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期日

まちづくり講座を開催します

日程表

ステップ
アップ

内容

9月29日
（土）

・開講式（自己紹介など）

10月20日（土）

・スキル1 地域のコラボを生み出す会議
ファシリテーション

11月5日
（月）

・演習 地域の人材や団体が協働するま
ちづくり現場に学ぶ

12月1日
（土）

・スキル2 行列のできる企画とチラシの
つくり方

平成31年1月12日（土）・実習1

地域交流ワークショップの企画

平成31年2月中

・実習2

地域交流ワークショップの実施

平成31年3月2日
（土）

・実習3 地域交流ワークショップの報告
・閉講式（修了証の授与）

※全日程のうち6日以上出席した方に、修了証を授与します。

ファシリテーション（会議進行の技術）を学ぶ様子

皆さんは︑袖ケ浦市が好

きです か︒その好 きをもっ

と伸ばすために︑自分の力

前回参加者の声

・コミュニティの大 切 さ を

より 強く 感じました︒いろ

・まちづくりの大切さを実

と思いました︒

いろな方にこれを広めたい

地見学を通じてまちづくり

感できたことがよかったで

す︒

なども学びます︒

ワーク ショップ で 体 験 し

れとして始まりが大事であ

を活かしてみませんか︒

り︑意見を引き出し結論を

・ファシリテーションの流

企画・実 施・報 告 までを

ながら学ぶ

時に︑できることを地域で

ワークショップ 形 式で︑体

市民一人一人が︑できる

行 うことで︑地域の助け 合

出すポイントが参考になり

「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。

験しながら学びます︒講座

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

いが進み︑地域の魅力が磨

日曜日の住民票などの
証明書交付窓口開設日
8/26・9/9・9/23

ました︒

交通防犯大 会を開催／パブリックコ
メント／ 乳 がん 検 診 の 追 加申込を 受け
パートナー＆イベントガイ
付けます
ド／認 知 症 家 族 のつどい 参加 者を募 集
／無 許可の 不用品回収 業 者を 利 用しな
いでください
遺 跡発 表 会「袖ケ浦
の古 墳 」を 開 催 ／ 夏休 み 子ども映 画 会
を開催／親業 訓練入門講座生募集／休
日当番医

生同士の交流や情報共有も

インデックス

かれます︒

ふ

図ることができます︒

かやぶき

茅葺屋根の
屋根の葺
葺き替えなどを行い、美しい姿によみがえりました

皆 さ んの 心 の 中 に あ る

旧進藤家住宅 リニューアルイベントを行います
市指定文化財である旧進藤家住宅の約
1年間にわたる改修工事の完了を記念して、
リニューアルイベントを行います。
日時 9月1日
（土）午前9時30分〜
※雨天決行
場所 郷土博物館 旧進藤家住宅内・前庭
内容 感謝状贈呈、工事概要説明、根形
中学校吹奏楽部による演奏、博物館友
の会による餅投げ
お掃除ボランティアを募集します
リニューアルイベントに向けて、旧進藤家
住宅のお掃除ボランティアを募集します。
期間 8月21日
（火）〜24日
（金）
時間 午前9時〜正午
対象 どなたでも
▶詳細は、お問い合わせください。
郷土博物館 ☎（63）0811

﹁何かやってみたい﹂をカタ

チにかえる講座です︒

﹁自分の思い﹂と﹁みんな

の思い﹂をつなげる

地 域の中で︑﹁ 自 分の思

い﹂と﹁みんなの思い﹂をつ

なげるために必要な話し合

技 術 を学 びます ︒また︑企

いを︑円 滑に 進めるための

画やチラシづくりなどの実

践 的なスキルを習 得し︑現

時間 午前9時30分〜正午
※11月5日
（月）
は、時間が変更となる場合があります。
対象 市内在住で、市民活動団体などで活動している方、
また
はこれから活動したい方
定員 20名（申込多数の場合は抽選） 受講料 無料
申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、郵送、FAX、電子
メール、
または窓口で申し込んでください。用紙は、
市民活動支
援課、市民会館、各公民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。
申込期限 9月10日
（月）
〒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

