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〒299−0292（住所不要）
ちばアクアラインマラソン
袖ケ浦市実行委員会
事務局（企画課内）
☎（62）2327
FAX（62）5916
Eメール sode01@city.
sodegaura.chiba.jp

住宅用火災警報器の
設置状況調査を行います

市内全域の防災行政無線から
試験放送が流れます

住宅火災での逃げ遅れによる死
傷者を減少させる対策として、火災
の発生を警報音や音声などにより、
いち早く周囲に知らせることができる
「住宅用火災警報器」の設置が義
務化されました。
義務化されてから、まもなく10年
を経過しますが、市内の設置率は65％となっており、
県平均を13％下回っています。
そのため、市では、消防職員が各家庭を訪問し、住
宅用火災警報器の設置状況調査を行いますので、
ご
協力をお願いします。
訪問日 5月26日
（土）
対象 市内全世帯のうち、無作為に抽出した100世帯
消防本部 予防課 ☎（63）6199

5月16日
（水）
に、全国瞬時警報システム
（J−アラー
ト）の試験放送を行います。
全国瞬時警報システムとは、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放送が流れますので、
皆
さんのご理解をお願いします。
日時 5月16日
（水）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
放送を中止する場合があります。
危機管理課 ☎（62）2119

消防団員（男女）随時募集中

市消防操法大会を開催します

大地震、台風、集中
豪雨などの自然災害が
猛 威を振るう昨今、全
国的に消防団員の重要
性が改めて叫ばれてい
ます。大規模災害が発
生した場合、地域住民
を守る大きな力となるのが消防団です。
消防団は、地域に住む方などにより組織され、一人
一人が生業を持ちながらも、
「自らの地域は自らが守
る」という精神に基づき、地域の安全・安心のために
大きく貢献している優れた組織です。
いつ発生してもおかしくない大地震・風水害に備
え、家族を守り、地域を守る消防団は、
今、あなたの力
を必要としています。
消防本部 総務課 ☎（62）0119

市内にある
18の分団が、
日
頃の訓練成果
を競う市 消防
操法大会を開
催します。
ど なたでも
見学できますので、
ぜひお越しください。
日時 6月3日
（日）午前9時〜
※荒天時は、6月10日
（日）
に延期
場所 長浦消防署
▶駐車場は、長浦駅臨海駐車場をご利用ください。当
日は、駐車場から会場までの無料シャトルバスを運
行します。詳細は、お問い合わせください。
消防本部 総務課 ☎（62）0119

TM

■ガウランド 5月27日（日）〜31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

ちばアクアラインマラソン２０１８

万人を超えるランナーが袖ケ浦

1

21

4

回 目 と な る﹁ ち ば ア ク ア ラ イ ン マ ラ ソ ン

10

今年で

2018﹂が 月 日
︵日︶
に開催されます︒

県内外から参加する

組程度

③ 民 俗 芸 能 系︵ 和 太 鼓 ︑お

募集団体数

はやし︑郷土芸能など︶

市内を駆け抜けます︒今回も︑コース沿道やイベント会場

日︵ 日 ︶午 前

2 21
30

で︑音楽やダンスでランナーを応援し︑大会を一緒に盛り

月

10

上げてくれる団体を募集します︒

日時

ゆりの里︑コース沿
15

時〜午後 時 分頃

場所

注意事項

申込書に必要事

「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。

申込方法

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

道の応援イベント会場

日曜日の住民票などの
証明書交付窓口開設日
5/27・6/10・6/24

・出演料は支払いません︒

市職員を募集／中学校武道教育の地
火葬場整
域連携者に委嘱状を交付
備事業の状況をお知らせします／市営住
後期高齢者医療
宅の入居者を募集
健 康 診 査 ／ユース ボ ラン ティア を 募 集
パートナー＆イベント・ガイド／花まる
ミュージアム・
絵画教室参加者募集
フェスティバル開催／千葉ロッテマリー
ンズの1軍公式戦に無料でご招待／休日
当番医

