年齢制限はありません。
定員 各30名（申込先着順）
受講料 1名につき1レッスン500円
※家族同士の参加であれば、老若男女を問わず、ペア2名
まで1レッスン500円で受けることができます。
春季短期水泳教室
教室は「チャレンジクロール」と「プール大
好き！（水慣れ）」の２つがあり、どちらもク
ロールを中心に25メートルまで泳げるように
していきます。
期間 3月29日（木）〜31日（土） ※全3回
時間 午後3時〜4時
対象 小学生
定員 各10名（申込先着順）
受講料 1,500円（別途プールの入場料が必要です）
申込開始日時 3月15日（木）午前9時〜
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピックの入
賞メダルに、使用しなくなった小型家電に含まれる金属が活用
されます。
東京2020組織委員会が主催する「都市鉱山からつくる！み
んなのメダルプロジェクト」に、全国の自治体が協力しており、
袖ケ浦市もこのプロジェクトに参加しています。
大切な資源を有効活用するため、皆さんのご協力をお願いし
ます。
回収期間 平成31年3月31日（日）まで
対象品目
・携帯電話、PHS、パソコン、補助記憶装置（ごみステーション
には出せません）
・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、音響機器、電子書籍端末、電
子辞書、電卓、理容用機器、ゲーム機、カー用品、これらの
付属品
回収方法
・指定袋（燃せないごみ専用）に入れてごみステーションに出
してください。
・クリーンセンターへ直接持ち込んでください。
・市庁舎と平川・長浦・根形・平岡公民館の1階ロビーに設置
している回収ボックスへ投函してください。
・イベント開催時に設置している回収ブースに持ち込んでくだ
さい。
※イベントの実施日などは、別途お知らせします。
主催 東京2020組織委員会
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）☎（63）1881

根形公民館サークル作品展を開催
サークル作品展は、根形公
民館を拠点に活動する作家
たちの1年間の創作活動の集
大成です。
サークル22団体と陶芸教
室・成人絵画教室の講座生に
よる、陶芸・絵画・書・表装・生け花の力作が出揃います。
根形公民館で春先取りの芸術鑑賞を楽しみましょう。
期間 3月17日
（土）
〜25日
（日）
時間 午前9時〜午後5時
※3月17日は午前10時から。
3月25日は午後4時まで。
場所 根形公民館 多目的ホール
作品 陶芸・絵画・書道・表装・生け花
入場料 無料
根形公民館 ☎（62）6161

中央図書館

春休みおはなし会

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。
申込みは不要ですので、
直接お越しください。
期日 3月30日（金）
※天候・グラウンド状態が不良の場合は中止となります。
時間 ・新小学2〜3年生は、午後1時30分〜2時30分
・新小学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（スパイク不可）、タオル、飲み物
総合運動場 ☎（62）5350

楽しいおはなしと絵本の読み聞かせがいっぱいです。
おはなしを聞いたり、ゲームをして、春休みの一日を楽し
く過ごしませんか？
期日 3月29日（木）
参加費 無料（予約不要）
共催 むかしむかしの会
協力 市レクリエーション協会
親子いっしょのおはなし会
おはなしと手遊び、絵本の読み聞かせを行います。
時間 午前10時30分〜11時
場所 中央図書館 2階第1会議室
対象 4歳〜小学生 ※保護者も参加可
わらべうたであそぼう
わらべうたあそびと絵本の読み聞かせを行います。
時間 午前11時〜11時30分
場所 中央図書館 2階第1会議室
対象 0歳からの乳幼児とその保護者
図書館であそぼう！みんなでゲーム！
みんなで参加できる楽しいゲームをして遊びます。
時間 午後1時30分〜2時
場所 中央図書館 1階中庭
対象 4歳〜小学校低学年
大型えほんとおはなし会
大型絵本の読み聞かせとおはなしの語りを行います。
時間 午後2時〜3時
場所 中央図書館 2階視聴覚ホール
対象 4歳〜小学生 ※保護者も参加可
中央図書館 ☎（63）4646

■ガウランド 3月29日（木）〜31日（土）は休業します

施設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

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
3月19日（月）〜24日（土）の各地区指定日

※3月21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

バナー広告募集中
市では、市ホームページへ掲載するバ
ナー広告を募集しています。
お店や会社の広告を市のホームペー
ジに掲載して、
ＰＲしませんか。
掲載料 1枠につき月額1万円
▶詳細は、お問い合わせください。
秘書広報課 ☎（62）2465

編集室から
平昌オリンピックが閉幕し、日本は獲得メダ
ル枚数が過去最高の13個と素晴らしい成績を
残しました。どの競技も素晴らしかったです。
2年後は、東京での夏季オリンピックが開催
されます。本紙4面にもありますように、本市
では「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプ
ロジェクト」に参加していますので、ぜひご協
力をお願いします。
（T）

総合運動場

足が速くなる陸上教室

