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お子さんや保護者同士の交流、
育児に関する情報提供や子育てに関する悩み相談
の場として利用できます。

子育て支援センター
そでがうらこども館
絵本の読み聞かせや、誕生会なども
行っています。
利用日時 月〜土曜日
（祝日、年末年始
を除く）
の午前9時〜正午、午後1時〜
4時30分
対象 就学前のお子さんと、
その保護者

こども館のおはなし会

ぱる（昭和保育園内）
育児講座や給食試食会（有料で予約
が必要）
なども行っています。
利用日時
平日の午前9時30分〜午後4時
利用方法 登録制です。その場ですぐ
に登録と利用ができます。

お子さんを預かります

なかよし広場・園庭開放（市立保育所）

平 川 保 育 所

第１水曜日・第１木曜日

久保田保育所

第２水曜日・第２木曜日

根 形 保 育 所

第３水曜日・第３木曜日

吉野田保育所

第４水曜日・第４木曜日

急な用事や、
リフレッシュしたい時など
に利用できます。
保育場所 根形保育所、昭和保育園、
長浦保育園、
白ゆり保育園、大空保育
園、
みどりの丘保育園、認定こども園ま
りん、
みどりの風保育園
対象 利用する当日に保育において支
障がない、
就学前のお子さん
料金 各施設にお問い合わせください。

病後児保育

病児保育

利用日時・保育場所
・月〜金曜日の午前8時〜午後6時（連
続7日間まで）
、
長浦保育園
・月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時
30分、
みどりの丘保育園（7月2日から開
始予定）
対 象 市 内 在 住、
または市 内 保 育 所
（園）
に通所（園）中で、病気回復期の
ため集団保育が困難な次の年齢のお
子さん
・長浦保育園 生後57日〜小学3年生
・みどりの丘保育園 生後6か月〜小学
3年生
料金 各施設にお問い合わせください。

利用日時
月〜金曜日の午前8時〜午後5時（連
続7日間まで）
保育場所
大空保育園、
認定こども園まりん
対象
市内在住、
または市内保育所（園）
に
通所（園）中で、当面症状の急変が認め
られないが、病気回復期まで至らない生
後6か月〜小学3年生
料金
半日1,500円、
1日3,000円

問い合わせ先
保育の内容などの詳細は、
各保育所（園）
などにお問い合わせください。

なかよし広場と園庭開放の日程
なかよし広場

いずれも有料、要予約

一時預かり

日曜日・祝日でも預かります。
利用時間 午前8時〜午後6時
保育場所
長浦保育園、
認定こども園まりん
対象
生後57日〜就学前のお子さん
料金 各施設にお問い合
わせください。

市立保育所では、
保育所ごとに期日を変え、
広い部屋で親子一緒に楽しいひとときを
過ごすことのできる
「なかよし広場」
を行っています。
また、
地域の乳幼児の遊びの場として、
園庭を開放しています。

場所
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仕事の都合、
体調不良、
冠婚葬祭などの事情でお子さんを預けたい場合に、
保育所
などに通っていなくても、
利用する施設で事前登録をした市内在住の方は利用できます。

休日保育

すまいるらんど（長浦保育園内）
自然に囲まれた広い庭園が自慢です。
育児相談や講座も行っています。
利用日時
・平日の午前9時〜午後3時30分
・土曜日の午前8時〜午後1時
ゆうゆう（白ゆり保育園内）
出会いの場の提供や、育児相談・講座
などを行っています。
利用日時
・平日の午前9時〜午後3時30分
・土曜日の午前8時〜午後1時
きらら（認定こども園まりん内）
利用日時
・平日の午前9時〜午後3時30分
・土曜日の午前8時〜午後1時
はぐくみ（みどりの丘保育園内）
利用日時
平日の午前9時〜午後3時30分（7月2日
から開始予定）
対象 0歳〜就学前までのお子さんと、
そ
の家族

交流︑情報交換や悩み相談

いずれも無料、予約不要

市 内には︑保 育 所︵ 園 ︶

情報交換や友だちづくりに
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国道

お子さんや保護者同士の

白ゆり保育園
昭和保育園

市では子育てを応援しています

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」

園庭開放

月〜土曜日
（祝日、年末年始を除く）
※すべての市立保育所で実施

時間 いずれも午前9時30分〜11時30分
※なかよし広場は、3月・4月・8月がお休みです。別の月でも休みの場合がありますので、
事前にお問い合わせください。
また、
給食体験のみ有料で、
予約が必要です。

市立保育所
・福王台保育所 ☎（62）
6060
・久保田保育所 ☎
（62）8331
・根形保育所 ☎（63）0858
・平川保育所 ☎
（75）2159
・吉野田保育所 ☎
（75）2123
私立保育園
・昭和保育園 ☎（62）2427
・長浦保育園 ☎（62）2250

■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

・白ゆり保育園 ☎（38）3258
・大空保育園 ☎（53）8224
・みどりの丘保育園 ☎（97）5552
その他の保育施設
・認定こども園まりん ☎（38）5101
・みどりの風保育園 ☎（38）5666
・キッズガーデンひまわり ☎（63）4012
・みらいっ子るーむ ☎（63）
5558
・そでがうらこども館 ☎（62）2333
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