﹁やってみたい﹂がカタチになる

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」

市内全域の防災行政無線
から試験放送が流れます

アクアラインマラソンの練習用に
陸上競技場を無料開放しています

8月29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 8月29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

市では、10月21日
（日）
に開催される「ちばアクアライ
ンマラソン2018」に向けて練習に励んでいるランナー
の皆さんに対し、陸上競技場を無料開放しています。
公道での練習は、足への負担が重く、交通事故な
どの危険性もあるため、
安心してトレーニングに集中で
きる陸上競技場を、
ぜひご利用ください。
期間 10月20日
（土）
まで
時間 午後5時〜7時
場所 総合運動場 陸上競技場
対象
アクアラインマラソンに出場する方と、
その同伴者
利用方法
利用時に野球場の窓口で受付してください。
▶市と総合運動場では、利用時の怪我や物品の紛失
などについては、
一切の責任は負いません。
総合運動場 ☎（62）5350

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

日時 8月23日（木）午後2時30分〜
場所 平川公民館 2階視聴覚室
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 8月21日（火）
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

↓

子ども・子育て支援会議
日時 8月28日
（火）
午前10時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 子育て応援プランの進捗状況な
どについて
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 8月27日
（月）
▶保育があります。
希望する方は、
8月21日
（火）
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
Eメール sode15@city.sodegaura.chiba.jp
空き家等対策審議会
日時 8月30日
（木）
午前10時〜
場所 市役所 2階第一会議室
ガウラ健康マイレージ
対象事業

→

議題 空き家等の適正な管理に関する
条例の改正について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 8月28日
（火）
担当課 都市整備課 ☎
（62）
3516
農業委員会総会
日時 9月5日
（水）
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
（先着順）
申込期限 9月4日
（火）
担当課
農業委員会事務局 ☎
（62）
3918

■献血にご協力ください

市指定地域密着型サービス事業所（小規模多機能
型居宅介護事業）の整備・運営事業者を再募集
募集数 1事業者
応募方法 市指定地域密着型サービス事業者（小規模多機能型居宅介護事
業）募集要項に基づく申込書などの書類を介護保険課に提出してください。募
集要項は、介護保険課で配布しています。また、市ホームページからダウンロー
ドできます。
事前協議申出書受付期間 8月27日
（月）〜9月7日
（金）午前9時〜午後4時
公募申込書受付期間 9月10日
（月）〜28日
（金）午前9時〜午後4時
※いずれも、土・日曜日、祝日を除く
介護保険課 ☎（62）3158

ガウラ健康マイレージ
対象事業

日時・場所

乳がん検診の追加申込を受け付けます

申込先着順で、定員になり 検診日程
次第、受付終了となります。決
期日
場所
検査種別
定した日程は、9月上旬までに 9月19日（水） 平川公民館
超音波
通知します。
9月23日
（祝） 保健センター マンモグラフィ／超音波
対象 市内在住の30歳以上
10月13日
（土） 保健センター マンモグラフィ／超音波
の女性（平成元年3月31日以
10月16日
（火） 平川公民館
マンモグラフィ／超音波
前に生まれた方）
検査内容 平成31年3月31日 10月17日（水） 根形公民館 マンモグラフィ／超音波
時点の満年齢で、検査方法 10月24日（水） 長浦公民館 マンモグラフィ／超音波
10月26日
（金） 保健センター マンモグラフィ／超音波
が異なります。
・30〜39歳
※10月17日（水）
・26日
（金）
の午前中は、
保育があります。
超音波検査（エコー）
・40〜49歳 超音波検査（エコー）
またはマンモグラフィ
（Ｘ線検査）のいずれか
・50歳以上 マンモグラフィ
（Ｘ線検査）
自己負担金 500円（当日集金）
※70歳以上の方は無料。市民税非課税世帯、生活保護世帯に属する方は、事前の申
請で免除が受けられます。
申込方法 住所・氏名・生年月日
（年齢）
・電話番号・検査種別・希望日・保育の有無
を、市ホームページの申込フォーム、はがき、封書、
または健康推進課窓口でお知ら
せください。
申込期間 8月15日
（水）〜23日
（木）必着
注意事項 希望日は、必ず第3希望まで記入し、親子や友人などで同じ日程を希望す
る場合は、第3希望までの受診希望日を揃えて申し込んでください。なお、郵送で申
し込む場合は、希望者全員分の内容を記入してください。
〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 健康推進課 ☎（62）3162

