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午後 時〜

日時

場所 市民会館 大ホール

次 代の担い手である青 少

年の健全育成を図るには︑
地
1

月 日
︵土︶

保育があります

日

域の皆さんによる日 常 的な

育成活動を活発に行うこと

月

2

大 会 中 ︑お 子 さんの保 育

を 希 望 する方は
7

が大切です︒

青少年育成袖ケ浦市民会

だ さい︒保 育 の 対 象 は ︑満

2

議では︑
皆さんが青少年の健 ︵ 月 ︶ま でに 申 し 込 んで く

全育成に対する理解と関心

さんで︑
おやつ代などで一 人

生涯学習課

歳から就 学 前までのお子

動するきっかけになることを

300円が必要です︒

入場無料
手話通訳あり

☎
︵62︶
3743

午後2時30分〜
市民会館 大ホール

命の授業

7月7日（土）

市民三学大学講座

氏

出張！ゴルゴ塾

ゴルゴ松本

（お笑い芸人）

青少年健全育成推進大会記念講演

テーマ

講師

を深めるとともに︑
地域で活

願って︑
青少年健全育成推進

実践発表団体「もりのこクラブ（昭和小学校）」

今回の市民三学大学講座は︑お笑い芸人のゴルゴ松本

さんを講師にお迎えします︒

芸人の仕事のかたわら︑様々な施設で青少年に向けた

講演活動をボランティアで行っているゴルゴ松本さん

の︑漢字を使った熱い講演を聴くことができます︒

ぜひ︑ご参加ください︒

お笑いコンビ﹁TIM﹂のメンバー︒2011年から様々

︿ 講師プロフィール﹀

な施設で青少年に向けたボランティア講演の活動をス

タートする ︒
﹁命﹂
﹁言葉﹂
﹁人生﹂
﹁日本人﹂をテーマに︑
魂

の こ も っ た 熱 い 授 業 を 展 開 ︒ そ の 活 動 が テ レ ビ や 新 聞︑

3

雑誌などで取り上げられ︑
大きな反響を生む︒2014年

月に︑
法務省東京矯正管区から表彰される︒

生涯学習課 ☎
︵６２︶ ７４３

12

大会を開催します︒

ぜひ︑
ご参加ください︒

実践発表団体「あそボラ！！やかたっ子広場（長浦小学校）」

7
7

プログラム
12:30 受付
13:00 開会行事（青少年育成者感謝状贈呈 ほか）
実践発表「放課後子ども教室（もりのこクラ
13:45
ブ、あそボラ！！やかたっ子広場）」
14:10 袖ケ浦市子育ての提言
記念講演（市民三学大学講座と共催）
14:30 ｢出張！ゴルゴ塾 命の授業｣
講師 ゴルゴ松本 氏（お笑い芸人）
16:00 閉会

青少年健全育成推進大会
を開催します

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」

7月7日（土）
市民会館
大ホール

し ょ う ぶ

花菖蒲まつりを開催します

ちばアクアラインマラソン2018を盛り上げよう


かすり

当日は、 絣 姿
の花 摘み娘 が 花
ガラ摘みを行う演
出もあり、風情豊
かで 美しい 花 菖
蒲をお楽しみいた
だけます。
日時 6月10日
（日）
午前10時〜午後3時
※小雨決行、荒天中止
場所 袖ケ浦公園 花菖蒲園
内容 花摘み娘による花ガラ摘み実演（午前・午
後各1回予定）、管理 組合による草花の苗の販
売、花菖蒲柄太巻き寿司の販売 など
※太巻き寿司の販売は、午前10時30分からです。
袖ケ浦公園管理組合（指定管理者）
☎（63）
6560

袖ケ浦市オリジナル・チャリティポロシャツを発売
市では、
市全体で
「アクアラインマラソ
ン2018」
を盛り上げ
ていくため、左 胸
に 市 マ ス コ ット
キャラクター「ガウ
ラファミリー」がプ
リントされた大会
開催記念ポロシャツを作成しました。
この機会に、スポーツ仲間や職場仲間、所属サーク
ルなどで、お揃いのポロシャツを着てみてはいかがで
すか？
なお、売り上げの一部は、市社会福祉協議会に寄付
します。

人口の動き 5月1日現在（

人口
男
女
世帯

63,322（＋071）
31,940（＋031）
31,382（＋040）
26,800（＋084）

）内は前月比

転入 322〈男169/女153〉
転出 244〈男134/女110〉
出生 041〈男022/女019〉
死亡 048〈男026/女022〉

「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。
TM

サイズ
販売価格（税込）

SS〜LL
2,400円

3L
2,500円

4L・5L
2,700円

カラー
・ノーマルタイプ（ポケット付き）
ホワイト、ブラック、ネイビー、グレー、ライトグリー
ン、ターコイズ
・ボタンダウンタイプ（ポケットなし）
ホワイト、ブラック、ネイビー、ライトピンク、ミントグ
リーン、サックス
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

市民の力で袖ケ浦をPR

インデックス

市職員を募集／パブリックコメント
シー
トベルトとチャイルドシートの強化月間／男女共
同参画セミナー
環境月間
良好な景
観まちづくりへご協力を／土砂災害防止月間
自主防災実務者講習会／スポーツボラン
ティアを募集
パートナー＆イベント・ガイド
産後ケア事業を開始／若年期健康診査と肝
炎ウイルス検診
相談ガイド・健康インフォ
メーション
そでがうら一店逸品「お店め
ぐりツアー」／子どもの本の講座／休日当番医

販売場所 ギフトふじい（奈良輪）、臨海スポーツセン
ター、親和商店（君津市人見）
サイズ・販売価格

あなたも「そでがうらアンバサダー」になりませんか
市の認知度向上や定住促進などを目的としたシティ
プロモーションの一環として、今年度から新たに「そで
がうらアンバサダー」によるPR事業をスタートします。
これは、プロのカメラマンとライターが撮影と取材を
行い、皆さんの袖ケ浦での暮らしや働き方、子育て、教
育に関するインタビュー記事を、市ホームページ内に新
たに開設する「シティプロモーション用の特設サイト」に
掲載し、市外向けに袖ケ浦の魅力をPRするものです。
市のPRに興味のある方は、気軽に電話や電子メール
でお問い合わせください。
特設サイトの公開時期 平成30年9月（予定）
▶応募いただいた方全員を取材するとは限りませんの
で、ご了承ください。
秘書広報課 ☎
（62）
2465
Eメール koho@city.sodegaura.chiba.jp

■千葉ロッテマリーンズの1軍公式戦に無料ご招待

募集するアンバサダーの例
・アクアライン高速バスなどで都心方面へ通勤する方
・市内の企業や事業所に勤務している方
・市内で農業・商業などを営んでいる方
・市内で子育て中の家族
・市内で子育てや教育関係の仕事に携わる方
・袖ケ浦市のPRに関心のある方 など
普段みんなが感じてい
る「袖ケ浦のいいところ」
をたくさん 教 えてほしい
ガウ！
ぼくたちと一 緒に袖ケ
浦をPRしよう！

市民の皆さん500組1,000名を招待、
800名を優待します。 日時 7月8日
（日）午後2時〜
※詳細は、
本紙5月15日号をご覧いただくか、
お問い合わせください。
体育振興課 ☎（62）3791

消防委員会
日時 6月15日
（金）
午後4時〜
場所 保健センター 集団指導室
議題 委員長・副委員長の選出について
ほか
傍聴定員 3名（申込先着順）
申込期間 6月4日
（月）
〜8日
（金）
担当課 消防本部 総務課 ☎（64）0119
スポーツ推進委員定例会議
日時 6月17日
（日）
午後3時〜
場所 臨海スポーツセンター 多目的室
議題 当面の事業について ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 6月8日
（金）
担当課 体育振興課 ☎（62）3791

男女共同参画会議
日時 6月25日
（月）午前10時〜
場所 市役所 7階会議室
議題 男女共同参画計画（第3次）
の平
成29年度進捗状況について ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 6月20日
（水）
担当課 市民活動支援課 ☎（62）
3102

■住民票の写しと印鑑証明書の時間外交付
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受験資格

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
平成30年
3名程度 以降に生まれた、学校教育法に基づく大
10月1日
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
一般
上級
行政職
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
平成31年
2名程度 以降に生まれた、学校教育法に基づく大
4月1日
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

 介護保険運営協議会委員を募集 
主な業務 介護保険事業の運営や事業計画などについて検討し、意見などを述
べる。
募集人数 2名（40歳〜64歳1名、65歳以上1名）
任期 9月1日から3年間
応募資格 市内在住で、年6回程度開催する会議（平日昼間）に出席でき、介護
の経験がある、または介護保険に関心のある、40歳以上の方（平成30年9月
1日現在）
※市議会議員、公務員、他の附属機関などの委員との併任はできません。
応募方法 応募の動機と抱負（400字程度）に、住所・氏名（ふりがな）・生年月
日・性別・電話番号・職業・経歴、介護経験の状況（経験がある場合のみ）を
記入し、郵送、FAX、
または電子メールで提出してください
（書式の指定なし）。
応募期限 6月29日（金）必着
〒299−0292（住所不要）
袖ケ浦市役所 介護保険課 ☎
（62）3158 FAX
（62）3165
Eメール sode73@city.sodegaura.chiba.jp

工業統計調査に
ご協力をお願いします

ありがとうございます

6月1日は、工業統計調査の基準日
です。
この調査は、
製造業を営む事業
所を対象に、その活動状況を明らか
にすることを目的として行っています。
5月〜6月にかけて、調 査員証を
持った調査員が、対象となる事業所
へ訪問して調査票を配布していま
す。
インターネットでの回答もできます
ので、
ご協力をお願いします。
総務課 ☎
（62）1212

これまでに市で受け付けた義援
金の総額は、5月21日現在で、次のと
おりです。義援金は、日本赤十字社
経由で被災者にお送りします。
・東日本大震災義援金 16,227,228円
・熊本震災義援金
1,859,236円
・九州北部地方大雨災害義援金 など
111,153円
地域福祉課 ☎
（62）3157

災害への義援金

協働事業を募集します
協働事業提案制度とは、地域が抱える身近な課題を解決するため、NPOや自
治会などの様々な団体から企画提案を募集し、市との適切な役割分担のもと、力
を合わせて事業に取り組むものです。
応募方法 提案事項を事前に相談してください。その後、募集要項にある所定の
様式に必要事項を記入し、市民活動支援課に提出してください。様式は市民
活動支援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。
応募期限 8月6日（月）
募集の概要
種別

水道事業運営委員会
日時 6月18日
（月）午後1時30分〜
場所 市役所 2階第一会議室
議題 統合広域化について ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 6月14日
（木）
担当課 水道局 ☎（62）3804

31 30
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審議会などの会議予定

1

 職員を募集します
市

児童手当受給者は、受給資格の確認のため、年1回「児童手当現況届」の提出
が必要です。児童手当受給者には、5月末に現況届を送付していますので、必要書
類を添付し、提出してください。
申請期間 6月1日（金）〜29日（金） ※土・日曜日を除く
申請場所 子育て支援課、平川行政センター、長浦行政センター
注意事項 ・書類に不備があった場合、現況届の受付はできませんので、必ず提
出前に添付書類などをご確認ください。
・児童手当現況届の提出がない場合、
その年度の6月分以降の手当が
差し止めとなりますので、
提出期限を過ぎても必ず提出してください。
子育て支援課 ☎（62）
3272