付加年金とは︑国民年金

ます︒ただし︑老齢基礎年金

※老齢基礎年金に加算され

1

国民年金付加保 険 料 を 納 付 し ま せ ん か

号被保険者︵任意加入

歳以前に繰上受給する

65

第

を

66

被 保 険者を含む︶が︑毎 月

30

方は減額︑ 歳以後に繰下受

給する方は増額されます︒

年 度 は︑

16340円 ︶とあわせて

申込方法

の保 険料︵平 成

付加保険料を納付すると︑

浦 行 政センター︑または平

保険年金課︑長

老齢基礎年金を受給する際

川 行 政センターで︑年 金手

んでください︒

に︑納付月数に応じた額を

です︒

保険料の納付 日本年金機

帳と印鑑を持参し︑申し込

※年 金の免除を受けている

構が付加保険料を上乗せし

上乗せして受け取れる制度

方︑国民年金基金に加入し

ので︑金融機関︑郵便局︑コ

た納付案内書を送付します

付加保険料の額

ている方は︑対象外です︒

納付してください︒

1

ンビニエンスストア な どで

※国 民 年 金 保 険 料 と同 様

▼保険年金課

定額 カ月400円

に︑全額が社会保険料控除

☎︵62︶3092

意 見 の 意見・住所・氏名・電話番号を記入し、
郵送、
FAX、
または電子メールで提出
提 出 方 法 してください
（書式の指定なし）
。

▼木更津年金事務所

都市整備課、市政情報室
（市役所２階）
、
各公民館、
市ホームページ
※市役所では、土・日曜日、
祝日などの閉庁日は閲覧できません。

200円×付

閲覧場所

☎︵23︶7616

適切な管理が行われていない空家などに対し、
「 空家等の対策の推進に
条 例 の 関する特別措置法」
および「市空家等対策計画」に基づき指導などを行う
概
要 ため、
その根拠を明確にする必要があることから、条例の各規定を整理する
ため、
その全部を改正しようとするものです。

付加年金額

条 例 の
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）
名
称

の対象です︒

市が策定中の条例について、市民の皆さんのご意見を募集します。

加保険料納付月数

ご意見を募集

２０１８年（平成３０年）6 月１５日

意 見 の
6月27日
（水）
〜7月26日
（木）
必着
募集期間

6月議会定例会開催中

〒299−0292
（住所不要） 袖ケ浦市役所 都市整備課
意 見 の
☎
（62）
3516 FAX
（63）
9670
提出場所
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp

市教育委員会が「学校図書館賞」を受賞しました
市教育委員会で行っている学校図書館を
活用した読書教育の取組みが高く評価され、
6月1日、
学校図書館賞を受賞しました。
学校図書館賞は、学校図書館の振興に著
しい業績を示した個人と団体を、全国学校図
書館協議会が表彰するものです。
学校教育課 ☎（62）3718

工業統計調査の回答は
お済みですか
まだ回答がお済みでない場合は、
早めの回答をお願いします。
なお、調査事項は統計を作ること
を目的としており、
その他の目的に使
用することは法律で固く禁じられてい
ますので、
安心してご回答ください。
総務課 ☎（62）1212

都市計画審議会
日時 6月27日
（水）
午前9時30分〜
場所 市役所 ７階会議室
議題 袖ケ浦都市計画地区計画の変
更について ほか
傍聴定員 4名
（申込先着順）
申込期限 6月25日
（月）
担当課 都市整備課
☎
（62）
3514 FAX
（63）
9670
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp
学校給食センター運営委員会
日時 6月27日
（水）
午後3時〜
→
場所 学校給食センター 2階食育ルーム

労働力調査を行います
労働力調査は、国の経済政策や
雇用対策などの基礎資料を得ること
を目的として行っています。
今回の調査対象は、神納地区の一
部の世帯です。調査員が 調査票を
持って調査対象の世帯に伺いますの
で、
ご協力をお願いします。
千葉県 統計課 ☎043（223）2220

議題
平成30年度事業内容について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 6月22日
（金）
担当課 学校給食センター
☎
（62）
5822 FAX
（62）
5823
郷土博物館協議会
日時 7月3日
（火）
午前10時〜
場所 郷土博物館 研修室
議題 郷土博物館の使命と評価につい
て ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 6月28日
（木）
担当課 郷土博物館 ☎
（63）
0811
農業委員会総会
日時 7月5日
（木）
午後3時〜
場所 市役所 7階会議室
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 7月4日
（水）
担当課
農業委員会事務局 ☎
（62）
3918
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp

■クリーンセンターでは自動車やバイクの部品を処分できません

2件

業務委託と物品購入などの電子入札を開始します

審議会などの会議予定

↓
子ども・子育て支援会議
日時 6月25日
（月）
午前10時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 子ども・子育て支援施策について
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 6月22日
（金）
▶保育があります。
希望する方は、
6月18日
（月）
までに申し込んでください。
保育代
などで300円が必要です。
担当課 子育て支援課
☎
（62）
3286 FAX
（62）
3877
Eメール sode15@city.sodegaura.chiba.jp

6月議会定例会が6月26日まで開催されています。
今回、議会定例会に提案している案件は、次の20件です。
・条例の一部改正 7件
・財産の取得 2件
・専決処分の承認
・人権擁護委員の推薦 3件
・土地開発公社の経営状況報告 1件
・予算の繰越報告 4件
・専決処分の報告 1件
総務課 ☎（62）2104

これまで紙入札で執行していた市が発注する業務委託と物品購入などの入札
を電子入札に移行します。これに伴い、市が発注する管財契約課案件の入札に参
加する方は、
ＩＣカードなど電子入札の準備が必要となります。
なお、
平成30年度分の発注案件について、電子入札の準備が間に合わない場
合は、紙入札で参加できます。
参加方法は、市ホームページをご確認ください。
▶その他の詳細は、
千葉県電子自治体共同運営協議会ホームページをご確認くだ
さい。
▶袖ケ浦市 管財契約課 ☎（62）2219
▶千葉県電子自治体共同運営協議会 ☎043（441）5551
HP http://www.e-chiba.org/

保育所入所待ち児童助成事業を行っています
保育所入所待ち児童助成事業とは、
保育所の入所を申請した結果「入所保留」
となった児童のいる世帯を対象に、
その児童が一時保育や認可外保育施設（勤務
先の児童のみを預かる施設を除く）
を利用した場合、
その費用の一部を助成するも
のです。
詳細は、お問い合わせください。
対象 入所保留中で、
一時保育や認可外保育施設を月64時間以上利用した実績
がある方（求職・育休中の方は対象外）
受付期間 7月2日
（月）〜
保育課 ☎（62）3276