ガウラ健康マイレージ
対象事業

審議会などの会議予定

交通防犯大会を開催します

教育委員会議（8月定例会）

スローガン 安全で快適なまちづくりをめざして

ジャンボタニシの卵

践 団 体の活 動 紹 介 ︶︑アト

ジャンボタニシは、水稲を食べつくす外来種で、
今年、
市内でも発見
されました。稲や水路にピンク色の卵を産むのが特徴です。
田んぼなどで貝や卵を見つけた場合は、素手で触らないように注意
し、農林振興課または君津農業事務所までご連絡ください。
▶袖ケ浦市 農林振興課 ☎（62）3426
▶君津農業事務所 改良普及課 ☎（23）0299

市 民が一丸 となり ︑交通

外来種のジャンボタニシが市内で発見されました

よる落語︶

農地利用状況調査を行います
農業委員会では、農地法に基づき、毎年一回、市内の農地の利用状況について
現地調査を行っています。今年度は、8月下旬頃から調査を行う予定です。
農地は、農地法により
「所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする
権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するように
しなければならない」と定められていますので、適正な管理をお願いします。
農業委員会事務局 ☎（62）3918

ラクション︵ 柳 亭 芝 楽 氏に

農業振興地域内にある農用地を農業以外の用途（宅地、駐車場など）で使用す
る場合、農振除外の手続きが必要となります。
なお、除外には次の要件をすべて満たす必要がありますので、
ご注意ください。
除外の要件
・農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべ
き土地がないこと
・農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
・担い手の農地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
・土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
・土地改良事業等完了後8年を経過していること
受付期間 9月3日
（月）〜28日
（金）
その他 案件ごとに検討が必要になりますので、必ず事前に相談してください。
農林振興課 ☎（62）3426

事 故や犯 罪 を 未 然に防 止

農振農用地区域からの除外申請を受け付けます

し︑安 全で快 適なまちづく

昨年度の大会の様子

対象 どなたでも

〒299−0292
（住所不要） 袖ケ浦市役所 企画課
意 見 の
☎（62）
2327 FAX
（62）
5916
提出場所
Eメール sode01＠city.sodegaura.chiba.jp

りを推進するための契機と

意 見 の
8月27日
（月）
〜9月26日
（水）
必着
募集期間

市民活動支援課

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）
。

して︑﹁ 交 通 防 犯 大 会 ﹂を

計 画 の 企画課、市政情報室
（市役所２階）
、
各公民館、
市ホームページ
閲 覧 場 所 ※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。

☎︵62︶3106

4

開催します︒

30

身近な課題である交通安

1 30

全と地域防犯について一 緒

9

に考えてみませんか︒

日時
月 日︵日︶

午後 時 分〜 時

場所

市民会館 大ホール

内容

「基本構想」
は2020年度を初年度とする新たな総合計画において、市が
計 画 の
目指す将来の姿やまちづくりの方向性を示すものです。今後の基本構想と
概
要
基本計画の策定に活かしていくため、
骨子案の段階から意見を伺います。

式典︵交通・防犯功労 者

計 画 の
総合計画基本構想骨子案
名
称

の表 彰 ︑大 会 宣言 ︑交通 安

市が策定中の計画について、市民の皆さんのご意見を募集します。

全と防犯に関する講話︑実

ご意見を募集

２０１８年（平成３０年）8 月１５日

若年期健康診査・肝炎ウイルス検診は8月末まで

6月〜8月にかけて若年期健康診査・肝炎ウイルス検
診を行っています。各健（検）診内容は、本紙6月1日号を
ご覧ください。
また、
受診を希望する方は、
健康推進課までご連絡く
ださい。
健康推進課 ☎（62）3162