月 日採用

児童手当現況届は忘れずに提出してください

月月 日採用

企画課 ☎（62）2327

年

危機管理課

年

市民活動
支援課

平成

市民活動
支援課

平成

企画課

月

廃棄物
対策課

年

都市整備課

今 回 は ︑平 成

担当課

1 1

月

案件名
予定時期
空き家等の適正な管理に関する条例の全部を改正する条例（案）
空家等対策計画に基づく特定空家などの認定手続きなどを適切
に進めていくため、市の「空き家等の適正な管理に関する条例」
を
6月
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に沿うよう改正を行
うものです。
（仮称）第2期君津地域広域廃棄物処理事業基本構想（案）
君津地域4市
（袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市）
で行ってい
7月
るごみの中間処理について、2027年度からの次期広域廃棄物
処理施設整備のため、基本的な構想を策定するものです。
次期総合計画基本構想骨子案
市の長期的かつ総合的なまちづくりの方向性を定める次期基本
9月
構想について、
考え方を整理し、骨子をまとめたものです。
第4次男女共同参画計画（案）
男女共同参画基本法に基づき、
市における男女共同参画に関す
12月
る施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を策
定するものです。
協働のまちづくり推進計画（案）
みんなが輝く協働のまちづくり条例の実効性を確保し、協働のまち
12月
づくりを総合的かつ計画的に推進するため、具体的な取組みなど
の計画を策定するものです。
地域防災計画（案）
地域防災計画について、関係法令の制定や改正、国の防災基
平成31年
本計画や県地域防災計画などの上位計画の見直しが行われたこ
1月
とから、
これらとの整合性を図るとともに、地域特性を考慮した、
よ
り実効性の高いものに改定するものです。

31 30

年

・今年度の予定
案件や予定時期は、
変更になることがあります。

1

日採用と︑平成

1件
（1名）

採用
予定人数

日採用の職員採用試験を

平成30年2月

6

行います︒

35件
（9名）

6

受付期限

平成30年1月

月 日︵水︶消印有効

意見なし

※申込書の配布場所などの

平成29年12月

採用
予定日

詳 細は︑市ホームページ

意見なし

試験職種

をご覧いただくか︑お問

平成29年12月

9

い合わせください︒

意見なし

24

第一次試験

平成29年12月

月 日︵日︶午前 時〜

意見数
意見なし
意見なし
意見なし
意見なし

日時

実施時期
平成29年7月
平成29年12月
平成29年12月
平成29年12月

場所 市役所︵予定︶

案件名
君津広域水道事業統合広域化基本計画
（案）
総合計画条例
（案）
第3期国民健康保険特定健康診査等実施計画
（案）
第2期保健事業実施計画
（データヘルス計画）
（案）
そでがうら・ふれあいプラン
障がい者福祉基本計画
（第3期）
・障がい福祉計画
（第5期）
・
障がい児福祉計画
（第1期）
（案）
高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画
（案）
工場立地法に基づき準則を定める条例の一部を改正する
条例（案）
（仮称）
木更津市火葬場整備運営事業基本計画
（案）
※木更津市が行ったパブリックコメントになります。
庁舎整備基本設計
（案）

総務課

パブリックコメントとは、市がこれから決定する重要な計画または条例などの案を公表
し、皆さんからご意見をいただくことで、市の案に市民の声を反映させる制度です。意見
の募集を行う際は、
本紙や市ホームページでお知らせします
（募集期間は1カ月程度）
。
・昨年度の実施結果
寄せられた意見の詳細は、
市ホームページ、
市民会館、
各公民館で閲覧することがで
きます。

☎
︵62︶
2106

昨年度の結果と今年度の予定をお知らせします

6

２０１8 年（平成 30 年）6 月１日

募集する事業

補助などの内容

提案できる団体

次の要件を満たす団体
①市内在住・在勤を含
む5人以上で構成さ
れている
50万円を限度と
②定款・規約など組織
して補助対象経
運営の規定がある
地域の課題など 費の2/3を市が
③原 則 1 年 以 上の活
について団体が 負担
動実績がある
自由
自由にテーマを
④
政治・宗 教活動、
提案型
設 定し、提案す
暴力団などに関 係
る協働事業
していない

備考

採択事業は、平
成 3 1 年 度から
実施できます。
※経費を要しな
いものを除く

上記①④の要件を満た
補助対象経費が
し、今後に②③を満た 採択事業は、平
5万円以下の事
すことが見込まれる新 成 3 0 年 度から
業について全額
規に協 働に取り組む 実施できます。
を市が負担
団体

市民活動支援課 ☎（62）3102

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

チャイルドシートを使用

66 月は︑シートベルト とチャイルド
シート着用推進強化月間です

していても︑車両への取付

大切な子 どもの命を守る

負傷の被害を軽減するシー

千葉県では︑交通事故か

トベルトとチャイルドシー

や固定が不十分であったり︑

ら自動車利用者の命を守り︑ チャイルドシート

トの着用徹底を推進し︑交

能が発揮できないことがあ

チャイルドシート本来の機

正しく座らせなかった場合︑

6

通安全意識の高揚を図るこ

月

を強化月間としています︒

とを目的として︑毎年

ります︒今一度︑使用して

20

車に乗る際は︑全ての座

検をしてください︒

6

席でシートベルトを着用し︑ いるチャイルドシートの点

乳幼児にはチャイルドシー

チャイルドシート講習会

月 日︵水︶午前

日時

時〜正午

10

シートベルトをしない場合

3

トを必ず使用しましょう︒

の つの危険性

場所

3

・天井やドアなどに強打

階中ホール

月 日︵月︶

千葉県男女共同参画センター

11

市民会館

日時 7月1日（日）午後1時30分〜3時30分
場所 長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室
演題 避難所で本当に命と健康守れますか！？〜高齢者・障がい者・子ども・女性
などの視点から〜
講師 平山 優子氏（SL災害ボランティアネットワーク 理事）
定員 50名（申込先着順） 参加費 無料
申込方法 住所・氏名・電話番号を、電話、FAX、電子メール、または窓口でお知
らせください。
申込期限 6月20日（水）
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。保育の対象は、満2歳から就
学前までのお子さんで、おやつ代などで300円が必要です。
市民活動支援課 ☎（62）
3102 FAX
（62）
3877
Eメール sode03@city.sodegaura.chiba.jp

申込期限

いざという時にすぐに役立つ！避難所運営のポイント！！

6

・車外に放り出され︑後続

男女共同参画セミナー・市自治連絡協議会研修会

車両などにひかれる

袖ケ浦駅海側土地区画整理事業の工事完了などに伴う資金計画の見直しや、
換地計画および換地処分に向けた施行前後に係る地積などの変更についての図
書の縦覧を行います。
縦覧期間 6月1日（金）〜14日（木） 縦覧時間 午前8時30分〜午後5時15分
縦覧場所 市役所 都市整備課 ※土・日曜日は守衛室
意見書の提出
この事業計画について意見のある利害関係者は、千葉県知事に意見書を提出す
ることができます。
対象 土地区画整理事業に関係のある土地、または土地に定着する物件につい
て権利を持っている方（土地区画整理法第20条第2項に該当する方）
提出期限 6月28日（木）
都市整備課 ☎（62）3541

市民活動支援課

袖ケ浦駅海側土地区画整理組合の
事業計画の変更に係る図書を縦覧します

☎
︵62︶
3106

「都市緑地法等の一部を改正する法律」による建築基準法の一部改正に伴
い、地区計画の引用条項にずれが生じることから、椎の森工業団地1期地区と
2期地区の地区計画変更作業を進めています。
今回、地区計画の変更原案を作成したので縦覧を行います。この原案につい
て意見のある方は、意見書を提出することができます。
都市計画の種類 地区計画に関する原案
・袖ケ浦椎の森工業団地１期地区 地区計画
・袖ケ浦椎の森工業団地２期地区 地区計画
縦覧期間 6月1日（金）〜15日（金） ※土・日曜日を除く
縦覧時間 午前8時30分〜午後5時15分
縦覧場所 市役所 都市整備課
意見書の提出
提出された意見の要旨とその意見に対する市の考え方は、市ホームページや
都市整備課窓口などで公表します。
対象 地区計画の区域内に土地を所有する方、または利害関係のある方
提出方法 意見書の様式に住所・氏名などの必要事項を記入し、提出してくだ
さい。様式は、縦覧場所で配布します。
提出期間 6月1日（金）〜22日（金）消印有効
提出先 〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 都市整備課 ☎
（62）3514

・ 同 乗 者︵ 前 席の人︶への

袖ケ浦椎の森工業団地地区の
地区計画変更原案を縦覧します

加害︵前に押し出す︶

２０１8 年（平成 30 年）6 月１日

介護保険負担限度額認定の更新手続きをお願いします
介護保険負担限度額認定とは、低所得の方が介護保険施設などを利用する際の
食費と居住費の負担を軽減する制度です。市では、6月上旬に、介護保険負担限度額
認定証をお持ちの方に更新の申請書を郵送する予定です。8月以降も認定の継続を
希望する方は、7月末までに更新手続きをしてください。
申請に必要な書類など 申請書、介護保険被保険者証、預貯金などの通帳の写し
（本人と配偶者のもの）、
マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。また、預貯金など
の通帳の写しは、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる箇所と最
新の残高が確認できる箇所（直近2カ月以内）を提出してください。
申請方法 申請書に必要書類を添付して、介護保険課へ提出してください。
▶要件に該当しない場合は、対象外となります。詳細は、お問い合わせください。
介護保険課 ☎（62）
3206

介護支援しあわせポイントで介護予防

介護支援ボランティア登録研修会を開催します
介護支援しあわせポイントは、高齢者自身の社会参加を通じた介護予防を推進す
るために、市内在住で65歳以上の方が、介護支援ボランティアとして市に登録し、市
内の特別養護老人ホームなどでボランティア活動を行うと、実績により付与されるも
のです。ポイントは、社会福祉協議会へ寄付、または市農畜産物直売所「ゆりの里」
の商品券に交換することができます。興味のある方は、市の開催する研修会を受講し
て、介護支援ボランティアに登録しませんか。
日時 6月18日（月）午後2時〜
場所 市役所 旧館３階大会議室
申込方法 電話または高齢者支援課、地域包括支援ひらかわサブセンター、地域包
括支援ながうらサブセンターの窓口で申し込んでください。
申込期限 6月15日（金）
高齢者支援課 ☎
（62）
3219

認知症家族のつどい 参加者募集
認知症家族のつどいは、認知症の治療や認知症の方への接し方、介護での悩
みなどを話し合い、専門職と参加者同士による助言や励まし合いにより、お互い
が支えあえるような場所として開催します。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ます。
参加費は無料で、事前の申込は不要です。直接会場にお越しください。
日時 6月16日（土）午前10時〜正午
場所 保健センター
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
地域包括支援センター ☎
（62）3225