産前産後ヘルパーの派遣を行っています
日中に家族などから家事や育児の援助が受けられず、支援を必要とする妊娠中の
方、
または生後6か月
（多胎児出産の場合は1年）未満のお子さんを養育している方に、
ヘルパーを有償で派遣するサービスがあります。
詳細は、お問い合わせください。
援助内容 日常的な家事や授乳、
もく浴の手伝いなど
※お子さんとヘルパーだけでの留守番などはできません。
利用時間 午前7時〜午後7時
※1回につき2時間以内で、1日2回まで利用ができます。
なお、年末年始を除きます。
利用料金 1時間あたり700円 ※減免制度があります。
子育て支援課 ☎（62）3220

教育委員会議（6月定例会）
日時 6月25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 6月21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

クリーンセンターでは自転車やバイクの部品を処分できないので、販売店などに相談して、適正に
リサイクルをしてください。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）☎（63）1881

きれいにする条例﹂を定め

市では﹁袖ケ浦市まちを

地域の巡回︑散 乱ごみなど

環境美化推進員を選任し︑

▼市では︑市 内 各 地域から

袖ケ浦市をきれいにしましょう

ており ︑清 潔で美しい街 づ

ていただいており ︑報 告 を

受けた後︑各関係機関など

5

の確 認 ︑市への報 告 を 行っ

で︑美しいまちを目指しま

で対応しています︒

4 17 10

一人一人の気持ちと行動

しょう︒

袖ケ浦駅周辺ポイ捨て防
止活動ボランティア募集

7

くりを目指しています︒

きれいなまちにするために

50

月 日︵火︶

3

期日

3

・ ごみのポイ捨ては︑条例

7

で禁 止しています ︒ごみは

※雨天時は 日︵火︶に順延

け い ぶ

月 日︵火︶

※保育の対象は、生後3か月〜就学前のお子さんで、検診車に乗車中のみ預かり
ます。
対象 市内在住の20歳以上の女性（平成11年3月31日以前に生まれた方）
検査料 400円
検査内容 問診、視診、
子宮頸部の細胞診
受診できない方
・性経験がない方
・妊娠中、妊娠の可能性がある方
・すでに自覚症状のある方
・子宮全摘出をされて子宮頸部がない方、
または子宮の病気で治療中の方
・今年度の子宮がん個別検診や人間ドックなどで子宮がん検診を受診する予定の
方、
または受診した方
レディースがん検診を行います
（要予約）
女性特有のがん検診である子宮がん検診と乳がん検診を同日に受診できる「レ
ディースがん検診」を、8月27日
（月）、10月9日
（火）に行います。申込方法などの詳細
は、本紙7月1日号または市ホームページでお知らせする予定です。
▶当日は、
どちらか一方のみのがん検診の受診はできません。
健康推進課 ☎（62）3162

出した人が責 任 をもって︑

なし

時間 午後 時〜 時頃

なし

平川公民館

適正に処理しましょう︒

長浦公民館

午後1時〜2時

集合時間 午後 時 分

午前9時〜10時

ふん

あり

場所 袖ケ浦駅南口

なし

根形公民館

・ 飼い犬の糞の放 置は︑条

保健センター

午後1時〜2時

例で禁 止しています ︒必ず

午前9時〜10時

持ち物 軍手

保育（予約不要）

持ち帰りましょう︒

11月27日
（火）

場所

申込期限

8月23日（木）

時間

・ 空き地の所有者は︑雑草

期日

環境管理課

過去2年以内に受診した方と、
すでに申し込んだ方には、8月上旬に受診券を発送
します。その他の方は、健康推進課、
ながうら健康福祉支援室、
ひらかわ健康福祉
支援室の窓口、
または電話で申し込んでください。
日程

☎︵62︶3413

子宮がん集団検診を行います

理しましょう︒

ガウラ健康マイレージ対象事業

などが繁茂しないように管

２０１８年（平成３０年）6 月１５日

CO2削減 ライトダウンキャンペーンにご協力ください
環境省では、地球温暖化防止のため、
ライトアップ施設や家庭での電気の消灯を
呼びかける「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」を行います。
期間 6月21日
（木）〜7月7日
（土）
▶6月21日
（夏至）
と7月7日
（クールアース・デー）の両日は特別実施日となりますので、
午後8時〜10時まで、照明の一斉消灯にご協力をお願いします。
環境管理課 ☎（62）3404

救急医療情報キットを配布しています

道路にはみ出た草木は危険です
道路にはみ出した雑草や樹木の枝は、歩行者
や車などの通行の障害になり、大変危険です。
私有地から道路上にはみ出た草木は、所有者
の管理となります。事故を未然に防ぐために、
自
宅の周辺や道路沿いに土地を所有している方
は、草木の状態を確認し、
はみ出ている場合は、
私有地 歩道
車道
刈取りをお願いします。
なお、刈り取った草木は、所有者が責任を持って処分してください。
▶土木管理課 ☎（62）3558
▶君津土木事務所 管理課 ☎（25）5132

この範囲内の草木は
刈取りをお願いします
※高さについては
お問い合わせください

市では、
ひとり暮らしなどの高齢者や障がい者の安全・安心を確保するため、救急医
療情報キットを配布しています。救急医療情報キットは、かかりつけ医や持病などの医
療情報、緊急連絡先、健康保険証（写し）、本人確認用顔写真などの情報を専用の容
器に入れ、
自宅の冷蔵庫に保管し、救急時に備えるものです。
申請は随時受け付けていますので、
ご利用ください。
対象 次のいずれかに該当する方
①65歳以上でひとり暮らしをしている
②65歳以上の方のみで居住し、疾病などの理由で救急時の対応に不安を抱えている
③同居者の就労などにより、
日中などに65歳以上の方のみとなり、疾病などの理由で救
急時の対応に不安を抱えている
④視覚・聴覚・言語障がいで、1〜3級の身体障害者手帳を持っている
申請方法
申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課、障がい者支援課、地域包括支援ながう
らサブセンター、
または地域包括支援ひらかわサブセンターに提出してください。
▶対象の①②③の方は、高齢者支援課 ☎（62）3219
▶対象の④の方は、障がい者支援課 ☎（62）3187