項 を記 入のう え︑郵 送 ︑Ｆ

インデックス

※出演時間・場 所の指 定は

秘書広報課 ☎（62）2435

参加者の負担となります︒

平川公民館 2階視聴覚室
▶保育の申込みは締め切りました。

また︑出 演に伴 う 経 費は︑

市民会館 3階中ホール
・5月20日
（日）午前10時〜

送 付してください︒申 込書

・屋外で実施可能な演奏・

・5月16日
（水）午後6時30分〜

ＡＸ ︑または電 子メールで

は︑市 役 所で配 布していま

演技に限ります︒

日時・場所

備はありません︒持ち込む

市長が直接市民の皆さんにわかりやすく説明する
ものです。ぜひ、気軽にご参加ください。

場合は︑ご相談ください︒

今・これから」を開催しています。
これは、袖ケ浦の現
況や多様な魅力、主要事業や計画の概要などを、

・ランナーに支障を及ぼす

づくりをさらに進めるため、市長が語る「わがまちの

行為や火気の使用など危険

市では、
市民との情報共有を図り、協働によるまち

・政治・宗 教・企業 宣 伝 活

「わがまちの今・これから」

性のある行為は禁止します︒

〜市長が語る〜

動を目的とする団体は︑応

募でき ません︒また︑主 催

者 が ふ さ わ し く ない と 判

断した場合は︑参加をお断

り︑または実演中止を申し

入れる場合があります︒

前回の沿道応援イベント

募集するイベント

す︒また︑市ホームページか

・ステージや照明・電源の設

前回のおもてなしイベント

できません︒

演奏︶

らダウンロードできます︒

15

① 音 楽 系︵ 吹 奏 楽などの生

②パフォーマンス系︵フラダ

月 日
︵金︶
消印有効

申込期限

チアリーディングなど︶

ンス︑ヒップホップダンス︑

6

11

応援イベントの
参加団体を募集します

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」

市職員を募 集 し ま す

月

月

できます︒

ムページからダウンロード

4 10

なお︑郵送を希望する方

は ︑封 筒 に A 4 判 の 封 筒

年

日

年

31 30

平成 年 月 日・平成 年 月 日採用

1

今 回 は ︑平 成

月

4

1

日採用と︑平成

年

31

日採用の職員採用試験を

︵140 円 分の切 手 を 貼

行います︒

を同封し︑総務課まで送付

なお︑平成
1

り ︑宛 先 を明 記したもの︶

してください︒

給与

2

2

採用の職員採用試験は 回

9

にわけて行い︑ 回目の試

日号で

月に行う予定です︒

月

1

験は

詳細は︑本紙

市給与条例の規定に基づ

日時 5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 5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

き支給します︒

教育委員会議（5月定例会）

受付期間

いつく

お知らせする予定です︒

4月27日に、袖ケ浦市に在住する画家であ
る中島敏明氏より、多くの方に芸術へ触れて
いただくことを目的として、絵画「慈しみ」を
寄贈いただきました。
中島氏からの絵画の寄贈は、今回で3作目
となり、今回の作品は、1作目の「『elegy』
'02−1」とともに、長浦おかのうえ図書館に展
示していますので、渾身の作品をお楽しみください。
なお、今回の寄贈は、市の芸術文化の振興に寄与する功績が大きいことから、
同日に表彰式を挙行し、善行表彰の授与を行いました。
生涯学習課 ☎（62）3744

7

30
10
1

31
4
1

採用
予定日

採用
予定人数

受験資格

平成30年
10月1日

3名程度

昭和62年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた
方、または平成8年4月2日以降に生まれた、学校教育
法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した方、もし
くは平成30年9月までに卒業見込みの方

平成31年
4月1日

2名程度

昭和63年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた
方、または平成9年4月2日以降に生まれた、学校教育
法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した方、もし
くは平成31年3月までに卒業見込みの方

一般
上級
行政職

中学校武道教育の地域連携指導者に
委嘱状を交付しました

袖ケ浦電業会 様

中島 敏明 氏

第一次試験

24

試験職種

寄附金の贈呈

絵画の寄贈

月 日
︵水︶
〜 月 日

日時
6

9

ありがとうございます
4月3日に、袖ケ浦電業会様より、児童の
通学時における安全確保を目的として、昨
年度に引き続き、袖ケ浦市に対し寄附金を
贈呈していただきました。
寄附金は、児童が安全に登下校できるよ
う活用していきます。
学校教育課 ☎（62）3727

︵水︶消印有効

中村 正暁 氏
松尾 嘉介 氏

23

6

市内で受章された方を紹介します（順不同）

危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章（防衛功労）
瑞宝双光章（警察功労）

5

6

月 日
︵日︶午前 時〜

おめでとうございます

申込書の配布

学校支援ボランティアや地域ボランティアと連携して、読み聞かせや紙芝居、朗
読劇などを行っており、地域に根差した読書教育の推進に努めています。
▶生涯学習課 ☎（62）3743
▶学校教育課 ☎（62）3727

総務課

根形中学校

場所 市役所︵予定︶

学校などでの絵本や紙芝居の読み聞かせ活動を中心に、
子どもが読書と親し
めるよう、積極的に活動しています。

総 務 課 ︑平 川 行 政 セ ン

奈良輪らッキー隊

☎︵62︶2106

今回の表彰は、子どもの読書推進に資す
るため、優れた取組みなどを行っている学
校や団体などに対し、
その功績をたたえるも
のです。
奈良輪らッキー隊と根形中学校は、
その功
績が認められ、4月23日（子ども読書の日）に
文部科学大臣から表彰されました。

ター︑長 浦 行 政センターで

文部科学大臣表彰

配 布します ︒また︑市ホー

おめでとうございます

２０１８年（平成３０年）5 月１５日

市では、
中学校の保健体育科授業において
武道教育が必修となったことに伴い、各中学校
に剣道・柔道の専門的な指導力を備えた地域連
携指導者を派遣し、保健体育科担当教員の指
導支援を行い、安全で効果的な武道指導の充
実を図っています。
派遣にあたり、4月23日に、11名の指導者へ教
育長から委嘱状を交付しました。
なお、
委嘱期間は、
平成31年3月31日までとなります。
地域連携指導者（敬称略）
氏名

種目

氏名

種目

氏名

種目

氏名

種目

関口 一眞

剣道

内海 茂美

剣道

加藤 敏行

剣道

出口 進

剣道

石川 恒美

剣道

軽米 満世

剣道

大槻 良教

剣道

小幡 勉

剣道

三浦 利夫

柔道

鈴木 晟夫

柔道

小沼 武志

柔道

体育振興課 ☎（62）3791

明るい選挙推進協議会委員が決まりました
明るい選挙推進協議会委員は、選挙の啓発活動を行う方々です。
なお、
任期は4月1日から2年間となります。
地区名・氏名
（敬称略）
昭和地区 木村 育子、黒木 由久、小尾 明、
山下 勇、
山林 照世
長浦地区 髙橋 泰正、加藤 雅幸、小野 秀夫、小平 純一、近藤 直子
根形地区 柴崎 誠、
山田 まち子、尾髙 和代
平岡地区 冨岡 秀雄、野村 美智子、鈴木 昭雄
中川・富岡地区 小林 亨、柴﨑 稔、薮嵜 加代子、地曳 源樹
選挙管理委員会事務局 ☎（62）3913