女性の就労に関する講座を開催
私の中の働き方改革講座
日時 6月30日（土）午後1時〜4時
内容 講演「多様な働き方」、講座説明「就労支援・就農支援・起業支援講座に
ついて」、個別相談
対象 女性の方
定員 50名（申込先着順）
女性のための就労支援講座
期日 7月4日・11日・18日 ※すべて水曜日
時間 午前10時〜正午
内容 就労に関する基礎講座、企業交流会、フォローアップ研修
対象 全ての日程に参加できる女性の方
定員 20名（申込先着順）
共通事項
場所 千葉県男女共同参画センター 大会議室（千葉市稲毛区）
受講料 無料
申込方法 郵便番号・住所・氏名・電話番号・保育の希望の有無を、電話、FAX、
または電子メールでお知らせください。
保育申込期限 働き方改革講座は6月24日（日）、就労支援講座は6月27日（水）
千葉県男女共同参画センター ☎043
（252）
8036 FAX043
（252）
8037
Eメール kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

■市役所への問い合わせは直通電話番号で

高齢者見守りネットワークにご協力ください
高齢者見守りネットワークとは、高齢
者が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るように、郵便・電気・ガス・水道・宅配・
新聞・牛乳販売などの事業所、関係団体
と市民の協力により、日常の業務や活動
の中で、地域の高齢者への「さりげない
見守り」を行い、異変に気づいた時に市
へ連絡をいただき、市が状況を確認する
ものです。
平成29年4月から平成30年3月までの
1年間に、14件の連絡がありました。
引き続き、さりげない見守りのご協力
をお願いします。
高齢者支援課 ☎
（62）
3219

連絡内容
・自宅への帰り道がわからない高齢者
がいる …………………………… 5件
・訪問の約束をしていたが不在だった
…………………………………… 2件
・体型や服装に変化があった …… 2件
・車いすで転倒して動けない高齢者を
保護した ………………………… 1件
・新聞や郵便物が溜まっている … 1件
・昼間でも雨戸が閉まったままの状 態
が続いている …………………… 1件
・自宅の玄関などがごみで埋まっている
…………………………………… 1件
・体調が悪そうで、用事が済んでもしば
らく休んでいた ………………… 1件

市役所庁舎内の各部署へのお問い合わせは、直通電話番号をご利用ください。直通電話番号の一覧表は、
市役所や各公民館で配布しています。また、市ホームページで確認できます。
管財契約課 ☎（62）2226

つづら折り

対象品目と規格
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塩化ビニールフィルム
50cm

ポリエチレンフィルム農ビ、 同左または杭を
農PO（軟質系）
利用したグルグ
ル巻き
80cm
50cm

80cm

※肥料袋・培土袋は、1梱包1束ね10kg程度で二つ折り・
二カ所縛り（荷崩れしないように）。
ビニールはビニール、
マルチはマルチで梱包。
マイカー線
での梱包は禁止。
ハウス用ビニールは、
ハトメを切り取る。
▶平川経済センター ☎（75）
2001
▶農林振興課 ☎
（62）3460

６月は環境月間です

︵重さ ㎏ 程度まで︶

搬入対象品目と規格

環境 ににやさしい生活 をを心がけましょう

日時 6月12日（火）午前9時〜正午 ※荒天中止
場所 JAきみつ 平川経済センター
▶市内農家による持ち込みに限ります。
時間外に置いていかないでください。
負担金 1kgにつき20円

考え︑できることから取り

農業用廃プラスチックを回収します

そのため︑現代に暮らす

椎の森工業団地内にある自然環境保全緑地は、里山の
機能を維持するとともに、市民の皆さんが身近な自然とふ
れあえる「水と緑のさと」として整備を進め、
「しいのもり」
の愛称で皆さんの憩いの場として親しまれており、現在も
ボランティアの方々によって維持管理されています。
ボランティア作業をとおして、自然とのふれあいや仲間と
の会話を楽しみながら、心地よい汗をかいてみませんか。
活動日 毎月第1土曜日・第3日曜日 ※雨天中止
活動時間 午前8時30分〜3時間程度
※途中で休憩があります。
場所 水と緑のさと「しいのもり」
※駐車場（30台程度）がありますので、ご利用ください。
環境管理課
管理課 ☎（62）
34
3404

地球的規模の環境問題で

ボランティアを募集します

組んでいきましょう︒

「しいのもり」の里山づくりに参加しませんか

私たち自身が︑環境にやさ

千葉県では、
微小粒子状物質（PM2.5）
の濃度が高く
なるおそれがある日には、当日の午前9時と午後1時を目
処に注意喚起を行います。
注意喚起の情報が提供された場合には、念のため、
不要な外出や屋外での長時間の激しい運動を控えるな
ど、
体調に気をつけ、
無理をしないようにしましょう。
▶注意喚起の情報は、防災行政無線と生活安全メール
でお知らせします。
また、最新大気環境情報電話サー
ビス
（☎043（223）3853）
でも確認できます。
なお、午後4時までの濃度に改善が見られた場合は、
濃度の改善をお知らせします。
微小粒子状物質（PM2.5）とは
大気中に浮遊している粒径2.5マイクロメートル以下の
小さな粒子をPM2.5と呼んでいます。

ある地球温暖化は︑人の生

市では、ごみの減量化・資源化を推進するため、剪定枝粉砕機の
貸出を行っています。
剪定枝粉砕機を活用すると、生垣や植木などを剪定した際に発生
する切枝を粉砕してチップ化し、たい肥の基材、植木や鉢植えのマル
チングなど、いろいろと工夫して利用できます。
植木やガーデニングの好きな方は、一度チャレンジしてみてはいか
がでしょうか。
注意事項
・枯木の処理はできませんので、生木のうちに処理してください。
・処理できる枝の太さは、20〜35mmです（樹種により差がありま
す）。
・無理な操作などが原因で故障をした場合、修理費用などは自己負
担となります。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）☎
（63）
1881

環境管理課

微小粒子状物質（PM2.5）の濃度が
高くなるおそれがある日はお知らせします

しい生活を実践していく必

剪定枝粉砕機を貸し出しています

活に伴う温室効果ガスの排

せ ん て い

一人一人が 環 境について

光化学スモッグは、気温が高く、風が弱い日に発生
しやすくなります。特に、晴れているにも関わらず、視
界の悪い日は注意が必要です。
注意報が発令されたら、外出、屋外での運動、自動
車の使用を控えてください。
▶注意報などの情報は、防災行政無線や生活安全メー
ルなどでお知らせします。
発令状況はこちらからでも確認できます
・千葉県の最新大気環境情報
HP http://air.taiki.pref.chiba.lg.jp/
・最新大気環境情報の電話サービス
☎043（223）3853

☎
︵62︶
3404

光化学スモッグに注意してください

要があります︒

一般家庭から排出される「燃せるごみ」のうち、
約30％〜40％は食べ残しや野菜くずなどの「生ご
み」と言われています。
生ごみは80％以上が水分なので、これを燃焼さ
せるには大きなエネルギーが必要となるため、環境
負荷の高いごみとされています。そのため、水分をよ
く絞ってから指定袋に入れてください。
生ごみは、発酵や乾燥をさせると肥料として使うことができます
市では、肥料化容器や生ごみ処理機などの購入に対する助成を行
い、家庭での自家処理を推奨しています。
対象 市内に住所を有し（居住している）、市税を滞納しておらず、過
去5年以内に助成を受けていない方
助成額 購入額の2分の1以内（100円未満切捨て）
・生ごみ肥料化容器は上限3,000円、1世帯につき2基まで
・機械式生ごみ処理機は上限25,000円、1世帯につき1基まで
※処理機や容器の購入時のみ、ボカシ（発酵促進剤）などの代金も、
補助限度額内で補助の対象となります。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）☎
（63）
1881

①冷房は28℃、暖房は20℃に設定する。
②蛇口はこまめに閉める。
③車のアイドリングをストップする。
④エコ製品を選んで買う。
⑤買い物にはマイバッグを持参する。
⑥コンセントからプラグをこまめに抜く。

出の増加によって生じてい

生ごみ処理機などの購入に対する助成制度があります

ます︒

CO2削減の6つのアクション

生ごみの自家処理に挑戦しませんか

２０１8 年（平成 30 年）6 月１日

緑のカーテンコンテストの
参加者を募集しています
報告書と写真による書類審査を
行い、優秀作品に記念品を贈呈し
ます。
対象 緑のカーテン作りに取り組ん
でいる家庭または事業所
申込期限 9月14日
（金）
※詳細は、
お問い合わせください。

廃棄物の不法投棄・残土の違法埋立てに注意しましょう
市内で、廃棄物の不法投棄や残土の違法埋立
てによるトラブルが多発しています。
これらは、多額の処理費用がかかる産業廃棄物
や建設発生土の適正な処分をせずに利益を得よ
うとする行為者がいるためです。
特に、不法投棄の場合、行為者の特定も難し
く、簡単に解決できない問題です。
万一、トラブルが発生しても、市や県では民有地
の廃棄物や残土を撤去することはできません。
責任と莫大な処理費用の負担は行為者だけで
なく、土地を管理すべき土地所有者に及びます。
犯行の手口や被害の実態を把握し、自分の土地
を適切に管理することが大切です。
▶廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎（63）1881
▶産廃残土県民ダイヤル（産廃110番）
☎043（223）3801（24時間365日対応）

悪質な手口
・金銭と甘い言葉で土地利用の同意を得ようとする。
・法律や手続きを無視して廃棄物を搬入する。
・問題が起きた途端、連絡がとれなくなる。
被害の実態
・太陽光発電施設を作るためと言われて埋立てに
同意したら、無許可で残土の山にされた。
・ 資材置場と言われて土地を貸したら、大量の廃
棄物が搬入された。
・遊休地にいつの間にか不法投棄されていた。
被害にあわないために
・ 遊休地は定期的に見回り、草刈りや柵の設置な
ど管理を行う。
・うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
・不明な点は書面で提出を求める。
・土地を貸す際は、必要な許可を取っているか確認
する。

6月は「動物の正しい飼い方推進月間」です

動物を飼う時は、次のことに注意して、適切に飼いましょう。
・動物を飼う前に、世話の方法やかかりやすい病気
などの特徴を確認し、動物を飼うことのできる環
境であるかどうか、よく考えましょう。
・動物に起因する感染症を予防するための注意を
払いましょう。また、過剰なふれあいは控え、動物
にさわったら必ず手を洗いましょう。
・動物には迷子札やマイクロチップをつけるなどし
て、飼い主が分かるようにしましょう。
・犬の放し飼いは、禁止されています。犬を運動さ
せる場合は、犬を制止できる人が短い綱で行いま
しょう。
・猫は屋内で飼いましょう。猫による他人への迷惑
を防止できるだけでなく、病気や交通事故などの
危険から守ることができます。
・飼っている動物の糞尿は、飼い主が責任を持って
処理しましょう。
・91日齢以上の犬猫を合わせて10頭以上飼う場合
は、保健所への届出が必要です。

■散歩中のペットのふんは持ち帰りましょう

ふんにょう

・災害時に、飼っているすべての動物と同行避難で
きるように、準備をしましょう。
・適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさな
いために、不妊去勢措置をしましょう。
・動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう。ど
うしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を
探してください。見つからない場合でも、絶対に
動物を捨てずに、最寄の保健所または千葉県動
物愛護センターに相談してください。
・愛護動物を虐待したり、捨てたりすると、最大100
万円の罰金が科されます。
・愛護動物を殺傷すると、最大で2年の懲役または
200万円以下の罰金が科されます。
・動物は「命あるもの」です。人と動物との共生に
配慮して接しましょう。
▶君津健康福祉センター
（君津保健所）☎（22）3745
▶千葉県動物愛護センター ☎0476（93）5711
▶千葉県動物保護管理協会 ☎043
（214）
7814