私有地

車の出入口に乗入れブロックは置かないでください
車の出入口に乗入れブロックは置かないでください
道路との段差を解消する工事を行う時は、許可申請手続きが必要です

お出かけ中も市からの重要情報を受け取れます
生活安全メールは、
市が発信する災害・防災情報などを、
皆さんの携帯電話やス
マートフォン、パソコンに配信し、
情報を提供するものです。
配信する情報 災害・防災情報、火災発生情報、防犯情報、不審者情報、環境情
報、健康情報、
その他（行方不明者情報、
市全域に影響するイベントの中止情報
など）
利用料金 登録料、情報料は無料です。ただし、登録時とメールの送受信にかか
る通信費用は、登録した方の負担となります。
携帯電話やスマートフォンを配信先として登録する場合
携帯電話用ホームページ「マイタウン袖ケ浦市」にアクセスして、
「メー
ルサービス登録」を選び、案内にしたがって登録を行ってください。
マイタウン袖ケ浦市のURL http://www.lamo.jp/sodegaura/
パソコンを配信先として登録する場合
マイタウン
インターネット上の登録専用画面から登録を行ってください。
袖ケ浦市の
パソコン用登録専用画面のURL
QR コード
https://service.sugumail.com/sodegaura/member/
▶登録方法について バイザー（システム保守管理会社） 0120（670）970
▶メールサービスについて 秘書広報課 ☎（62）2465
▶登録推進について 危機管理課 ☎（62）2119

農業経営の状況に変更がある場合は申し出をお願いします
農地の取得や貸借などをするための要件の確認や経営実態証明書の発行など、
農業経営に関する基本的な情報は、更新しておく必要があります。
所有する農地や農機具、従事者や従事日数などに変更があった場合は、農業委
員会に申し出をお願いします。
農業委員会事務局 ☎（62）3918

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

駐車場と道路に段差がある箇所などで、車の乗入れのために鉄板や段差解消ブ
ロックなどを道路に設置していることがあります。
しかし、
これらの行為は道路法に違反するほか、歩行者がつまずいたり、バイクや
自転車の転倒事故の原因にもなります。
また、雨の日には雨水の流れを止めてしまうため、路面の排水の障害となり、路面
に水があふれ、通行に支障をきたす恐れがあります。
駐車場と道路の段差を解消するには、
申請（道路工事施行承認申請）
を行い、歩
道や縁石の切下げ工事をしてください。
悪い例

良い例

ブロックが排水の障害や、歩行者
などの転倒事故の原因となります

この写真のように工事をしてください

➡

生活安全メール配信中

ご家族皆さんで登録を

土木管理課 ☎（62）3558

道路アダプトプログラムに参加しませんか
◆ ◆ ◆ 市民参加で道路をきれいに ◆ ◆ ◆
市では、協働のまちづくりを理念に市民参加による道路の美化活動を行うため、
「道
路アダプトプログラム」制度を行っています。
この制度は、道路の清掃や除草などを行う市民団体などに、草刈り機の燃料などを
支給し、活動を支援するものです。
随時募集していますので、参加を希望する市民団体などは、
ぜひ応募してください。
対象団体 自治会や企業などの団体のほか、
市民2名以上で構成する任意の団体
▶詳細は、
市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
土木管理課 ☎（62）3558
エアコンの設定温度を下げすぎないように、
扇風機を併用しましょう。
洗濯機は容量の80％程度を目安に、
まとめ洗いをしましょう。
環境管理課 ☎（62）
3404

２０１８年（平成３０年）6 月１５日

読書のまち袖ケ浦を支える図書館のサービスを紹介します

図書館を利用して
暮らしに役立ててみませんか
図書館の利用案内
貸出できる資料 図書、雑誌、紙芝居、録音資料（CD・カセットテープ）
貸出冊数と期間 一人15冊（うち録音資料は3点）
まで、2週間。
利用登録
資料利用券は、
市内の図書館・図書室すべて共通で、0歳児から登録できます。登録
の際は、本人の住所と名前が入った証明書（運転免許証・保険証・母子手帳・学生証・
住所の書いてある名札など）が必要です。
休館日 月曜日
（祝日の場合は開館）、
月末館内整理日、
年末年始、蔵書点検期間
開館時間
・各図書館は、
午前9時30分〜午後7時（10月〜3月は午後6時まで）
・各公民館図書室は、
午前9時30分〜午後5時

ご存じですか？図書館のサービス
予約・リクエストサービス
市内在住、在勤、在学の方は、
受付カウンターへ「予約リクエストカード」を提出すると、
資料の予約ができます。
また、
受付カウンターでパスワードを申請・登録すると、館内の利
用者用検索端末機（ＯＰＡＣ）や、図書館のホームページから予約できます。
また、
市内の図書館で所蔵していない本は、
リクエスト
（購入または他市の図書館から
取り寄せ）することができます。なお、
予約・リクエストされた資料は、希望する図書館・図
書室で受け取ることができます。
館内視聴・映画会
図書館で所蔵する映像資料（DVD・ビデオなど）
を館内で視聴できます。
また、
子ども映画会や大人向けの名画鑑賞会を定期的に開催しています。
インターネット検索
インターネットに接続したパソコンを設置しています。このパソコンでは、新聞記事、
官
報、法律・判例のデータベースも閲覧できます。