審議会などの会議予定

↓
水道事業運営委員会
日時 5月28日
（月）
午後1時30分〜
場所 市役所 2階第一会議室
議題 料金改定について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 5月24日
（木）
担当課 水道局 ☎
（62）
3804
Eメール sode74@city.sodegaura.chiba.jp
協働のまちづくり推進委員会
日時 5月29日
（火）
午前10時〜
場所 保健センター 集団指導室
議題
推進計画の策定方針などについて
→
傍聴定員 6名
（申込先着順）

申込期限 5月25日
（金）
担当課 市民活動支援課
☎
（62）
3102 FAX
（62）
3877
Eメール sode03@city.sodegaura.chiba.jp
農業委員会総会
日時 6月5日
（火）
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 6月4日
（月）
担当課
農業委員会事務局 ☎
（62）
3918
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp

市ホームページのバナー広告を随時募集
掲載料 1枠につき月額10,000円
掲載期間 月の初日からその月の末日までの1カ月単位 ※複数月の掲載も可
規格 ・大きさ 縦60×横140ピクセル
バナー広告とは
・形式 GIF（アニメ可）、JPEG、PNG
市ホームページから広告主
・容量 10キロバイト以下
のホームページにリンクできる
掲載箇所 市ホームページのトップページ下段
広告（画像）のことです。
※アクセス件数は、月平均2万8千件程度
申込方法 申込書に必要事項を記入し、広告の原稿案・業務内容などがわかる書
類（会社案内など）・市税に滞納がないことを証する書類を添付し、郵送または
窓口で提出してください。用紙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。
〒299−0292（住所不要）袖ケ浦市役所 秘書広報課 ☎（62）2465

■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

ライフスタイルを見直し
日ごろから省エネを
・家電製品を長期間使わない時は、
主電源を切りましょう。
・使用していない部屋の照明は、
こ
まめに消しましょう。
・冷蔵庫はむやみに開閉をせず、詰
め込み過ぎないようにしましょう。
環境管理課 ☎（62）3404

スプレー缶は
正しい処理を行い
ごみに出してください
スプレー缶は、爆発事故の危険
があるため、必ずガスを使い切って
から出してください。なお、穴を開け
る作業は危険を伴うため、穴を開け
なくても出すことができます。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセ
ンター内）☎（63）1881

1

29

火葬場整備事業の状況をお知らせします

な っ せ ん

月 日に︑
袖ケ浦市︑
木更 津

紙の性質はリサイクルに適しているため、
古紙は資源として出し、木材資源の有効
利用を図りましょう。
資源物として出せる古紙
新聞・雑誌・段ボール・紙パック・雑がみ
古紙類を出すときのお願い
・古紙によってリサイクルの仕方が変わるため、
それぞれ
分別して、
ビニール紐などで縛って出してください。
また、新聞は新聞用紙袋、雑がみは紙袋に入れて出し
ても回収します。
・汚れたり濡れたりするとリサイクルできなくなるため、
雨天時には出さないでください。
▶個人情報などに配慮することはできません。
資源物として出せない古紙
内側に銀紙がついている紙パック・紙コップなど防水加工された紙・カーボン紙・
感熱性発泡紙・合成紙・ティッシュペーパー・シュレッダーダスト・金属が箔押しされ
た紙・捺染紙・ノーカーボン紙・圧着ハガキ・感熱紙・写真用紙・タオルペーパー・に
おいの付いた紙
廃棄物対策課（クリーンセンター内）☎（63）1881

年

古紙は燃せるごみではなく資源として出しましょう
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施設整備費 4市均等割20％、人口割30％、単独整備炉割50％
※単独整備炉割とは、各市が単独で火葬場を整備する場合の想定火葬
炉数に応じて負担する割合です。
施設管理運営費 4市均等割20％、利用者割80％
新火葬場周辺市道整備事業費 新火葬場への進入路である市道3路線
のうち、火葬場前面の「市道234−2号線」の用地取得費を除いた整備
事業費を4市均等割とします。
▶地元対策事業費やPFIモニタリング業務に係る負担割合については、引
き続き協議を進めていきます。

市営住宅の入居者を募集します

美化活動などのトラックレンタル代金を負担します
市内の自治会などが自発的に行う環境美化活動などで、収集したごみの運搬用とし
てトラックをレンタルする際に、
市がその費用を負担します。
ぜひ活用してください。
対象 市内の自治会などの団体 ※個人は対象外となります。
申請などの手順
①トラックをレンタルする5日前までに、印鑑を持参して、環境管理課窓口で申請する。
②レンタル当日、①で承認を受けた申請書を市指定のレンタカー会社に提出し、
トラック
を借りる。
③活動終了後、環境管理課へ実績報告（活動時の写真や、クリーンセンターの計量票
の写しなどの証拠書類の提出）
を行う。
貸出条件
・燃料費と時間超過分代金は自己負担すること
・レンタカーの使用に際し、
レンタカー会社の約款を遵守すること
環境管理課 ☎（62）3413
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火葬場の整備は︑
平成

▶空き家に関すること 都市整備課 ☎
（62）
3516
▶空き地の雑草、
草刈機の貸出に関すること 環境管理課 ☎
（62）
3413
▶道路への草・木の張り出しに関すること 土木管理課 ☎
（62）
3558
▶空き家の見回りや除草に関すること シルバー人材センター ☎
（63）
6053