きれいな街づくりにご協力をお願いします。

環境管理課 ☎（62）3413

開発区域の面積が1,000㎡以上の開発
行為

道標、案内図板

千葉県屋外広告
物条例で定める
許可を必要とす
るもの

都市整備課 ☎
（62）3514

良好な景観まちづくりへのご協力をお願いします

よ う へ き

不明な点などがある場合

屋外広告物

・設置面からの高さが15mを超える鉄柱、
コンクリート柱と鉄塔
・設置面からの高さが6mを超える煙突
・地盤面からの高さが2mを超え、
かつ、延
長が20mを超える擁壁
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の景観形成基準に適合する

開発行為

・地盤面からの高さが
10mを超える建築物 延べ面積が10㎡
・建築面積が1,000㎡ を超える建築物
を超える建築物

は︑事前にご相談ください︒

・新築
建築物 ・増築
・改築
・移転
・模様替
・色彩の変更
工作物 ・外観を変更
する修繕

景観形成
推進地区

年度に景

景観形成推進地区を
除く市内全域

市では︑平成

届出の対象
行為の種類

よう計画してください︒

届出が必要となる行為

観 計 画と景 観 条例を制 定

し︑景観まちづくりに積極

良好な景観を守り育てる

的に取り組んでいます︒

日 か ら︑

1

ため︑市民の皆さんも身近

月

4

なことから︑景観まちづく

年
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りへご協力をお願いします︒

※平 成

袖ケ浦駅海側地区を景観

形成推進地区に指定してい

ます︒

市内で一定規模以上の建

イノシシ用防護柵設置補助の要件を拡大します

市への届出について

平成30年度〜

築物の新築・増築・改築や

市では、がけ地の崩壊対策として個人が行 がけ地・危険区域・危険家屋の定義
う対策工事費用、住宅の移転費用の一部を補
危険家屋
危険区域
助しています。
対 策工事費用補助額
対象経費の2分の1（上限300万円）
住宅の移転費用補助額
危険家屋
対策工事は高さ5m、
昭和47年10月19日以前に建築された危険住
住宅移転は高さ2m
宅を対象に、次の補助を行います。
住宅の除去に要する経費
1戸あたり上限80万2,000円
危険区域
住宅の新設または購入費用を金融機関などか
ら借り入れた場合の借入金の利子相当額（上限は年利率8.5％）
・1戸あたり415万円（上限は建物319万円、土地96万円）
・災害危険区域の場合
1戸あたり722万7,000円（上限は建物457万円、土地206万円、敷地造成59万
7,000円）
▶詳細は、お問い合わせください。
▶対策工事費用について 土木建設課 ☎
（62）3626
▶危険住宅の移転事業について 都市整備課 ☎（62）
3516
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色 彩の変 更 な どを 行 う 際

がけ地の崩壊対策に対する補助制度があります

日前まで

梅雨の長雨やゲリラ豪雨、地震が発生した時などは、がけ
地や山の斜面の地盤がゆるみ、土砂災害が発生する危険があ
ります。
日頃から地盤の状況に注意し、少しでも危険を感じたら早
めに安全な場所に避難するなど、土砂災害に注意しましょう。
こんな前ぶれは危険です
がけ崩れ
がけから水が吹き出す、がけからの水が濁る、がけに亀裂が入る、小石がパラパ
ラと落ちてくる、がけから音がする など
地すべり
山腹や地面にひび割れや段差ができる、沢や井戸の水が濁る、斜面や地面から
水が吹き出す、
建物・電柱・樹木が傾く、
井戸や野池の水かさが急激に変わる など
土石流
山鳴りや立木の裂ける音または石のぶつかり合う音が聞こえる、雨が降り続いて
いるのに川の水位が下がる、川の水が急に濁る、川に流木が流れてくる、泥臭い匂
いが漂う など
災害時の行動
土砂災害が発生した場合、土砂の流れる方向に対して直角に逃げましょう。直角
に逃げることが難しいときは、少しでも高いところに向かって逃げるようにしましょ
う。また、普段から家族全員で避難場所や避難する道順を決めておきましょう。
▶土砂災害について 君津土木事務所 ☎（25）
5134
▶避難場所について 危機管理課 ☎（62）2119
▶急傾斜地崩壊対策について 土木建設課 ☎
（62）3626

は︑行為着手の

6月は土砂災害防止月間です

行為の計画は︑景観計画

土砂災害から身を守るため、日ごろから注意しましょう

に届出が必要となります︒

２０１8 年（平成 30 年）6 月１日

袖ケ浦市景観まちづくり賞

景観づくりの取組みを募集します
市では、景観まちづくりを広げていく
ため、地域の景観形成に貢献している
活動などを募集し、景観まちづくり賞と
して表彰しています。
今年度は、地域や団体での景観づく
りの取組みを募集します。
花の植栽や美化活動だけでなく、地
域の伝統・文化の継承、緑の維持保全
根形中学校PTAによる壁画作成
などの活動も対象となります。
表彰された取組みは、市ホームページなどで紹介します。
ぜひ、ご応募ください。
対象 地域住民または事業者などによる、市内地域の特徴や魅力、美しさ、潤いな
どを感じさせる景観づくりに関連する取組み
応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、写真を添付して、郵送、持参、または電
子メールで提出してください。応募用紙は、市役所、各公民館、各図書館に用意し
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。
応募期限 7月31日（火）
〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 都市整備課 ☎（62）3514
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp

イノシシなどによる農林畜産物の被害を防止し、農業経営の安定などを図る
ため、国の補助金の対象とならない農地に対し、防護柵の設置経費を市で補
助します。補助金の交付までに、現地確認などの審査がありますので、設置前
にご相談ください。
補助内容 金網柵・電気柵設置の補助
補助率 購入に要した経費の2分の1以内
対象 国の補助金の採択基準である「隣接農地を耕作する農業者3戸以上で
の共同設置」が不可能な農地
※この他にも採択要件がありますので、お問い合わせください。
注意事項 設置する前に申請が必要です。設置済みの防護柵は補助の対象外
となります。
農林振興課 ☎
（62）3426

市では、自主的に景観まちづくりに取り組んでいる団体を支援するために、一定
の条件を満たす団体を「景観まちづくり推進団体」として認定しています。
認定後は、推進団体に対して、景観まちづくりに関する情報を提供するとともに、
推進団体の活動内容を本紙や市ホームページで紹介していきます。
申請方法 様式に必要事項を記入し、提出してください。様式は、市ホームページ
からダウンロードできます。
▶認定要件などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
都市整備課 ☎（62）3514

わな猟免許を新たに取得する方に補助金を交付します

花いっぱい運動への参加団体を募集

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 申請書に必要事項を記入して、事前に農林振興課へ提出してください。
申請書は郵送しますので、希望する方はご連絡ください。
▶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

花を育ててみませんか

■ポイ捨て禁止のまち袖ケ浦

景観まちづくり推進団体を募集

花いっぱい運動の一環として、愛着を持って花を育てていただける団体を募
集します。
参加団体へは、四季折々に咲く花の種子を7月上旬に配布します。
なお、配布は花の種子のみで、プランター、用土などの配布は行いません。
対象 公共施設（公園・地区集会場など）の周辺または道路沿いに植栽可能な
場所があり、水まきなどの維持管理ができる団体
申込方法 申込書に必要事項を記入し、提出してください。申込書は、環境管
理課、平川行政センター、長浦行政センターに用意しています。
申込期間 6月1日（金）〜15日（金）
環境管理課 ☎（62）
3413

きれいな街づくりにご協力をお願いします。

環境管理課 ☎（62）3413

２０１8 年（平成 30 年）6 月１日

▶イベント・ガイドは、7面から6面へ続いています。

街角コンサート
「歌・ギター・ウクレレと過ごすひととき」
このコンサートは、君津市文化のまちづくり市税1％支
援事業です。
日時 6月17日（日）午前11時開演（10時30分開場）
場所 特別養護老人ホーム ウィステリア八重原（君津
市八重原）
出演者 山田 宏美（歌）、川島 洋介（ギター）
入場料 500円 ※3歳以下は無料
▶電話予約もできます。
詳細は、
お問い合わせください。
房総楽友協会 早川 ☎080（3152）8491

創業プラン作成スクール
経験豊かな中小企業診断士が、創業計画の作成を
サポートします。また、無料個別相談会や、最終日に創
業経験者の先輩社長からの講演を行います。
期日 7月7日〜28日の毎週土曜日（全4回）
場所 松戸市勤労会館（松戸市根本）
対象 創業を考えている、または創業して間もない方
定員 30名（申込先着順） 受講料 無料
申込方法 千葉県信用保証協会ホームページ、電話、
またはFAXで申し込んでください。
千葉県信用保証協会 創業サポートチーム
☎043（311）5001 FAX04（221）8424
HP http://www.chiba-cgc.or.jp/

税の無料相談（要予約）
期日 6月13日（水）、7月11日（水）
時間 午前10時〜正午、午後1時〜3時
場所 木更津商工会館（木更津市潮浜）
内容 記帳、決算、税務に関する相談
※申告書類の作成や確認などは行いません。
対象 税理士・税理士法人が関与しない一般納税者
千葉県税理士会木更津支部 税務支援センター
☎
（37）
9000

裁判所調停委員による調停相談（予約不要）
日時 6月23日（土）午前10時〜午後3時30分
場所 サンプラザ市原 9階研修室
（市原市五井中央西）
内容 金銭の貸し借り、土地建物などを巡る民事紛争
や夫婦親子関係、相続などの家事紛争全般相談
※現在、訴訟・調停継続中の案件や、電話での相談は
受け付けていません。
担当者 調停委員、弁護士
相談料 無料
▶千葉地方裁判所 総務課 ☎043
（333）
5236
▶千葉家庭裁判所 総務課 ☎043
（333）
5302

水泳とことん基礎講座
期日 6月23日（土）、7月7日（土） ※全2回
時間 午前9時〜正午
受付 午前8時45分〜
場所 臨海スポーツセンター プール
対象 50メートルを無理なく泳げる方
定員 30名（申込先着順）
参加費 大人1,500円、高校生以下800円
申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、臨海ス
ポーツセンターのプール受付に設置している回収箱
に投函、
または社教連協事務局に郵送してくださ
い。
用紙は臨海スポーツセンターに用意しています。
申込期限 6月15日（金）
▶臨海スポーツセンター ☎
（63）
2711
▶〒299−0262 坂戸市場1393−3
社教連協事務局 ☎（62）
3139

臨海スポーツセンター

県民の日イベント

期日 6月15日
（金） 場所 臨海スポーツセンター
温水プールを無料開放
時間 午前10時〜午後8時
場所 プール
※混雑状況により、入場制限を行う場合があります。
新体感！ウォーターボール
時間 午前10時〜正午、午後1時〜3時
場所 プール
参加費 5分300円
100均でワンポイントメイク！
（アイブロウ編）
時間 午前10時〜正午
場所 会議室
定員 15名（当日先着順）
参加費 500円
持ち物 筆記用具、顔全体が写るコンパクトミラー
英会話講座〜洋楽で楽しくリスニングしよう〜
時間 午後1時〜3時
場所 会議室
定員 15名（当日先着順）
参加費 500円
持ち物 筆記用具
▶当日は、駐車場の混雑が予想されますので、なるべく
相乗りでお越しください。
臨海スポーツセンター ☎
（63）
2711