まちづくり講座（基礎講座）を開催します
市民と行政の協働によるまちづくりを進めるための一環として、市政についてもっと
知ってもらうため、
まちづくり講座（基礎講座）
を開催します。
今年は、
身近なテーマも取り上げていますので、
ぜひご参加ください。
日程
開催回
第1回
第2回
第3回
第4回

期日（予定）

時間

場所

テーマ
総合計画と市政の様子
7月14日
（土）
誰にでもできる応急処置
午前10時
市役所 旧館 都市計画について
8月18日
（土）
〜12時10分 3階大会議室 生活の中でできる介護予防
協働のまちづくりについて
8月25日
（土）
地震に強い我が家にしよう
午前9時30分 給食センター 給食センター（見学と給食）
9月4日（火）
〜午後2時
郷土博物館
国史跡「山野貝塚」について

対象 市内在住、在勤、在学の方
定員 30名（申込先着順）
参加費 無料（第4回のみ、給食代として295円が必要です）
申込方法 住所・氏名・年齢・性別・電話番号と、
すべての回の受講または希望する開
催回を記入のうえ、
はがき、FAX、
または電子メールで申し込んでください。
※すべての回の受講が原則ですが、関心や興味のある開催回のみの参加もできます。
申込期限 6月29日
（金）必着
〒299−0292（住所不要）
袖ケ浦市役所 市民活動支援課 ☎（62）3102 FAX（62）3877
Eメール sode03@city.sodegaura.chiba.jp

図書館イメージ
キャラクター「トショロ」

図書館では、本、雑誌、
ＣＤ、
カセットテープを、
す
べて無料で借りることができます。
また、
年間をとおし
て映画会やおはなし会、各種講座・講演会、夏と秋
の「トショロ月間」など、様々な催しを行っています。
中央図書館 ☎（63）4646
sodegaura.ed.jp
HP http://lib．

乳幼児・児童サービス
年齢別に絵本の読み聞かせ、素話（ストーリーテリング）、わらべうたなどの催しを定
期的に行っています。
国立国会図書館デジタル化資料送信サービス・歴史的音源配信サービス
（中央図書
館・長浦おかのうえ図書館のみ）
国立国会図書館がインターネットで公開している図書館限定送信の資料
を閲覧・印刷することができます。
また、歴史的音源配信サービスが利用できるようになりました。
メールマガジン送信サービス
市内在住、在勤、在学の方は、メールマガジンに登録すると、定期的に図書館の催し
やお知らせを受け取ることができます。パスワード登録してキーワード登録をすると新着
資料からヒットした資料をお知らせすることができます。
宅配サービス
身体の障がいなどにより図書館へ来館できない市民の方へ、配送による資料貸出を
行っています。
サピエ図書館
全国視覚障害者情報提供施設協会が運営しているサピエ図書館に加入しているた
め、点字資料やDAISY（デジタル録音図書）
を目の不自由な方に提供できます。

中央図書館のみのサービス
読書相談・レファレンスサービス
様々な資料や情報を探している方々の相談に応じます。お探しの資料がある場合は、
レファレンスカウンターへ気軽にご相談ください。
対面朗読（要予約）
中央図書館では目の不自由な方のために、対面朗読を行っています。
また、印刷され
た活字文書を読み上げる音声読書機「よむべえ」を設置しています。
▶詳細は、お問い合わせください。

児童・生徒の安全確保のため
「ながらパトロール」にご協力ください
近年、全国的に児童・生徒が被害者となる痛まし
い事件が、
ニュースなどで報道されています。
市内の小・中学校では、児童・生徒が被害にあわ
ないために、不審者対応訓練、スクールサポーターに
よる「いかのおすし体操」の講習、通学路の危険箇所
を示した安全マップを利用した防犯指導などを行っ
ています。
また、不審者の目撃情報があった際には、学校職
員やスクールサポーターなどがパトロールを行い、
安全確保に努めています。
そして、児童・生徒のより一層の安全確保のためには、多くの市民の目が力を発
揮します。
下校時に友達と別れ、
一人になるところに特に危険が潜んでいるため、少
しでも多くの市民の「ながらパトロール」
（「犬の散歩をしながら」
「買い物のついで
に」など、登下校の時刻に日常生活の中で行う無理のない防犯パトロール）
により、
児童・生徒の安全確保にご協力をお願いします。
なお、
市民会館と各公民館では、地区住民会議を組織し、
「子ども安全パトロー
ル（ながらパトロール）
」参加者にオレンジ帽子を配布しています。パトロールの目印
としてオレンジ帽子を着用していただけるとより効果的です。
学校教育課 ☎（62）3727

ファミサポ説明会を開催します
平成29年度の協働事業を紹介します
市では、地域が抱える課題について、市民活動団体・自治会などの地域コミュニ
ティから提案を募集し、お互いに力を合わせてまちづくりを進める協働事業提案制
度に取り組んでいます。今回は、
平成29年度に行った協働事業を紹介します。
平成29年度の協働事業
提案団体

実施事業

神納東区

神納東区 花いっぱい
運動（平成28年度〜）

袖♡こい

輝く女性 応援プロジェ
クト（平成28年度〜）

神納に源氏 「 神 納 に 源 氏 ボタル
ボタルを
を」プロジェクト
袖ケ浦を輝 I l l u m i n a t e d C i t y
かせる会
Sodegaura

事業の内容
ごみが散乱していた地区内の未利用県有地を、
地域の憩いの場となるように整備して季節の花
を植えています。
女性目線で取材したフリーペーパーを発行する
ことで、女性・子育てママの応援と市の魅力を
発信しています。
ホタルの再生に取り組み、子どもたちが自然に
触れて自然環境を学ぶ場や、地域の交流の場を
つくる取組みをしています。
長浦駅南口ロータリーをイルミネーションで明
るく飾ることで、市のイメージアップと防犯対策
に取り組んでいます。