4

市︑
君津市︑
富津市で
﹁
︵仮称︶
木更津市火葬場整備運営事業﹂

無料で草刈機を貸し出します
市では草刈機を持っていない方に、無料で貸出を行っています。
ぜひ、
ご利用ください。
貸出の対象
・市内に住所がある個人、
または市内に存在する団体
・市内に土地を所有する個人または団体
貸出条件
・草刈機を使用する場所が市内の土地であること
・貸出期間は申請日から8日間以内
・貸出台数は5台まで
・燃料と刈刃は自己負担
申請方法 印鑑を持参して、環境管理課窓口で申請してください。なお、
事前に
電話などによる予約もできます。
▶市では、
平成29年度に、75件（132台）の草刈機の貸出を行いました。

に関する覚書を締結し︑
現在︑ 市共同で平成 年度の供用

適正に管理されずに放置された建物（空き家）
は、損傷･腐食などの劣化が進み、
屋根･外壁などが一部飛散したり、建物が倒壊するなど、保安上危険となることがあ
ります。
また、土地（空き地）
は、雑草や木の枝の張り出し、
ごみの放置などにより、近隣トラ
ブルの原因や交通の支障となる恐れがあります。
特に、
これから雑草が生い茂る時期となりますので、定期的な刈取りと、刈取り後
の雑草の適切な処理をしましょう。
この機会に、
ご自身や親族が所有する財産について、
今一度現地を確認し、周囲
の迷惑とならないよう適正な管理をお願いします。

平成29年度は、火葬場建設前の準備業務である
基本計画の策定のほか、現況測量・境界測量・環
境影響調査などを行いました。今回策定した基本
計画は、施設の内容や規模、土地利用計画、造成
計画などを総合的に検討し、火葬場として必要な区
域や施設を設定するなど、
平成28年度に策定した
「（仮称）木更津市火葬場整備運営事業基本 構
想」をより具体化するものです。
事業主体である木更津市では、
平成30年1月5日
から2月5日まで「（仮称）木更津市火葬場整備運営
事業基本計画（案）」に係る意見公募を行い、
その
内容と修正箇所を、木更津市のホームページで公表
しました。
また、4市では、PFI事業契約に基づく
「施設整備
費」、
「施設管理運営費」、
「新火葬場周辺市道整備
事業費」の負担割合に合意し、
協定を締結しました。
※PFIとは、公共施設などの建設や維持管理、運営
などを、民間の資金・経営能力、技術的能力を活
用して行う手法です。

環境管理課 ☎
︵62︶
3413

所有財産（建物・土地）の適正管理をお願いします

開始を目処に整備する方向で︑
調査・検討を進めています︒

２０１８年（平成３０年）5 月１５日

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 5月15日
（火）〜31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
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 7月13日
（金）
建築住宅課 ☎（62）3645
こんきゅう

女性相談員による特設人権相談を行います
6月1日は「人権擁護委員の日」です
市では、人権擁護委員の日にちなみ、6月7日
（木）
に特設人権相談所を開設します。
今回は、女性相談員が相談に応じます。
相談は無料で、秘密は守られます。女性・子ども・高齢者などをめぐる人権トラブルな
ど、困っている方は気軽に相談してください。
日時 6月7日
（木）午前10時〜正午
場所 市役所 1階第2相談室
※人権擁護委員による通常の相談日は、本紙毎月1日号に掲載しています。
市民活動支援課 ☎（62）3102

障がいのある方に就労支援などを行っています
福祉作業所「うぐいす園」では、
「障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援
するための法律（障害者総合支援法）
」に基づき、障がいのある方に生産活動の機
会の提供や、知識と能力の向上のために必要な訓練などを行い、障がい者自身とそ
の家族の福祉の増進を図るため、生活介護や日中一時支援などのサービスを提供
するなどの支援を行っています。
ぜひ、気軽にお問い合わせください。
施設名 福祉作業所うぐいす園（大曽根862−1）
▶福祉作業所うぐいす園 ☎・FAX（63）2266
▶障がい者支援課 ☎（62）3187

２０１８年（平成３０年）5 月１５日

集まれ 高校生・大学生！

ユースボランティアを募集しています
市では、公民館や図書館などで行
われる様々な事業に、ボランティアと
して一緒に活動してくれるユースボラ
ンティアを募集しています。子どもた
ちの「お兄さん」
「お姉さん」として活
動しませんか？
活動内容
そでがうらわんぱくクエスト、博物
わんぱくクエストのゴールを持つ
館や図書館事業、公民館での通学
ユースボランティア
合宿などのお手伝い
対象 市内在住、在学で高校生以上の学生、
またはこれに準じる年齢の方
申込方法 電話または電子メールで申し込んでください。
生涯学習課 ☎（62）3743
Eメール sode30@city.sodegaura.chiba.jp

スポーツレクリエーション祭を開催します
期日 6月17日
（日） ※雨天の場合、
グラウンドゴルフの部は30日
（土）
に延期
グラウンドゴルフ
場所 総合運動場 市営球場
対象 市内在住で、小学生以上の方
ソフトバレーボール
場所 臨海スポーツセンター 体育館
部門 一般女性の部・一般男女混合の部・50歳以上男女混合の部
対象 市内在住で、1チーム8名（控え選手、監督を含む）で構成されたチーム
※学生と市外在住で総合型地域スポーツクラブに所属している方は、オープン参加
として出場できます。
▶今年度から、
「一般女性の部」の上位２チーム、
「一般男女混合の部」と「50歳以
上男女混合の部」の優勝チームは、10月28日
（日）
に開催される君津地区スポレク
祭に参加していただきます。
共通事項
申込方法 申込書に必要事項を記入し、
体育振興課へ提出してください。申込書と
要項は、総合運動場、臨海スポーツセンター、
市民会館、各公民館で用意していま
す。詳細は、
要項をご確認ください。
申込期限 6月1日
（金）
体育振興課 ☎（62）3791