スポーツボランティアを募集
市内で開催されるスポーツイベントに、ボランティ
アとして携わってみませんか？スポーツが苦手な方
でも「見るスポーツ」「支えるスポーツ」が好きな方
は大歓迎です。1つのイベントのみの参加もできます。
今後の主なイベント
・なでしこリーグ2部カップ戦（6月24日開催）
・関東サッカーリーグ1部公式戦（7月8日開催）
・体力測定会（9月30日開催）
・全日本女子硬式クラブ野球選手権大会（10月6日
〜8日開催）
・臨スポフェスタ（10月14日開催）
・ウォーキングフェスタ2019（平成31年3月10日開催）
主な業務 案内、受付、交通整理、人員整理 など
※イベントにより内容が変わります。
応募資格 市内在住で16歳以上の方（高校生可）
応募方法 住所・氏名・生年月日・連絡先（電話番
号またはメールアドレス、緊急連絡先を含む）を、
電話または電子メールでお知らせください。
体育振興課 ☎
（62）3791
sode31@city.sodegaura.chiba.jp
Eメール

千葉県生涯スポーツ公認指導員・
スポーツリーダー養成講習会
期間 7月22日〜9月9日の日曜日
・生涯スポーツ公認指導員 講義5日間、
認定試験1日
・スポーツリーダー 講義3日間、認定試験1日
場所 千葉県総合スポーツセンター（千葉市）
対象 資格取得後、ボランティア精神と意欲をもって、
地域で生涯スポーツ推進活動ができる、満18歳以
上の方（平成30年4月1日現在）
受講料 ・生涯スポーツ公認指導員7,800円
・スポーツリーダー3,900円
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。
※申込書を審査し、市教育委員会が県に推薦します。
申込期限 6月29日（金）
体育振興課 ☎
（62）3791

スポーツ教室（卓球）の参加者を募集
日時 6月23日（土）午前9時〜正午
場所 臨海スポーツセンター 体育館
内容 卓球実技講習会（ルール説明、レベル別練習、
ミニゲーム など）
講師 市体育協会 卓球専門部
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、ラケット、飲み物、タオ
ル、運動靴（室内用）を持参してください。
申込期限 6月14日（木）
体育振興課 ☎
（62）3791

県民の日君津地域行事
いにしえ

爽やかな初夏の風に包まれて、古の森でリラクゼーション
「上総掘り」「森のアスレチック」「屋久杉を使った
箸づくり体験」など、楽しいイベントが盛りだくさんの
君津地域の自然を満喫できる無料のツアーです。
当日は、チーバくんのオリジナルグッズがもらえるス
タンプラリー、イノシシ肉や地元産の豚肉、野菜を使っ
たジビエバーベキューも用意しています。
日時 7月8日（日）午前9時〜午後4時30分
場所 千葉県立君津亀山少年自然の家（君津市笹）
集合 JR君津駅（君津駅から会場まではバス移動）
対象
県内在住の方（小学校低学年以下は保護者同伴）
定員 160名（申込多数の場合は抽選）
申込方法 千葉県ホームページまたははがきで申し込
んでください。
申込期限 6月11日（月）
▶詳細は、千葉県ホームページをご覧ください。
〒292−8520 木更津市貝渕3−13−34
君津地域振興事務所 ☎
（23）1111
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/

■オルカ鴨川FCのホームゲームを開催

自主防災実務者講習会を開催
千葉県災害対策コーディネーター養成講座
防災活動の知識や経験を積むための講習会です。
なお、すべての講座を受講すると、県から修了証が
交付されます。
期日 6月30日（土）、7月7日（土）・15日（日）
※各回1日のみの参加も可能です。
時間 午前9時〜午後4時30分
場所 根形公民館 2階視聴覚室
内容 講座
（袖ケ浦市の地域防災計画について ほか）
定員 50名程度（申込先着順）
受講料 無料
申込方法 受講申込書を提出してください。用紙は市
ホームページからダウンロードできます。
申込期限 6月22日（金）
危機管理課 ☎（62）2119

甲種防火管理新規講習会
一定 基 準以上の多数の人が出入りする建物で
は、防火管理者を定め、火の元や収容人員を管理
し、消火訓練や避難訓練などを行い、防火管理を行
う義務があります。そのため、千葉県消防設備協会
による講習会を開催します。
期日 7月19日（木）・20日（金）の2日間
場所 市民会館 3階中ホール
定員 90名
受講料 7,500円
申込方法 千葉県消防設備協会に、FAXまたは窓
口で申し込んでください。
受講申請受付 6月11日（月）〜12日（火）
※受講申請書は消防本部で配布しています。
千葉県消防設備協会
☎043
（306）
3871 FAX043
（223）
6610
消防本部 予防課 ☎
（64）
0119

防

災 ワンポイントアドバイス

家族との連絡方法などを決めておきましょう
災害時、最も心配になるのは家族の安否です。
東日本大震災では通信回線がつながりにくくなり、
安否確認に手間取るケースが多くありました。
複数の通信手段や災害用伝言ダイヤルなどを使っ
て連絡が取れるように、普段から家族で連絡方法を
話し合っておきましょう。
また、子どもの迎えをどうするのかなど、災害時の
家族の引き取りルールを学校に確認しておきましょう。
危機管理課 ☎（62）
2119

郷土博物館 フィールド・アドベンチャー

しいのもりホタル観察会
〜環境保全の取組みを学ぼう！〜
椎の森自然環境保全緑地で、ホタルの観察とホタル
を守るための取組みについて学びます。
日時 6月17日（日）午後6時30分〜8時30分
※小雨決行。荒天時は6月24日（日）に延期
場所 椎の森自然環境保全緑地 しいのもり
※24日が荒天の場合、
郷土博物館研修室（午後7時〜）
集合 しいのもり駐車場
対象 小学4年生以上の方（保護者同伴の場合は小
学1年生〜3年生も参加可）
定員 20名（申込先着順）
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。
申込期限 6月15日（金）
郷土博物館 ☎（63）
0811

郷土博物館 そではく講座

袖ケ浦学の参加者を募集
日時 7月7日（土）午後1時30分〜3時
場所 郷土博物館 研修室
テーマ 袖ケ浦の漁業−海とのつながり−
講師 尾上 一明 氏（浦安市郷土博物館 主任学芸員）
定員 40名（申込先着順）
参加費 100円（資料代）
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

日時 6月24日（日）午後1時試合開始（午前11時開場） 場所 総合運動場 陸上競技場
体育振興課 ☎
（62）3791
※詳細は、本紙5月15日号をご覧いただくか、お問い合わせください。

２０１8 年（平成 30 年）6 月１日

↓

↓
名画鑑賞会「廃市」
古い歴史を持つ運河の町のある旧家を舞台に、そこ
を訪れた青年の一夏の出来事を描いた作品です（1984
年制作）。
原作 福永武彦
監督 大林宜彦
出演 小林聡美、
根岸季衣、
峰岸徹、
尾美としのり ほか
日時 6月13日（水）午前10時〜11時45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

Partner & Event Guide

名画鑑賞会「雨に唄えば」
サイレント映画からトーキー映画に移る時代を描いた
コメディあふれる作品で、
ミュージカルの醍醐味が詰めこ
まれた、
映画史上に残る傑作です
（1952年制作）
。
脚本 アドルフ・グリーン
監督 ジーン・ケリー
撮影 ハロルド・ロッソン
音楽 ナシオ・ハーブ・ブラウン
出演 ジーン・ケリー、デビー・レイノルズ ほか
日時 6月21日（木）午前10時〜11時45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
▶上映会終了後に、映画について語り合う「シネマトー
ク」を開催します。
中央図書館

11：40）、全体会2（11：40〜12：00）
※終了後、教育相談希望者の受付を行います。
申込期限 小・中学部は6月7日
（木）
、
高等部は20日
（水）
県立槇の実特別支援学校 鹿間、佐々木
☎
（62）
1164（平日の9：00〜17：00）

東京ドイツ村 千葉県民の日 優待デー
当日は、入園料と観覧車の利用料が無料になりま
す。なお、別途駐車料金（1,000円）が必要です。
日時 6月15日（金）午前9時30分〜午後5時
※最終入園時間は、午後4時となります。
対象 どなたでも
東京ドイツ村 ☎（60）5511

だ い ご み

子ども映画会「ムーミン谷の夏まつり パペッ
トアニメーション」
平和なムーミン谷では、ある夏の日に突然火山が噴火
し、谷は大洪水に巻き込まれてしまいます。
日時 6月10日（日）午前11時〜12時30分
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

ラウンジ展示コーナー
「かっこいい科学＆スイーツと科学」
ペットボトルで作るかっこいい工作や、色が変わるホッ
トケーキの作り方など、図書館には面白くてわかりやす
い子ども向けの科学の本がたくさんあります。
夏休みの自由研究や科学工作のヒントになるかもしれ
ない、様々な科学の本や工作を展示します。
期間 6月1日（金）〜7月29日（日）
時間 午前9時30分〜午後7時
場所 1階ラウンジ
中央図書館

おすすめ図書の紹介−話題の新着本−
< 一般書 >
『AI に心は宿るのか』松原仁
『目的なき人生を生きる』山内志朗
『ことわざのタマゴ』時田昌瑞
『美しき小さな雑草の花図鑑』大作晃一（写真）
『コンタクトレンズと眼鏡の科学』久保田慎
『すゞしろ日記 3』山口晃
『微妙におかしな日本語』神永曉
< 小説 >
『大友二階崩れ』赤神諒
『雪の階』奥泉光
図書館イメージ
『赤猫』柴田哲孝
キャラクター
< 児童書 >
「トショロ」
『となりの火星人』工藤純子
『パイパーさんのバス』エリナー・クライマー
< 絵本 >
『ネルはいぬのめいたんてい』ジュリア・ドナルドソン
『わたしたしざんできるの』ディック・ブルーナ
6月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
4日（月）・11日（月）・18（月）・25日（月）・29日（金）
中央図書館 ☎（63）4646

6月
市民会館
貸出日 毎週火・金曜日（1・15・29日休み）
貸出時間 午前9時〜正午 ※喪服は随時受け付けます。
田中 ☎
（62）
2032
（火・金曜日の午前を除く）

平川地区貸衣裳 （三箇502-6）
貸出日 毎週月・水・金曜日
（祝日を除く）
貸出時間 午前10時〜午後3時 ☎（75）5570
■種類 打掛・振袖・留袖・色留・七五三・産着・モーニング・
紳士用ダブル・喪服

ダチョウ王国 千葉県民の日 優待デー

インドア・ローンボウルズ 講習会と大会
グリーンのコート上に転がしたボールがゆっくりと曲
がるスリリングなゲームです。15分でマスターできる、
初心者のための講習会もあります。
日時 6月10日（日）午前10時30分〜午後3時
※受付は9時30分からで、講習会は10時からです。
場所 根形公民館 多目的ホール
対象 どなたでも ※家族での参加も可
定員 40名
（申込先着順、
空きがあれば当日参加も可）
参加費 500円（賞品・保険代）
その他 昼食は各自で用意してください。弁当（600円）
の注文を希望する方は、
申込時にお知らせください。
申込方法 住所・氏名・電話番号を、はがき、電話、ま
たはFAXでお知らせください。
申込期限 6月7日（木）
市レクリエーション協会（社教連協事務局内）