※協働事業の募集は、原則として毎年4月と6月〜8月に行っています。
詳細は、
市ホームページをご覧ください。
市民活動支援課 ☎（62）3102

■君津管内公立小・中学校の講師を募集

地域で子育て相互援助活動を行うファミリーサポートセンター（ファミサポ）では、
子育
ての支援をしてみたいという方を対象に説明会を開催します。支援の内容は、
自宅での
子どもの預かりや保育所への送迎などの一時的な支援です。
期日 7月11日
（水）
時間 午前10時30分〜正午、
午後1時30分〜3時
※いずれか都合のいい時間に申し込んでください。
場所 そでがうらこども館 多目的室
対象 市内在住の満20歳以上で、心身ともに健康な方
申込方法 電話またはFAXで申し込んでください。
申込期限 7月10日
（火）
ファミリーサポートセンター（そでがうらこども館内）
☎・FAX（64）3115（月〜土の9：00〜16：30）

市政情報室をご存じですか？
市では、市民の皆さんに行政情報を提供し、開かれた行政を推進するため、市政情
報室を開設しています。
コピーサービス
（有料）
も行っていますので、
ぜひ市政情報室をご利用ください。
場所 市役所2階（市民活動支援課前）
開室時間 午前9時〜午後5時
収蔵資料 市、国、他の地方公共団体、各種団体が作成した行政に関する印刷物、
行政に関する雑誌などの定期刊行物（ビデオテープを含む）ほか
市政情報室 ☎（62）2111（内線597）

募集職種 臨時的任用講師、養護教諭 など
対象 教員免許状を所有している、原則65歳以下の方
給与 月額基本給20万円〜30万円、年2回賞与有り
南房総教育事務所 管理課 ☎（25）1311
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健康づくりをお手伝いする母子保健・食生活改善推進員を紹介します

て い ね い

初歩から丁寧に学ぶことができます。見学は随時受け
付けていますので、気軽にお越しください。
活動日時
・毎月第2水曜日の午後1時〜4時
・毎月第4月曜日の午前9時〜正午
活動場所 根形公民館
会費 月2,300円（本代、講師料 ほか）
根形書友会 吉川 ☎（62）4525

書道連盟展
期間 6月20日
（水）〜26日
（火）
時間 午前9時30分〜午後5時
※初日は午後1時から。最終日は午後4時まで。
場所 袖ケ浦市民会館 大ホールホワイエ
入場料 無料
市書道連盟事務局 小沢 ☎0439（35）3474

小幡 雪江
松澤 明美

青澤 裕子
吉堀 文子

阿部 由美子 御伩納 かず子
藤谷 明美 山本 信子

星野 智子
河辺 純子

上原 江美
積田 一重

大島 裕子
吉田 典子

栗原 礼子
田中 眞理

八城 たま江
下村 真弓

飯塚 利江

小林 はつ枝

伊藤 由維

かずさの森のDNA教室

シルバー人材センターで生きがいを

今回は、参加者のDNAを使用して、
アルコール分
解に関わる酵素の遺伝子型を解析します。
日時
8月8日
（水）
・9日
（木）午前10時〜午後3時45分頃
場所 かずさＤＮＡ研究所 講習実験室
対象 千葉県に在住または在学の中学生・高校生
定員 各20名（申込多数の場合は抽選）
参加費 無料
申込方法 研究所ホームページの予約フォーム、
ま
たは参加申込書に記入し、FAXで申し込んでくだ
さい。
申込期限 7月13日
（金）
かずさＤＮＡ研究所
☎（52）3930 FAX（52）3931
HP http://www.kazusa.or.jp/

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
・植木の手入れ、草取り、草刈り、
農作業
・清掃作業、
仕分梱包作業
・公民館、運動広場、駐車場などの施設管理
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
シルバー人材センター（飯富1604）☎（63）6053

福祉のしごと就職フェア inちば
予約は不要で、参加費は無料です。
日時 7月8日
（日）午後1時〜4時
※同日に、福祉のおしごとセミナーを午前10時30分か
ら開催します。
場所 幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール
ほか（千葉市美浜区中瀬）
内容 社会福祉施設などの採用担当者との面談
会、専門職員との相談コーナー
対象
社会福祉施設・事業所などへ就職を希望する方
千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材セン
ター ☎043（222）1294

保育de就職！
ちば保育のしごと就職フェスタ
予約は不要で、参加費は無料です。
日時 7月1日
（日）正午〜午後4時
※同日に、潜在保育士応援プログラムを開催します。
場所 千葉経済大学短期大学部（千葉市稲毛区轟町）
内容 求人のある会社などの採用担当者との個別面談、
保育の職場に関する相談 ほか
対象
保育所（園）や児童福祉施設などに就職を希望する方
千葉県社会福祉協議会 ちば保育士・保育所支援セ
ンター ☎043（222）2668
HP http://www.chibahoiku.net/

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
絵画サークル「悠彩」作品展示

〜楽しく仕事をしてみませんか〜

元ニートの就職体験談を含めたサポステの紹介や、親
と子どもの関わり方アドバイス、
個別面談を行います。
日時 6月22日
（金）午後2時〜3時30分
場所 市民会館 2階会議室1
対象 15歳〜39歳の若者とその保護者の方、
またはニー
ト・不登校・ひきこもりに関わりや関心のある方
参加費 無料
ちば南部地域若者サポートステーション
（厚生労働省
認定事業）☎（23）3711

岩楯 悦子
伊藤 和枝
桐谷すみ子
河内 サク
荻島 雪子

日時 8月9日
（木）午後1時30分〜3時30分
場所 敬愛大学 稲毛キャンパス
（千葉市稲毛区穴川）
願書配布期間 7月6日
（金）
まで
願書配布場所 千葉県 薬務課、
千葉県内の各健康福祉
センター（保健所）ほか
願書提出期間
・郵送は、6月25日
（月）〜29日
（金）消印有効
・持参は、7月5日
（木）
・6日
（金）
▶詳細は、お問い合わせください。
千葉県 薬務課 ☎043（223）2618