袖ケ浦をオルカ色に染めよう
なでしこリーグ2部 オルカ鴨川FCのホームゲームを開催
南房総地区初の女子サッカーチームとして2014年に発足したオ
ルカ鴨川FCが、スフィーダ世田谷FCとの公式戦を袖ケ浦市で開催
します。
その他にも、当日は、
「オルガウラカップ2018（サッカーのミニゲー
ム大会）
」や「オルガウラダンスフェスタ2018」を開催します。
また、飲
食店を中心としたオルカ横丁を出店する予定です。
日時 6月24日
（日）午後1時開始（午前11時開場）
場所 総合運動場 陸上競技場
入場料（スタンド席） 大人1,200円（1,000円） 子ども300円（200円）
※カッコ内は割引料金です。なお、芝生席は無料となります。
▶スタンド席の入場料が割引となるチラシを配布します。また、2月25日に開催した
「ウォーキングフェスタ2018in袖ケ浦」の完歩証を持参すると、
チラシがなくても
割引料金で入場ができます。
チラシ配布場所 市民会館、各公民館、総合運動場、臨海スポーツセンター
スポーツボランティアを募集します
仕事内容 会場整理、会場案内 など
対象 高校生以上
申込方法 氏名・年齢・住所・電話番号・希望する仕事内容を、
電話、FAX、
または
電子メールでお知らせください。
申込期限 6月1日
（金）
体育振興課 ☎（62）3791 FAX（63）9680
Eメール sode31@city.sodegaura.chiba.jp

臨海スポーツセンター

フットサル交流会を開催します

参加者の皆さんで楽しくプレーすることをモットーに開催します。
成績上位チームには景品も用意していますので、
ぜひご参加ください。
日時 6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
（1チーム5名以上、
申込先着順）
参加費 1チーム4,000円
その他 ルールの詳細は、
申込時に窓口で配布します。
また、
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にお越しください。
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。なお、電話と
FAXでの申込みはできません。
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

ガウラ健康マイレージ
対象事業

後期高齢者医療健康診査が始まります

対象の方には、5月末頃に受診券を送付します。
なお、昭和18年6月〜12月生まれの方の健診実施時期は平成31年2月となるため、
受診券は1月末頃に送付する予定です。
期間 6月1日
（金）〜9月30日
（日）
受診できる医療機関 袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市の医療機関
※受診券と一緒に実施医療機関一覧表を同封します。
対象 昭和18年5月31日以前に生まれた方
※65歳以上の障がい認定によって、後期高齢者医療制度に加入し
た方も対象となります。
費用 無料
保険年金課 ☎（62）3092

5月31日〜6月6日は「禁煙週間」です
5月31日は「世界禁煙デー」
世界禁煙デーは、
「たばこを吸わないことが一般的な社会習慣となるよう様々な対策
を講ずるべきである」という世界保健機構（WHO）の決議により、昭和63年に設けられ
ました。
たばこの煙に含まれる有害物質をご存じですか
たばこの煙には、4,000種類以上の化学物質が含まれ、
ニコチンや一酸化炭素など、
約250種類の有害物質や50種類以上の発がん性物質が含まれています。
他の人が吸っているたばこの先から出る煙（副流煙）には、喫煙している本人が口か
ら直接吸い込む煙（主流煙）
よりも高い濃度の有害物質が含まれています。
家族や周りの人に煙がかからないように、換気扇の下でたばこを吸う人がいますが、
家庭の換気扇では、たばこの煙に含まれる多くの有害ガスは取り除けません。ベランダ
で吸う場合も、たばこの煙が上の階に住む人にかかったり、灰が周りに飛ぶなどの危険
があります。
また、吸い終わった直後、4〜5回までの息には、たばこを吸っている時と同じくらいの
有害ガスが含まれています。吸い終わってすぐに部屋に入ると、たばこの有害成分が一
緒に持ち込まれることになり、
受動喫煙は防げません。
この機会に、
受動喫煙防止の必要性について考えてみましょう。
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

日時 5月30日
（水）午前10時〜11時45分、
午後1時〜4時
場所 保健センター
採血基準
200㎖
400㎖
男女とも16〜69歳
男性17〜69歳 女性18〜69歳
年
齢
※65〜69歳の方は、採血者の健康を考慮し、60〜64歳の間に献
血の経験がある方に限ります。
体
重 男性 45kg以上 女性 40kg以上
男女とも50kg以上
年間総採血量
男性 1,200㎖以内 女性 800㎖以内

※検査用血液として、約20㎖多く採血させていただきます。なお、成分献血はあり
ません。
また、献血会場では、骨髄バンク登録会も行います。
健康推進課 ☎（62）3162
こ つ ず い

袖ケ浦いきいき百歳体操市内交流大会を開催
袖ケ浦いきいき百歳体操は、週1回程度の体操で、筋力やバランス能力を高める
効果があり、参加者同士の交流も深まるなど元気な地域づくりにつながっています。
現在、53グループ、約1,000人の高齢者が、
自主的に取り組んでいます。
今回、
住民主体の通いの場「袖ケ浦いきいき百歳体操」の市内交流大会を開催し
ます。大会では、
グループの表彰や百歳体操の一部
実演、
保健師による健康講座を行います。
日時 6月16日
（土）午後1時30分〜3時30分
場所 市民会館 大ホール
対象 袖ケ浦いきいき百歳体操に興味がある方
定員 300名（当日先着順）
参加費 無料
高齢者支援課 ☎（62）3225

ちょいボラ講座

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、放課後子ども教室の子どもたちを見守りながら、
一緒に歩いて帰ります
（ちょいボラ）。
なお、講座は全10回を予定しており、
今回は7月までの日程をお知らせします。
期日 5月31日、6月28日、7月19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 30名（申込先着順）
持ち物 上履き、
ヨガマットなど（貸与あり）、
タオル、飲み物
参加費 各500円（保険代 ほか）
生涯学習課 ☎（62）3743