市弓道選手権大会
日時 6月17日（日）午前9時30分〜
受付 午前9時10分まで ※当日受付可
場所 袖ヶ浦高校 弓道場
対象 市内在住、在勤、在学の方
射数 16射（参加人数により変更あり）
参加費 500円
市体育協会 弓道専門部（社教連協事務局内）

富津公園歩け歩け大会
初夏のさわやかな潮風を全身で感じながら、富津公
園内の散策（約5km）と自然観察を行います。
参加者には、富津市特産のスイカを配布します。
日時 7月1日（日）午前9時〜正午頃
受付 午前8時30分〜 ※当日参加可、荒天中止
集合場所 富津公園 ジャンボプール駐車場前広場
対象 袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市に在住・
在勤の方（就学前のお子さんは保護者同伴）
参加費 無料
▶当日は、袖ケ浦市役所と富津公園の間で送迎バス
（午前7時45分出発、定員40名）を運行します。乗車
を希望する方は、6月20日（水）までに申し込んでくだ
さい（申込先着順）。
体育振興課

県立槇の実特別支援学校 学校見学会
期日
受付
場所
内容

小・中学部は6月13日（水）、高等部は26日（火）
午前9時30分〜9時50分
槇の実特別支援学校
→
全体会1（9：50〜10：20）、授業参観（10：20〜

当日は、ダチョウ王国の入園料が半額になります。
日時 6月15日（金）午前10時〜午後5時
対象 どなたでも
ダチョウ王国 袖ケ浦ファーム ☎（60）4100

ゆりの里

菖蒲まつり

日時 6月16日（土）午前9時30分〜午後3時
場所 袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」
内容 餅まき、市内産とうもろこし（焼き・ゆで）の販
売、生産者などによるPR販売、杵つき餅販売、野菜
の詰め放題、園児による塗り絵の展示 など
ゆりの里 ☎（60）
2550

長浦マンドリンアンサンブル
マンドリンコンサート
日時 7月1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
曲目 武蔵野の秋、スペインの印象、ロッキーのテー
マ、ラ・クンパルシータ、
マンボNo.5 ほか
入場料 無料
長浦マンドリンアンサンブル 日笠 ☎
（62）6552

上総シニアアンサンブル 七夕コンサート
ぜひ、お誘い合わせのうえ、夏のひとときをお楽しみ
ください。
日時 7月1日（日）午後2時開演（1時30分開場）
場所 平岡公民館 2階視聴覚室
曲目 七夕さま、見上げてごらん夜の星を ほか
定員 100名（当日先着順） 入場料 無料
▶団員を随時募集しています。興味のある方はお問い
合わせください。
上総シニアアンサンブル 藤井 ☎090
（5205）
6214

上総自然学校 イトトンボの観察会
日時 7月1日（日）午前9時〜11時30分 ※雨天中止
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 500円（保険代 ほか）
申込期限 6月24日（日）
上総自然学校（真光寺内）町田 ☎
（75）7414

マザー牧場

千葉県民の日 感謝ウィーク

千葉県在住、在勤、在学の方は、チケット売り場で証
明書などを提示すれば、大人（中学生以上）1,300円、
子ども（小学6年生まで）無料で入場できます。
期間 6月1日（金）〜15日（金）
時間 平日は午前9時30分〜午後4時30分
土・日曜日は午前9時〜午後5時
マザー牧場 ☎0439（37）
3211

▶市民活動支援課 ☎（62）3102
▶結婚相談所（火・金曜日開設）
☎（62）2111（内線546）

木更津・君津・富津・市原市との交流も行っています
※結婚相談所の休日は、本紙9面の相談案内でご確認ください。
私の略歴

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「押花額絵サークル」作品展示

私の希望する人

年齢・性別

学歴

職業

勤務地

趣味

身長

体重

結婚歴

年齢

結婚歴

学歴

職業

36 男

大卒

会社員

木更津

読書

177

68

初

〜35

初

不問

不問

42 男

専門卒

会社員

袖ケ浦

ドライブ

180

120

初

〜40

初

不問

不問

76 男

大卒

−

−

家庭菜園

164

75

再

〜60

不問

不問

不問

42 男

高卒

会社員

袖ケ浦

フッ
トサル

168

57

初

〜42

不問

不問

不問

41 男

高卒

会社員

市原

ドライブ

177

66

初

〜41

初

不問

不問

33 男

専門卒

会社員

袖ケ浦

映画鑑賞

175

84

初

〜35

初

不問

不問

32 女

高卒

パート

袖ケ浦

ウォーキング

165

−

初

〜35

初

高卒

会社員

42 女

専門卒

会社員

千葉

読書

160

51

初

〜45

初

不問

不問

38 女

高卒

介護福祉士

君津

読書

163

78

初

〜50

不問

高卒

会社員

35 女

専門卒

会社員

袖ケ浦

料理

156

55

初

〜42

初

大卒

会社員

期間 6月12日（火）〜27日（水） ※初日は正午から。最終日は午後7時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎
（64）1046

２０１8 年（平成 30 年）6 月１日

6月は食育月間です

産後ケア事業を開始します

「食育」とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識とバランスの良い
「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことで
す。食べることは、生涯にわたって続く基本的な営みのため、子どもはもちろ
ん、大人になっても「食育」は重要となります。
市では、平成26年度に「袖ケ浦健康プラン21（第2次）」を策定し、乳幼児
期から高齢期に至るまで、切れ目のない栄養指導を展開しています。
誰かと一緒に食事をしていますか？
家族・友人などと食卓を囲んで共に食事をすることを「共食」といいます。
顔を合わせて会話をしながら食事をすることで、コミュニケーションを図るこ
とができ、楽しく食事ができます。また、親子で囲む食卓は、食事のマナーや
家庭の味を伝える場にもなります。特に、乳幼児期のお子さんにとって、望ま
しい食習慣の実践をする場にもなり、また、心の豊かさを育むことにもつなが
ります。
忙しい現代の生活で、毎日家族揃って食事をすることは難しくなっていま
すが、
「朝食だけ」「休みの夕飯だけ」など、可能な範囲で食卓を一緒に囲ん
でみましょう。
健康推進課 ☎
（62）3162

市では、産後間もない母子で、支援が必要なのにも関わらず、家族などの周囲に援
助が望めない方を対象に、産後ケア事業を開始します。
産後ケア事業は、産後間もない母子が、市が委託した医療機関で宿泊や日帰りに
より休養し、心身のケアや育児支援などを受けることができる事業となります。
対象 市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されている出産後4か月までの母子
で、次の要件すべてに該当する方
・家族などから家事や育児などの援助が十分に受けられない状態である
・産後などにおける心身の不調や育児への不安などが認められる
注意事項
・医療行為を要する方や感染症などの疾病に感染している方は利用できません。
・利用にあたり、一部自己負担が必要です。
▶詳細は、事前にお問い合わせください。
健康推進課 ☎
（62）3172

ガウランド 「ママとベビーのヨガ」
を開催
産後の母親を対象に体力の回復、体力づくり
（姿勢改善や体型維持）、育児疲
れの解消を目的に「ママとベビーのヨガ」
を開催します。
ヨガのゆったりとした呼吸で、育児疲れやストレスを取り除いて、心もカラダもリフ
レッシュしませんか？
日時 ・6月12日（火）午前10時〜11時
・6月14日（木）午後1時〜2時
・6月26日（火）午前10時〜11時
・6月28日（木）午後1時〜2時
場所 ガウランド 研修室
対象 生後1か月〜1歳半までの乳幼児と、その母親
定員 各10組（申込先着順）
参加費 1組1回1,000円
持ち物 運動のできる服装、ヨガマット（貸出あり）、飲み物、オムツ、授乳グッ
ズ、大判タオル、おもちゃ（電子音のしないもの）
ガウランド（袖ケ浦健康づくり支援センター）☎
（64）
3200
ガウラ健康
マイレージ
対象事業

市民会館、
平川公民館、
長浦公民館

シニア運動教室を開催 ガウランド出前講座

ガウランドでは、皆さんに健康のまま年齢を重ねる「健康長寿」を目指してい
ただくため、シニア運動教室を開催しています。
シニア運動教室は、交通手段がないなどの理由で、ガウランドに来られない
方も参加できるように、市民会館、平川公民館、長浦公民館で開催しています。
開催日 7月〜9月の火曜日（全10回）
※都合により開催日を変更することがありますので、お問い合わせください。
場所・時間 ・長浦公民館 午前10時30分〜11時30分
・平川公民館 午後1時〜2時
・市民会館 午後3時〜4時
対象 市内在住のおおむね60歳以上の方
受講料 6,000円
申込期間 6月1日（金）〜30日（土）
ガウランド（袖ケ浦健康づくり支援センター）
☎
（64）
3200

お う と

ガウラ健康マイレージ
対象事業

国民健康保険 特定健康診査が始まります

期間 6月1日（金）〜8月31日（金）
受診できる医療機関 袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市の協力医療機関
※受診券と一緒に協力医療機関名簿を送付します。
対象 国民健康保険に加入している40歳〜74歳までの方
※特定健康診査は、治療中の方も受けられます。
費用 無料
会社などで健診を受ける方
国民健康保険に加入している方で、会社などの健診を受ける方は、健診結果を保
険年金課へ提出すれば、特定健康診査を受診する必要はありません。
※特定健康診査と短期人間ドックの両方を受診することはできません。
保険年金課 ☎
（62）
3031

歯科口腔健康診査（歯科健診）
を受診しましょう



「食中毒」
食中毒は、細菌やウイルス、化学物質
などの毒素を含む飲食物を摂取すること
により、腹痛、下痢、嘔吐、発熱などを引
き起こす病気です。重症化すると血便や
高熱、意識障害が起こることもあります。
原因となる飲食物は、腐っている物
と違い、味にも臭いにも変化がないた
め、食べても異常に気づかないのが特
徴です。ほとんどの細菌は、10〜60度
の温度で増殖し、36度前後で最も活
発化するため、気温の上がる季節は注
意が必要です。
生鮮食品は早めに冷蔵庫や冷凍庫
に入れ、できるだけ加熱処理してくだ
さい。また、まな板や包丁などの調理
器 具の殺菌消毒、手洗いをしっかり
行ってください。
【応急手当】
・あお向けのまま嘔吐すると、吐いた物
が誤って気管に入り、窒息してしまう

市では、生活習慣病などの病気の早期発見・予防に役立てるため、6月〜8月に若
年期健康診査と肝炎ウイルス検診を行います。
期間 6月1日（金）〜8月31日（金）
受診できる医療機関 袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市の協力医療機関
※受診券と一緒に協力医療機関名簿を送付します。
若年期健康診査
昨年まで受診していた方、すでに申し込んでいる方には受診券を送付しています。
転入した方や新たに受診を希望する方は、ご連絡ください。
対象 平成31年3月31日までに30歳〜39歳になる方で、勤務先などで健康診査を受
ける機会のない方
検査項目 問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査
肝炎ウイルス検診
受診勧奨対象の方（平成31年3月31日時点で40歳から5歳刻みの年齢になる方）に
は、受診券を送付します。
受診勧奨対象外の方で、受診を希望する場合は、ご連絡ください。
対象 平成31年3月31日までに40歳以上になる方で、過去に肝炎ウイルス検診に相当
する検診を受診していない方
※この検査は原則、生涯一人1回限りです。また、特定健康診査などと同時に受診す
ることができます。
検査項目 問診、血液検査（B型、C型肝炎）
健康推進課 ☎
（62）3162