稲葉 真理子 安嵜 まさ江
山口 和世 露嵜 敏子 山田 道子
山﨑 美保子 金子 典子

笑はせる能力も無く四月馬鹿
削られし山の半分山笑ふ
花吹雪木陰の道を照らしけり
誰からも気にされもせず大朝寝
長屋門つづく通りや白つつじ

毒物劇物取扱者試験

加藤 和子
岩井 総子

伊井はま子
鈴木 和枝
岩田
忠
西山
隆
中村 幸子

日時 7月7日
（土）午後1時〜4時（0時30分受付）
※展示説明会は、正午から開催します。
場所 五井公民館（市原市五井）
内容 ストーマケアについて
（講演と実技）、ストーマ装具
の展示説明会
定員 90名（当日先着順）
参加費 無料
オストメイト三津友会 神谷 ☎・FAX 0439（52）5599

高橋 さえ子
中山 ちえ子
柳川 栄美子

大嶋 厚美 田島 典子
山中 礼子 堀場 静代
長谷川 夕美子

元気なら何もいらぬと思う日々
わたし似のふくら雀がよく喋る
格闘技介護の日々が終わる時
記念日はすべて素通り古希となる
山脈みは若芽青葉の色多彩

オストメイト社会適応訓練講習会

花澤 幸子
廣川 恵子
相馬 渉子

進藤 教子 塩谷 礼子 藤本 清子
中川 とみ子 伊豆 和代 中村 さゆり

富岡地区

根形書友会 会員募集

高品 恵美子
飯塚 眞知子

中川地区

ハワイアンの曲にのって健康づくりをします。
初心者も大歓迎です。
活動日 月曜日
（月2回）
活動時間 午前10時30分〜正午
活動場所 平川公民館
会費 月2,000円
山﨑 ☎（75）4855

夜久 都美子 伊藤 美代子 高田 治美 夛田 令子
茂 百合子 飯島 淳子 髙橋 みぎわ 渡部 美保子
内藤 利枝 鎌ケ迫 三恵 西沢 孝子 前田 多恵子
佐竹 芳子

平岡地区

平川ハワイアンフラサークル 会員募集

根形地区

市体育協会なぎなた専門部 会員募集
活動日時・場所
・火曜日の午後6時30分、昭和中学校 剣道場
・水曜日の午後6時、長浦小学校 体育館
・土曜日の午後7時、長浦公民館
対象 どなたでも
（小・中学生、高校生も大歓迎です）
会費 月500円
市体育協会 なぎなた専門部
住母家 ☎（62）7409 長谷川 ☎（62）0703

蔵波地区

小林正樹監督初の時代劇作品で、
半四郎の娘婿の悲
劇など、次々と人間性を抑圧する武士道社会の残酷さを
暴いた、時代劇の傑作です（1962年制作）。
原作 滝口康彦
脚本 橋本忍
監督 小林正樹
出演 仲代達也、三國連太 郎、岩下志麻、丹波哲郎
ほか
日時 6月27日
（水）午前10時〜12時15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

長浦地区

名画鑑賞会「切腹」

母子保健・食生活改善推進員名簿（敬称略）
昭和地区

Partner & Event Guide

母子保健・食生活改善協議会は、市内各地域で活
動を始めて、
今年で45年目を迎えます。
市から委嘱を受けた62名の母子保健・食生活改善
推進員が、市民と行政のパイプ役となり、市民の皆さん
の健康づくりをお手伝いする活動を行っています。
※母子保健・食生活改善推進員が活動する際は、身
分証明書を携帯しています。
母子保健推進員の活動
・初めて出産を迎える夫婦を対象としたプレ・ママパ
パ学級で、カルシウムたっぷりのバランス食を調理
し、参加者と会食をしながら、
子育てに関するお話や
アドバイスなどを行っています。
・生後6〜8か月の乳児がいる家庭を訪問し、
市が行っ
ている健康診査や各種相談を案内しています。
・1歳6か月児健康診査で、推進員が調理した手づくり
おやつを提供し、試食を通じて幼児期のおやつの必
要性についてアドバイスをしています。
食生活改善推進員の活動
・市内在住の幼児期から高齢期までの方を対象に、
健
康についての講話や、野菜をたくさん使った料理の
調理実習などを行っています。
また、親子を対象とし
た食育教室なども行っています。
・家庭で作ったみそ汁などの塩分濃度の測定や、減塩
料理の調理、試食などをとおして、減塩についての啓
発活動を行っています。
健康推進課 ☎（62）3162

期間 7月3日（火）〜17日（火） ※初日は午前11時30分から。最終日は午前10時30分で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046
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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

6月

当番医

診療科目

電話

内科
小児科 （75）
2010
消化器科

17日

井出医院
〔横田3669〕

24日

犬丸内科皮膚科クリニック 小児科
（64）
1191
〔蔵波台2-28-5〕 皮膚科

内科

※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

工事店・電話（9：00〜17：30）

6月15日〜16日 橋立管工

（62）
2754

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
6月18日（月）〜23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 6月16日〜7月2日
●市県民税 1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
「あいつに蹴れない球はない。」そん
な選手に、私はなりたい。サッカーワー
ルドカップロシア大会が楽しみです。が
んばれ日本！（S.Y）