２０１８年（平成３０年）5 月１５日

↓
種目 100m・200m・400m・1500m・3000m・5000m
対象 市内在住、在勤、在学の中学生以上の方
※中学生は、保護者の許可書（任意の様式で署名・捺印
したもの）が必要です。
参加費 300円（保険代）
申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号を、FAXまたは
電子メールでお知らせください。
申込期限 6月1日
（金）必着
体育協会 陸上専門部 松木
☎090（3812）3261 FAX（62）7247
Eメール sakae43@sirius.ocn.ne.jp
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名画鑑賞会「日の名残り」

市民ボウリング大会

英国の名門家に一生をささげてきた老執事が自身の半
生を回想し、職務に忠実なあまり断ち切ってしまった愛を
確かめるさまを描いた人間ドラマです（1993年制作）。
原作 カズオ・イシグロ
監督 ジェームズ・アイヴォリー
出演 アンソニー・ホプキンズ、
エマ・トンプソン ほか
日時 5月23日
（水）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 字幕あり
長浦おかのうえ図書館

日時 6月10日
（日）午後1時開始（0時30分受付）
場所 アイビーボウル（君津市坂田）
競技方法 男女や年齢は問わず、ハンディー戦3ゲームの
トータルピンで順位を決定します。
対象 市内在住、在勤の方
参加費 2,000円（中・高校生は1,500円）
申込期限 5月31日
（木）
市体育協会 ボウリング専門部
西川 ☎・FAX（63）1062 在原 ☎090（2452）4543

袖ヶ浦落語同好会 発表会
市民卓球大会（シングルス）
日時 7月16日
（祝）午前9時〜
場所 臨海スポーツセンター 体育館
種目
一般男女シングルス
（1部・2部）、
シニア
（60歳以上）
対象 市内在住、在勤、在クラブ、在学の方
参加費 中学生以下400円、高校生以上700円
※当日集金します。
申込方法 申込代表者の住所・氏名・電話番号と、参加
者氏名を、FAXでお知らせください。
申込期限 6月26日
（火）
市体育協会 卓球専門部 松原
☎090（4240）2908（19：00〜21：00）
社教連協事務局

笑う門には福来たる。落語4席のほか、腹話術や手話
ダンスもお楽しみください。
日時 6月10日
（日）午後1時30分〜4時
場所 長浦公民館 2階研修室（椅子席）
定員 80名（当日先着順） ※未就学児の来場は不可
入場料 100円（福祉に寄付します）
袖ヶ浦落語同好会 山田家きさっぺ
☎090（9203）5107

ちば里山カレッジ「森を知ろう・森に学ぼう」
期日 6月24日
（日）〜12月2日
（日）の間で全5回
場所 千葉県緑化拠点施設（袖ケ浦市） ほか
定員 25名（申込先着順）
受講料 5,000円（傷害保険料含む）
募集期間 5月15日
（火）〜6月20日
（水）
ちば里山センター ☎（62）8895
きつおん

吃音（どもり）を考えるつどい
5月19日
（土）
に、東京ドイツ村で、
世界最高峰の障害物
レース「スパルタンレース」が開催されます。
これに伴い、当
日は東京ドイツ村の入園料が無料になります。
日時 5月19日
（土）午前9時30分〜午後5時
※最終入園は、
午後4時までとなります。
入場料 無料 ※別途駐車料金（1,000円）
が必要です。
東京ドイツ村 ☎（60）5511

日時 6月10日
（日）午後1時〜4時30分
場所 千葉市ボランティアセンター ボランティア活動室1
（きぼーる11階）
内容 講演「吃音者が生きやすくなるには何が必要か」、
吃音の体験発表、吃音問題解決に向けての話し合い
定員 60名（申込先着順）
申込期限 6月9日
（土）
▶千葉言友会 松尾 ☎090（5423）3294
▶千葉言友会 渡辺 FAX0436（50）1855
Eメール chibagenyuukai@gmail.com

里山を歩く会 初夏の里山散策

ちばIBD 潰瘍性大腸炎＆クローン病医療講演会

東京ドイツ村
イベント開催により入園料が無料になります

かいようせい

里山散策後は、梅の実とジャガイモの収 穫を行い
ます。詳細は、お問い合わせください。
日時 6月2日
（土）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 山下 ☎090（4416）7645

袖ケ浦ミュージカルアカデミー体験会2018

期日 7月28日
（土）
場所 総合運動場 陸上競技場
※雨天時は臨海スポーツセンター アリーナ
種目 ドッジボール
参加費 一人100円（当日集金）
※市子ども会育成会連絡協議会に加盟している参
加者は無料です。
申込方法 参加申込書とメンバー表を、生涯学習課
または公民館などに提出してください。
▶対象などの詳細は、お問い合わせください。
申込期限 6月17日
（日）
大会説明会・組合せ抽選会
日時 7月8日
（日）正午〜
受付 午前11時30分
場所 平川公民館 2階視聴覚室
生涯学習課 ☎（62）3743

鈴木
真澄

期間 5月27日（日）〜6月9日（土） ※初日は午後1時から。最終日は午後5時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046

早春の雨に濡れつつ鳴く鴉
こゑさへ重く遠ざかりたり

国昭

わが町に古代ロマンの光り射す

山野貝塚は海のぞむ丘︵国指定︶ 小暮

綾子

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「自由画室」作品展示

子どもスポーツ大会を開催

和田

→

君津健康福祉センターでは、思春期の子どもの問題
行動に対する対応方法や子育て相談に応じています。
ぜひ、気軽にご相談ください。
期日 毎月第2水曜日
時間 午前9時30分〜11時30分
場所 君津健康福祉センター2階（木更津市新田）
君津健康福祉センター 地域保健課 ☎（22）3744