当

手
急
応

あなたもできる


ガウラ健康マイレージ 
若年期健康診査と肝炎ウイルス検診が始まります
対象事業



恐れがあるので、傷病者に
吐き気がある時は横向きに
寝かせるなど、顔を横に向けましょう。
・下痢や嘔吐により起こる脱水症状を
防ぐため、こまめに水分補給を行い
ましょう。
・腹痛の時は、両膝を立てることによ
り、お腹周りの筋肉が緩むので、痛
みを軽減できることがあります。
普通救命講習会
日時 7月29日（日）午前9時〜正午
場所 中央消防署
内容 応急手当の重要性 ほか
上級救命講習会
日時 8月5日（日）午前8時30分〜午
後5時30分
場所 平川消防署
内容 止血法、搬送法 ほか
・

中央消防署 ☎
（64）
0165

■臨海スポーツセンター フットサル交流会を開催

千葉県後期高齢者医療広域連合では、平成29年度に75歳となった被保険者を対
象に、歯科健診を行います。対象の方には、5月中に市から受診票（黄緑色の案内通
知）を送付しています。希望する方は、健診協力医療機関に直接予約を行い、受診票
と被保険者証を持参のうえ、受診してください。
なお、受診は期間中に限り、一人1回までとなります。
受診期間 6月1日（金）〜12月28日（金）
受診場所 受診票に同封の協力医療機関名簿をご覧ください。
対象 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの後期高齢者医療被保険者
歯科健診の項目
・口腔診査：歯と歯周病の状況（むし歯、歯周病の発生状況など）、口腔機能の状況
（口の動き、物を飲み込む力など）
・口腔衛生指導：予防法やブラッシング指導、食事・生活指導 など
費用 無料 ※健診後の治療に要する費用は有料となります。
▶千葉県後期高齢者医療広域連合 給付管理課 ☎043（216）
5013
▶受診票発行について 袖ケ浦市 保険年金課 ☎
（62）3092

胃がん検診を行っています
4月から胃がん集団検診を行っています。新たに受診を希望する方は、早めに健
康推進課まで申し込んでください。
詳細は、本紙4月1日号と5月1日号、または市ホームページでご確認ください。
健康推進課 ☎
（62）3162

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
申込期限 6月6日
（水）
臨海スポーツセンター ☎（63）2711
※詳細は、
本紙5月15日号をご覧いただくか、
お問い合わせください。

２０１8 年（平成 30 年）6 月１日

頭の元気度測定会
サブリースとは、オーナーが賃貸ア 【アドバイス】
パートなどを建設し、不動産の管理業
・サブリースの多くは定期的に賃料を
見直しており、
「家賃保証」と強調さ
者がその賃貸住宅を一括で借り上げ
れていても、入居状況の悪化や近
て転貸するシステムです。
隣の家賃相場の下落により賃料が
サブリース契約をすることで、一定
減額されることがあります。また、
の賃料収入が見込めたり、管理の手間
「30年間一括借り上げ」としていて
が掛からないなどのメリットがありま
も、当初の賃料が30年間保証され
す。一方で、賃料を下げられたり、老朽
ず、収入が見込めなくなった場 合
化などにより建物や設備の修繕費用
に、契約期間中であっても業者から
の負担を強いられるといったトラブル
解約されることもあります。甘い言葉
が管理業者との間で発生しているた
に惑わされず、契約内容をしっかり
め、契約は慎重に行いましょう。
【事例】
と確認しましょう。
不動産の管理業者から
「サブリース ・国土交通省では、住宅管理業者の
契約でアパート経営をすると、
土地を相
登録制度を行っており、登録した管
続する際に相続税が安くなる。
ローン返
理業者に対し、
「オーナーに将来の
済やアパート管理もサブリース契約をす
賃料変動条件などの重要事項の説
れば楽にできるので、
アパート経営をしな
明を行い、その旨が書かれた書面を
いか」
と勧誘を受けた。
メリットがあるなら
交付すること」と定めていますが、
と思い、
賃貸アパートを建てたが、
しばらく
オーナー自身も契約前に、賃貸住宅
してから系列のサブリース会社が賃料
のローン返済も含めたアパート経営
を下げると言ってきた。
ローンの返済も困
や契約内容、賃料減額などのリスク
難になったので、
契約を止めたい。
を十分理解することが重要です。

消費生活センター ☎（62）3134
祝日を除く毎週月〜金曜日 市役所 1階第一相談室

婚活イベント「袖結び」を開催します
子育てママを応援する団体として活動している「袖♡こい」プロデュースの婚活イ
ベントを開催します。今回は、お寺で行う婚活「寺婚」です。強い愛の伝説の街であ
る袖ケ浦で、赤い糸のご縁探しをしてみませんか？
なお、この事業は、市婚活支援事業を活用して開催します。
日時 7月16日
（祝）午後1時〜7時30分
場所 曹洞宗瓦谷山 真光寺（川原井634）
内容 セミナー「なりたい自分になれる＆仲良くなれる魔法の質問」、お見合い大
回転、フリータイム、練り切り体験、カップリングタイム、花火
対象 市内在住、在勤、または将来的に袖ケ浦市に移住を検討している、25歳〜
45歳程度の方
定員 男女各20名（申込先着順）
参加費 男性5,000円、
女性4,000円 ※事前振込の場合は、
500円引きとなります。
申込方法 申込フォーム（http://goo.gl/forms/fxdefnW9iuoXeO812）から申し込
んでください。
申込期限 6月15日（金）
袖♡こい 佐藤 ☎（72）
1177

健康
名称
乳幼児の健診

1歳6か月児
健康診査

Health

対象
平成28年
11月生まれ

2歳児
平成28年
歯科健康診査 3月生まれ
3歳児
健康診査

平成26年
12月生まれ

育児・健康に関する相談 電話でもお答えします。
場所は、すべて保健センターです。
健康推進課 ☎（62）3162・3172
期日

相 談

すこやか相談

幼児相談
〈要申込〉
4か月児教室

本人・
保護者
平成30年
1月生まれ

教室など

離乳食と歯の
平成29年
相談会
11月生まれ
〈要申込〉
プレ・ママパパ
初めて出産を
学級
迎える夫婦
〈要申込〉

備考

歯みがきをしてからお
受付時間は、
越しください。
7月27日
（金）
6月29日
（金） 個人通知をご
詳細は、個人通知を （平成28年4月生まれ）
確認ください。
ご確認ください。
7月25日
（水）
6月26日
（火）
（平成27年1月生まれ）
①9：30〜
11：00
②9：30〜
10：30

①13：30〜
15：00
≪午後≫
6月11日
（月） ②13：30〜
15：30
事前に健康推進
9：30〜12：00
課へお問い合わ
13：30〜14：30
せください。

内容
①身体計測、
健康・栄
7月2日
（月）
養・歯科相談
※直接会場にお越しく
ださい。
②健康・栄養相談
持ち物
①母子健康手帳
7月9日
（月）
②健康手帳、
健康診
断結果票
（お持ち
の方のみ）
言葉の発達や子ども
事前に健康推進課へ
への接し方に心配の
お問い合わせください。
ある方

受付時間は、個
詳細は、個人通知を 7月3日
（火）
6月5日
（火） 人通知をご確認
ご確認ください。
（平成30年2月生まれ）
ください。

6月13日
（水）

受付時間は
9：15〜9：30

今月はありません。

ガウラ健康
マイレージ
対象事業

ポール・コンディショニングセミナー
（旧 骨盤エクササイズセミナー）

ゆが

骨盤の歪みから、腰痛になることや姿勢が悪くなってしまうことがあります。
このセミナーでは、普段運動していない方でもすぐに実践できる簡単なストレッチ
などで、歪んだ骨盤を元に戻すようにしていきます。
期日 6月10日（日）、7月8日（日） 時間 午前10時〜11時
場所 臨海スポーツセンター 剣道場
定員 25名（申込先着順）
参加費 600円
臨海スポーツセンター ☎
（63）2711

君津中央病院企業団の職員募集
平成30年9月採用職員
募集職種 一般行政職（上級）
募集人数 1名程度
受験資格 昭和63年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた方
受付期間 6月20日（水）消印有効
試験日 6月30日（土）
随時募集職員
募集職種 社会福祉士、調理師
募集人数 各1名程度
受験資格 昭和53年4月2日以降に生まれた方で、社会福祉士の資格を有する、ま
たは調理師の資格を有し、実務経験がある方
▶詳細は、君津中央病院のホームページをご覧ください。
君津中央病院 人事課 ☎（36）1071
HP http://www.hospital.kisarazu.chiba.jp

特設休日結婚相談所を開設します
結婚相談所では、生涯の伴侶となる人を求めている方の相談を受けています。
通常は毎週火・金曜日に開設していますが、勤務の都合などで相談できない方の
ために、特設休日結婚相談所を開設します。なお、予約制ではないため、前の方が相
談中の際は、お待ちいただく場合があります。
日時 6月9日（土）午前10時〜正午、午後1時〜4時 ※6月8日（金）は休み
場所 長浦公民館 1階相談室
▶結婚相談所では、随時会員を募集しています。詳細は、お問い合わせください。
市民活動支援課 ☎（62）3102

相談案内
相談内容

次回実施日（対象）
7月24日
（火）
（平成28年12月生まれ）

6月27日
（水）

≪午前≫
6月4日
（月）
①妊産婦・
乳幼児
②成人
〈要予約〉

時間

「最近物忘れが増えたかも？」など、
気になることはありませんか。簡単なタッチパネル
操作で、
頭の元気度を測定し、
認知症予防のアドバイスを行います。
期日・場所 ・6月4日
（月）
、
市役所 地域包括支援センター
・6月13日
（水）
、
ながうら健康福祉支援室
・6月21日
（木）
、
ひらかわ健康福祉支援室
受付時間 午前9時30分〜11時30分、
午後1時〜3時
申込方法 各会場に電話で申し込んでください。
▶出張測定会も行っています。
サークル・友人同士など、
5名以上で申込みできます。
▶市役所 地域包括支援センター ☎（62）
3225
▶ひらかわ健康福祉支援室 ☎
（75）
3344
▶ながうら健康福祉支援室 ☎
（64）2100

uide

賃貸アパートなどのサブリース契約はより慎重に！

法律相談

★要予約、一人1年度2回まで

市民活動支援課 ☎
（62）
3102
※7月分の申込は、6月22日
（金）
から受付

相談日

人権･心配ごと相談
◎は人権･行政･心配ごと相談
市民活動支援課 ☎
（62）
3102
▶千葉地方法務局木更津支局の
人権相談
（平日9時〜16時）
☎
（22）
2531