袖ケ浦市創業塾を開催します
市商工会では、創業に必要な基本的な知識の獲得
や個別指導などを行い、創業に必要とされるスキルを身
に付けることができる創業塾を開催します。希望者には
修了特典として、上限50万円まで補助を受けることがで
きる創業支援補助金の要件の一つである、特定創業
支援を受けた証明書を発行します。
また、創業ワンストップ相談窓口も常設していますの
で、
ぜひご利用ください。
時間 午後1時〜7時15分
場所 市商工会館
対象 袖ケ浦市で創業を計画している方
定員 15名（申込先着順）
受講料 無料
市商工会 ☎（62）0539
商工観光課 ☎（62）3428

期日・部門

研修テーマ
創業への心構え

7月7日
（土）
経営・ビジネスプ 開業計画の作成（事業コンセ
ラン
プト編）

講師
中小企業診断士コーディネ
ーター、創業経験者

7月14日（土）
財務・人材育成

開業計画の作成（数値計画編） 中小企業診断士、創業経験
者、社会保険労務士
人材育成と人づくり

7月21日
（土）
財務・資金計画

創業時の資金計画のたて方
経理税務の基礎知識

日本政策金融公庫職員、弁
理士、税理士

会社を強くする法務と諸知識 行政書士、千葉県中小企業
7月28日
（土）
団体中央会、中小企業診断
諸手続・販路開拓 ビジネスプランと販路開拓手
士、市商工会
法

※全日程で、各講師による質問対応と個別指導を行います。

VONDS市原FCの公式戦を開催
VONDS市原FC 対 TOKYO UNITED FC戦
県南地区の子どもたちが、
サッカーを通じて幼い年代から高校生、
社会人になっても、地元で活躍できるシステムのトップチームとしての役
目を担うという理念を持って活動している、
VONDS市原FCの公式戦
を袖ケ浦で開催します。
ぜひ、応援にお越しください。
日時 7月8日
（日）午後2時開始
場所 総合運動場 陸上競技場
入場料 無料
サッカー教室を開催します
公式戦の当日、
VONDS市原FCスタッフによる、年代に応じたサッ
カーの基礎的な個人技能を高めることをテーマにしたサッカー教室を
開催します。
時間 午前11時〜正午（10時30分受付）
対象 市内のサッカークラブに在籍する小学生
持ち物 サッカーができる服装、
シューズ、
サッカーボール
▶スポーツボランティアを募集しています。詳細は、本紙6月1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
HP http://vonds.net

青少年健全育成推進大会を開催
日時 7月7日
（土）午後1時〜
場所 市民会館 大ホール
内容 青少年育成者感謝状贈呈、実践発表（放課後子ども教室）、大会
記念講演（市民三学大学講座と共催）
市民三学大学講座（青少年健全育成推進大会記念講演）
日時 7月7日
（土）午後2時30分〜
場所 市民会館 大ホール
テーマ 出張！ゴルゴ塾 命の授業
講師 ゴルゴ松本 氏（お笑い芸人）
生涯学習課 ☎（62）3743

（62）
5255

6月17日〜23日 シバサキ建設 （63）
0911
6月24日〜30日 長浦設備

そでがうら創業支援企画「袖ケ浦市で創業を計画している方へ」

市内の小・中学校の特色ある
教育活動を紹介します
スクールカウンセラーと心の相談員の教育相談活動
市では、市内すべての小・中
学校に、児童・生徒や保護者、
教職員の相談に対して、専門性
を活かした助言や支援を行う
「スクールカウンセラー」を配置
しています。また、
中学校には、
生徒の身近な話し相手として
「心の相談員」をあわせて配置 寄り添った相談を行うための会議
し、
悩みや不安に対する相談活
動を行っています。
スクールカウンセラーと心の相談員は、教職員とは違う立場で児童・
生徒などの相談に応じているため、
子どもたちは心配事や悩みを気軽
に相談することができます。
また、心理の専門職として、児童・生徒のカ
ウンセリングだけでなく、
子育ての悩みを抱える保護者の相談や、
子ど
もの発達の気になる点、
子どもとの関わり方に関するアドバイスを、
保護
者や教職員に対しても行っています。
市内の小・中学校では、今後も児童・生徒や教職員、保護者など
が、心配事や悩みを抱え込まないための環境づくりに取り組んでい
きます。
▶相談を希望する保護者は、お子さんの通っている学校、
または学校
教育課へ気軽にお問い合わせください。
学校教育課 ☎（62）3727

自然散策会を開催します
今年度の第1回目の自然散策会を、椎の森自然
環境保全緑地「しいのもり」で開催します。
生息する生き物の説明を聞きながら、緑あふれ
る自然の森を散策しませんか。
日時 7月7日
（土）午前9時〜11時頃
※雨天中止
場所 椎の森自然環境保全
緑地「しいのもり」
定員 30名（申込先着順）
参加費 無料
環境管理課 ☎（62）3404

代宿児童館のプールで遊びませんか
代 宿児 童 館では、夏の期間に
プールを開放します。
ぜひ、
ご利用ください。
期間 7月14日
（土）〜8月19日
（日）
※月曜日と祝日、7月17日は休み。
時間 午前9時30分〜正午、
午後1時〜3時
場所 代宿児童館（代宿75番地1）
利用できる方
市内に住所を有する18歳未満の方
※6歳未満のお子さんは、保護者の同伴が必要
です。
料金 無料
代宿児童館 ☎（62）0341

市営墓地公園の開園時間を
延長します
期間 7月1日（日）〜8月31日（金）
開園時間
午前7時30分〜午後6時
※通常は午前8時30分〜
午後5時まで
環境管理課 ☎（62）3413

インデックス

市では子育てを応援しています
国民年金付加保険料を納付しませんか／
袖ケ浦市を
6月議 会定例会開催中
きれいにしましょう／子宮がん集団検診
読書のまち袖ケ浦を支
を行います
パート
える図書館のサービスを紹介
ナー＆イベント・ガイド／母子保健・食生
活改善推進員を紹介

日曜日の住民票などの
証明書交付窓口開設日
6/24・7/8・7/22
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。
TM