地域での子育て相互援助活動を支援するファミ
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、様々なテーマで講座を開催しています。
今回は「子育てを楽しむために」をテーマに、
子ど
もの発育・発達に応じた親子間のコミュニケーション
について学びます。
楽しんで子育てする方法を、一緒に学んでみませ
んか。
日時 5月31日
（木）午前10時〜正午
場所 保健センター
講師 市職員
対象 市内在住の方
定員 20名（申込先着順）
参加費 無料
申込期限 5月26日
（土）
▶当日は、保育がありませんので、お子さんと一緒に
参加してください。
ファミリーサポートセンター ☎・FAX（64）3115

颯爽と女孫の出でゆく入社式
着なれぬスーツに溢れる笑顔

日時 6月10日
（日）午前9時〜
場所 袖ケ浦市陸上競技場 ※トラックのみ

要予約

子育てを楽しむために

睦子

市民陸上競技記録会

思春期相談を開催

テーマ

鈴木志津子

期日 6月9日
（土）
・16日
（土）
・23日
（土） ※雨天中止
時間 午後1時30分〜8時30分
場所 上総自然学校（袖ケ浦市川原井）
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 各20名（申込先着順）
申込期限 各開催日の1週間前
▶参加費などの詳細は、お問い合わせください。
上総自然学校 町田 ☎（75）7414 FAX（75）7630

日時 10月13日
（土）午後1時30分〜3時30分
場所 TKPガーデンシティ千葉（千葉市中央区問屋町）
受験願書の受付
期間 5月29日
（火）〜31日
（木）
時間 午前10時〜午後4時
場所 君津健康福祉センター（君津保健所）
▶受験願書は、
千葉県内各健康福祉センター（保健所）
と千葉県健康づくり支援課で配布しています。
君津健康福祉センター 地域保健課 ☎（22）3744

ファミリーサポートセンター主催
講座を開催します

万華鏡のごとくネオンを映しいる
隅田の川を屋形船行く
山口

上総自然学校 草取り＆ホタル観賞

平成30年度調理師試験

花まる絵画教室参加者募集
水 彩画に親し
むための基 礎 学
習と友だちづくり
を目指して開催し
ます。
期間 6月〜12月
※全6回の開催と
なります。
時間 午前9時30分〜10時45分
場所 根形公民館 2階アトリエ
対象 市内の小学校に通う1〜3年生
定員 16名（申込多数の場合は抽選）
参加費 無料 ※絵の具などは持参
申込方法 住所・氏名・電話番号・学校名・学年を、
電話、
電子メール、
または窓口でお知らせください。
申込期限 5月30日
（水）
根形公民館 ☎（62）6161
Eメール sode63@city.sodegaura.chiba.jp

児童らの声高くして響く窓
さくら満開の風通りくる

袖ケ浦ミュージカルアカデミーは、
ミュージカルの練習や
発表をとおして楽しく活動しています。
体験会では、
これまでの公演作品から歌とダンスを披
露し、
その後、大ホールのステージで一緒にダンスを踊り
ます。ぜひ、
ご参加ください。
日時 6月3日
（日）午後2時開演（1時30分開場）
場所 袖ケ浦市民会館 大ホール
入場料 無料
今関 ☎（62）2387

日時 6月30日
（土）午後2時〜5時（1時30分受付）
場所 千葉市生涯学習センター 大研修室（千葉市中央
区弁天）
内容 医療講演会、患者同士の交流会
定員 100名（申込先着順）
参加費 500円
（資料代） ※同伴の家族は2名まで無料
▶申込方法などの詳細は、
ちばIBDホームページをご覧く
ださい。
ちばIBD 竹井 ☎080（3421）7872（12：00〜13：00）
HP http://www.chiba-ibd.com/

根形公民館

２０１８年（平成３０年）5 月１５日

市の情報はこちらから

ミュージアム・フェスティバル開催
テーマ

古代人の技術に挑戦−火おこし・まが玉づくり・貝輪づくり−

6

日︵土︶

2

20日

さくま耳鼻咽喉科医院 （午前9時〜正午）
（60）
2787
耳鼻咽喉科
〔神納617-1〕

●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

工事店・電話（9：00〜17：30）
（63）
3271

5月20日〜26日 鈴木住宅設備 （62）
0020
5月27日〜6月2日 協同建設

（75）
7077

水道事故の緊急時連絡先
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
5月21（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

5月16日〜31日

●軽自動車税 全期
納税課 ☎（62）2647
―納期内納付を心がけましょう―

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
世界卓球での日本の活躍、とりわけ
若い世代の活躍ぶりは、とても感動的
でした。私もチキータしてみたくなりま
した。
（S.Y）

両日

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

月〜金
水道局 ☎
（62）
3897

3

内科
（62）
1822
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

月日

6

日︵日︶

田部整形外科
整形外科（62）
4155
〔蔵波台5-19-7〕

月

20日

5月15日〜19日 北袖商事

コロネード
(火おこしのみ雨天中止）
※貝輪づくりは体験学習室

化石発掘
たたき染め
ミニ袖凧づくり

10：15〜15：00 正面広場（新館1階廊下）
正面広場

模擬店（駄菓子・ポップコーン・わたあめ など）
戦国武将体験
（鎧を着てみよう！）、
平安貴族体験
（十二単衣を着
てみよう！）
上総掘り体験
ミュージアムコンサート
（袖ヶ浦高校 吹奏楽部）
子ども向け文芸（
「空とぶくじら」
による手作り紙芝居）