結婚相談
市民活動支援課 ☎
（62）
3102

6月14日
（木）

平川行政センター

6月21日
（木）

長浦行政センター

6月14日
（木）
6月21日
（木）
6月28日
（木）
※心配ごと相談のみ

母子・父子自立支援相談

電話または窓口で申 7月11日（水）
・9月9日（日）
し込んでください（申 2日間で1コースです。
込先着順）。
▶申込期限 7月3日（火）

地域福祉課 ☎
（62）
3159

子育て支援課 ☎
（62）
3272

障がい福祉に関する相談
障がい者支援課
☎
（62）
3187 FAX
（63）
1310

生活自立相談
教育テレフォン相談
総合教育センター ☎
（63）
3717

6月10日（日）

時間
13時〜16時

◎長浦行政センター
平川行政センター
◎市役所第2相談室
長浦行政センター
◎平川行政センター

13時〜16時

市役所第2相談室
市役所第2相談室
平川行政センター
長浦行政センター

祝日を除く毎週火・金曜日
市役所第2相談室
※6月8日
（金）
は除く

★2日前までに申込
6月27日
（水）
市民活動支援課 ☎
（62）
3102
祝日を除く
消費生活相談
毎週月〜金曜日
消費生活センター ☎
（62）
3134

子育て支援課 ☎
（62）
3272

場所
市役所第2相談室

交通事故相談

家庭児童相談

※祝日や相談員の都合により
開催しない場合があります。

6月7日
（木）

6月7日
（木）

電話または窓口で申
し込んでください（申
7月6日
（金）
込先着順）。
（平成29年12月生まれ）
▶申込期限
▶申込期限
6月6日
（水）
7月2日
（月）
持ち物 ①母子健康手
帳②相談票③バスタオル

■木造住宅耐震相談会

Consultation

市役所第2相談室

10時〜12時
13時〜16時
10時〜12時
13時〜15時

市役所第1相談室

9時〜12時
13時〜16時

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所家庭児童相談室
☎
（62）
2111
（内線547）

9時〜16時

祝日を除く
毎週月・火・木曜日

市役所家庭児童相談室
☎
（62）
2111
（内線547）

9時〜16時

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所障がい者相談支援
9時〜17時
事業所 ☎・FAX
（62）
3334

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所自立相談支援室

祝日を除く
毎週月〜金曜日

−

8時30分〜
17時15分
9時〜16時

申込期限 6月8日（金） ※詳細は、お問い合わせください。
建築住宅課 ☎（62）3645

２０１8 年（平成 30 年）6 月１日
ま つ ど
も り と

はる

松戸 悠くん

さ き え

森戸 咲 衣ちゃん

（10か月）

（10か月）

掲載を希望する方は秘書広報課 ☎︵６２︶
２４６５まで

かわ ら ざ き

そうすけ

河原崎 蒼介くん
（10か月）
“みんなすくすく育ってね”

い と う

ひ ろ と

ち む ら

わたる

伊藤 大翔くん

千村 航くん

（10か月）

（11か月）

“福王台公園でお花見しました”

休日当番医

そでがうら一店逸品
「お店めぐりツアー」参加者募集
市内の商店が集まり、各店の魅力を紹
介する運動を続けている「そでがうら一
店逸品研究会」では、店主がツアーガイ
ドとなって各店のこだわり商品やサービ
スを試食・体験していただく「お店めぐり
ツアー」を開催します。
今回は4つのコースに分け、各コース約
2時間半をかけて店舗を案内します。ま
た、午前のコースはランチ、午後のコース
はティータイムセット、夕方のコースは
ディナーが付きます。
どなたでも参加できますので、ぜひ申
し込んでください。
集合 市商工会館
定員 各コース8名（申込多数の場合は
抽選）
※抽選の場合、当選者のみ連絡します。
参加費 各コース1,000円
申込期限 6月7日（木）
▶当日、アンケートにご協力ください。
市商工会 ☎（62）0539

3日

診療科目

当番医

外科
内科 （62）
2056
整形外科

山口医院
〔奈良輪535-1〕

石井内科小児科医院 内科
（62）
7360
10日
〔蔵波台4-13-8〕 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
診療科目

毎日 午後8時〜11時
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。
木更津駅

↑至君津

夜間急病診療所
木更津
郵便局

木更津
第一中

GS

至岩根↓

コンビニ

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）

7077
6月1日〜2日 協同建設袖ケ浦支店（75）
6月3日〜9日 飯島設備

（63）
0748

6月10日〜16日 橋立管工

（62）
5255

水道事故の緊急時連絡先
月〜金
夜間
（17：15〜）
・土・日・祝日
水道局 ☎
（62）
3897 角山配水場 ☎
（62）
3111

編集室から
1面に掲載しているように、市では「そ
でがうらアンバサダー」を募集します。
袖ケ浦に住んだり、働いたりして感じ
ていることを、市外の人に、PRしてみま
せんか？（S.M）

■「広報そでがうら」は
毎月1日と15日発行

Bコース

Cコース

Dコース

店舗名

逸品名

ペスコンミネルウァ

がん予防メディカルクラブ「まも〜る」

大原軒

袖しが浦かりんとう饅頭（芋餡）

6/15
（金） かさはら睡眠館
11：00〜 ハピラセラ

羽毛ふとんリフォーム診断
よもぎ蒸し

居酒屋食堂なじみ

極厚アジフライ定食

のうえんカフェ

鶏サラダ

なりまつ薬品

カバーマーク フローレスフィット

6/15
（金） 田中商店
16：30〜 +green

千葉県産 焼きのり
夢みる！？ ヘッドスパ

チャダニー

誰でも頼めるレディースセット！！

雑貨・カフェ かたくり

手袋職人がつくった あったか靴下

（クマの陶芸教室） 親子で陶芸教室
6/16
（土） ギフトふじい
9：30〜 奈良輪豊月堂
袖ケ浦のお月様（抹茶味）
はなこども

朝採りトウモロコシの冷製スープ

多田屋

健康黒糖ばなな

6/16
（土） ケーキハウス赤とんぼ
13：30〜 のぞみ野マルシェ
レストラン キャセロール

パイ アラカルト
惣菜バイキング
アラビアータソースハンバーグ

創業者訪問バスツアーを開催

市内の文化財を散策し、郷土博物館で活動する市民学芸
員と一緒に、
文化財散策マップを作成しませんか？

創業とはどういったものなの
か、実 際に創 業 経 験 者に会
い、観て、聴いて、肌で体験で
きるツアーです。
当日は、
創業し
た方の体験談をはじめとした
講演やお店の見学、
参加者同
昨年度のツアーの様子
士の交流会を行います。
日時 6月23日（土）午後1時30分〜4時
集合 市商工会館
内容 坊ノ内養蜂の講演→雑貨カフェ「かたくり」見学→喫
茶飲食業「LADON」見学→居酒屋食堂「なじみ」講演・
交流会
対象 どなたでも
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
参加費 1,000円
申込期限 6月15日（金）
市商工会 ☎（62）
0539

期日

電話

Aコース

日時

 文化財散策マップを作成しませんか

診療時間 午前9時〜午後5時
6月

コース

時間

集合場所

第1回

6月27日（水）

第2回

7月19日（木） 9：30〜12：00
平岡公民館駐車場
※第4回のみ10：00
8月30日（木） から。
百目木公園駐車場
9月27日（木）
郷土博物館 研修室

第3回
第4回

市民会館駐車場

※第1回〜3回は雨天の場合、翌日に開催します。
対象 すべての日程に参加できる方
定員 10名程度（申込多数の場合は、地区ごとに抽選）
参加費 150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、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 6月15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

おはなし会ボランティアを募集
おはなし会ボランティアは、図書館だけでなく、市内の
保育所、幼稚園、学校などに出張し、絵本の読み聞かせ
と、本などを見ずにおはなしを語る素話を通じて、子ども
たちにおはなしの楽しさを届けています。
子どもたちに、
おはなしの楽しさを一緒に伝えませんか？
期日 9月7日（金）・27日（木）、10月12日（金）・25日
（木）、11月9日（金）
※6月24日（日）午後2時からプレ講座を行います。
時間 午前10時〜正午
場所 中央図書館
対象 受講後にボランティアとして活動できる、成人の方
定員 20名（申込先着順） 受講料 無料
▶養成講座は、平成30年度に初級編、平成31年度に中級
編を開催します。ボランティアの登録には、すべての講
座の受講が必要です。また、平成31年度からは、出張お
はなし会に参加していただきます。
中央図書館 ☎
（63）
4646

イベント名

子どもの本の講座を開催
児童文学研究者で絵本作家の松居友
さんを講師に迎え、
講師の絵本体験、
元編
集者としての経験、
またミンダナオの子ども
たちとの出会いをとおして、絵本とは何か、
絵本の持つ力、
絵本の読み聞かせの大切
さについてお話しいただきます。
日時 6月24日
（日）午後2時〜3時30分
講師：松居 友 氏
場所 中央図書館 2階視聴覚ホール
テーマ 絵本の読み聞かせについて−絵本は愛の体験です−
講師 松居 友 氏（児童文学研究者、
絵本作家）
対象 成人の方
定員 60名
（申込先着順）
参加費 無料
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
▶講演後に、
サイン会を行います。
保育があります
お子さんの保育を希望する方は、
6月17日
（日）
までに申し込ん
でください。
保育の対象は満2歳から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。
中央図書館 ☎（63）4646

日時
6/9（土）
・23（土）、7/15（日）
・
29（日）、8/12（日）
・26（日）、9/9
市内の図書館では、様々な読 おはなしの （日）
・23（日）午後2時〜4時
6月の第1土曜日
じかん
み聞かせの会を行っています。
7月〜9月の第1日曜日
定員
午後2時〜4時
各30名程度（当日先着順）
第1木曜日
※途中入場はできません。
えほんの 午前11時〜
第2水曜日
へや
参加費 無料
午前11時〜
▶公民館図書室では、乳幼児と
わらべうた 第3土曜日
その保護者が気兼ねなく図書 であそぼう 午前11時〜
室を利用できるように、
「赤ちゃ
すきすき 奇数月の第3水曜日
ん優先タイム」
を設けています。 絵本タイム 午前10時〜正午
7/25〜8/22の毎週水曜日
詳細は、
お問い合わせください。
夏休み 午前10時30分〜
▶中央図書館 ☎
（63）4646
（火）
、8/21
（火）
おはなし会 7/24
▶長浦おかのうえ図書館
午前10時30分〜
☎
（64）1046
7/27
（金）
、9/9
（日）
おはなし会
午後2時30分〜
▶平川図書館 ☎（75）
7392

場所
中央図書館
おはなしのへや
長浦おかのうえ図書館
おはなしのへや
中央図書館
おはなしのへや
長浦おかのうえ図書館
おはなしのへや
長浦おかのうえ図書館
電算室
根形公民館図書室
ふれあい読書コーナー
中央図書館
おはなしのへや
長浦おかのうえ図書館
おはなしのへや
平川図書館
おはなしのへや

対象

内容

4歳〜
小学6年生

おはなし
（昔話）
と絵本の
読み聞かせ
（約25分）

2・3歳児と
保護者

手遊びと絵本の読み聞
かせ
（約15分）

0歳児からの乳幼
児と、
その保護者
0歳児からの乳幼
児と、
その保護者

わらべうた遊びと絵本の
読み聞かせ
（約20分）
親子1組ごとに絵本の読
み聞かせ

4歳〜
小学6年生

おはなし
（昔話）
と絵本の
読み聞かせ
（約25分）

4歳〜
小学6年生

おはなし
（昔話）
と絵本の
読み聞かせ
（約25分）

新聞折込みやコンビニなどでの配布のほか、市ホームページや無料アプリでも配信しています。新聞未購読でホームページなどでの閲覧が難しい方に
秘書広報課 ☎（62）2465
は宅配もしていますので、希望する方はご連絡ください。