水のふるさと（雨天中止）
10：45〜11：15 正面広場（エントランスホール）
13：30〜14：00 映像展示室
コロネード
(火おこしのみ雨天中止）
※貝輪づくりは体験学習室

たたき染め
ミニ袖凧づくり
模擬店（駄菓子・ポップコーン・わたあめ など）

10：00〜15：00 正面広場（新館1階廊下）
正面広場

戦国武将体験
（鎧を着てみよう！）、
平安貴族体験
（十二単衣を着
てみよう！）
上総掘り体験
ミュージアムコンサート
（大道芸人 油井ジョージ ワンマンバンド） 10：30〜11：00
ジャグリング
（木更津高校 ジャグリング部）
11：15〜11：45
まさるさんのかんたん紙細工教室
13：00〜14：00

−
一部有料
300円
100円
300円
有料

水のふるさと（雨天中止）
正面広場
（映像展示室）
正面広場（雨天中止）
アクアラインなるほど館

10：00〜15：00 研修室

博物館で学ぼう 友の会コーナー（作品展示・研究発表展示）

10：00〜15：00 研修室・エントランスホール など
9：00〜17：00

無料

一部有料
300円
100円
300円
有料

エントランスホール

喫茶
「ミューズ」
特別展「山野貝塚のヒミツを探る」

参加費

エントランスホール

化石発掘

電話

場所(カッコ内は雨天時)

10：00〜10：15 正面広場（エントランスホール）

古代人の技術に挑戦−火おこし・まが玉づくり・貝輪づくり−

診療科目

菱沼医院
27日
〔福王台3-1-1〕

ミニ袖凧づくり
時間

オープニングセレモニー
（袖ヶ浦高校 吹奏楽部）

診療時間 午前9時〜午後5時

当番医

たたき染め体験

催し物

期日

休日当番医
5月

そではくで遊ぼう！ワクワク体験

毎年、楽しい企画がいっぱいのミュージア
ム・フェスティバルを今年も開催します。
好評のミニ袖凧づくり、たたき染め、火お
こし・まが玉づくり、化石の発掘など、
皆さん
が楽しめる企画が盛りだくさんです。
今年は新たな企画として、縄文時代の貝
輪づくりも企画します。
ぜひ、
お越しください。
郷土博物館 ☎（63）0811

月

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

特別展示室

無料

有料
無料
無料

千葉ロッテマリーンズの1軍公式戦に500組1,000名を無料でご招待
千葉ロッテマリーンズ 対 北海道日本ハムファイターズ
市では、スポーツを通じて地域振興・地域貢献に取り組み、
青少年の健全な育成や市民の健康増進、豊かな社会生活を
実現することを目的としたフレンドシップシティ協定を、
千葉ロッ
テマリーンズと締結しています。
その一環として、
市民の皆さん500組1,000名を1軍公式戦へ
無料でご招待します。
また、800名を優待します。
日時 7月8日
（日）午後2時開始（正午開場）
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
招待枠 内野指定席500組1,000名（申込多数の場合は抽
選）
優待枠 内野自由席800名（申込先着順）
優待入場料 大人2,000円、
子ども1,000円
※優待大人チケットは、先着500枚がTシャツ付きの企画チ
ケットとなり、1回につき10枚まで購入ができます。なお、優待
子どもチケットにはTシャツは付属しません。
応募方法 応募専用ホームページ
（http://www.
cnplayguide.com/marines/sodegaura）、
また
はQRコードから応募してください。

シーファ ティータイム
コンサートを開催します
市国際交流協会では、
音楽とお茶を楽しむティータイムコ
ンサートを開催します。
今回のコンサートは、沖縄の演舞です。
どなたでも参加できますので、
ぜひお越しください。
日時
5月26日
（土）午後2時開演（1時30分開場）
場所 市民会館 3階中ホール
出演 ゆいまーる＆龍覇
参加費 大人（中学生以上）1,000円、小学生 500円
※チケット制（当日券あり）
市国際交流協会事務局（市民活動支援課内）
☎（62）3102

受付期間
・招待枠 5月20日
（日）午前10時〜6月10日
（日）午後10時
・優待枠 5月20日
（日）午前10時〜6月30日
（土）午後10時
※招待枠の抽選結果は、6月15日
（金）
に電子メールでお知らせ
します。
市名入り特別ロゴ掲出試合を行います
公式戦3試合で「袖ケ浦市」の特別ロ
ゴ入りユニホームを着用します。
試合日時・場所
・1軍公式戦 オリックス・バファローズ戦
7月5日
（木）午後6時〜
京セラドーム大阪（大阪府大阪市西区）
・1軍公式戦 北海道日本ハムファイターズ戦
7月8日
（日）午後2時〜、ZOZOマリンスタジアム
・2軍公式戦 東京ヤクルトスワローズ戦
8月18日
（土）午後5時〜、
袖ケ浦市営球場
▶マリーンズインフォメーションセンター ☎03（5682）6341
▶体育振興課 ☎（62）3791

郷土博物館・
友の会共催

自然と歴史の散策会

期日 6月16日
（土）
場所 ・東京都美術館（東京都台東区上野公園）
・寛永寺（東京都台東区上野桜木）
集合
郷土博物館 駐車場（8：30）、
市役所 裏駐車場（8：50）
対象 市内在住・在勤の方
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
参加費 3,000円程度（入場料 ほか）
申込方法 往復はがきに、参加者全員
（2名まで）の住所・
氏名・年齢・電話番号・希望する集合場所を記入し、
申し
込んでください。
申込期限 6月1日
（金）消印有効
〒299−0255 下新田1133 郷土博物館 ☎（63）0811