ガウラ健康マイレージ
対象事業

大腸がん検診の検査容器を配布します

配布期間 8月15日
（水）〜11月16日
（金）
配布場所 健康推進課、
ながうら・ひらかわ健康福祉支援室、各がん検診会場
▶大腸がん検診の詳細は、本紙9月1日号でお知らせする予定です。
健康推進課 ☎（62）3162
・8月28日
（火）午前10時〜11時45分・午後1時〜4時、
保健センター
・8月30日
（木）
午前9時30分〜正午、
長浦公民館
健康推進課 ☎（62）
3162

２０１８年（平成３０年）8 月１５日

↓
・10月12日
（金）午前：一般、
午後：コンビナート
場所 君津市民文化ホール 中ホール（君津市三直）
定員 各500名
受講手数料 一人4,700円
※申請書に、
千葉県収入証紙を貼付してください。
受付期間 8月20日
（月）〜24日
（金）
消防本部 予防課 ☎（63）6191

Partner & Event Guide

名画鑑賞会「うた魂♪」
高校の合唱部を舞台に、自意識過剰だったヒロイン
が、挫折を経験して“合唱”の真の魅力に目覚めていく姿
を描いた感動青春作品です（2006年制作）。
脚本・監督 田中誠
制作 佐藤直樹
撮影 鈴木一博
出演 夏帆、
ゴリ、薬師丸ひろ子、
ゴスペラーズ ほか
日時 8月22日
（水）午前10時〜正午
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

袖ケ浦ミュージカルアカデミー定期公演
「赤ずきん」
皆さんが知っている「赤ずきん」とは少し違う、オリジナ
ル版「赤ずきん」を上演します。
期日 8月26日
（日）
時間 ・午後1時開演（0時30分開場）
・午後2時45分開演（2時15分開場）
場所 袖ケ浦市民会館 大ホール
入場料 無料
袖ケ浦ミュージカルアカデミー事務局 ☎（62）2387

市音楽協会 定期演奏会
個人会員部門「ガウラコンサートvol.11」
個人の演奏などのほか、特別企画として「世界の音楽
めぐり」と題し、出演者全員がバトンタッチしながら様々な
楽器で世界の名曲を演奏します。
日時 9月2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
市音楽協会 井上 ☎（62）7164

上総自然学校 谷津田のお米作り〜稲刈り〜
期日 9月8日
（土）
・9日
（日） ※雨天中止
時間 午前10時〜午後4時
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 30名（申込先着順）
参加費 大人2,500円、小学生1,000円（保険代 ほか）
※就学前のお子さんは無料
申込期限 9月2日
（日）
上総自然学校（真光寺内） 町田 ☎（75）7414

槇の実特別支援学校 体験学習

参加者同士が、認知症とその治療方法、認知症の
方への接し方、介護の悩みなどを話し合うことによ
り、お互いに励ましあい、支えあえるつどいです。
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による助言も受けることができ
ます。
日時 9月1日
（土）午前10時〜正午
場所 市保健センター
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
参加費 無料
地域包括支援ながうらサブセンター ☎（64）2100

無許可の不用品回収業者を
利用しないでください
最近、放送を流しながら巡回したり、
チラシを配布
するなどして、家庭から出る家電や粗大ごみなどの不
用品を回収する業者が確認されています。
家庭から出る不用品の収集運搬には市の許可が
必要で、市では、
このような業者に一切許可を出して
いません。無許可業者を利用したことで、高額な料金
を請求されたり、回収した不用品が国内外で不法投
棄されるなど不適正に処理されています。家庭から出
る不用品は無許可業者を利用せず、市が定めた適切
な方法で処理してください。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎（63）1881

リサイクルにご協力ください
小型充電式電池・ボタン電池は、近くのリサイクル
協力店でリサイクルをお願いします。
近くに協力店がない場合は、有害ごみとして出して
ください。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎（63）1881

市自主防災実務者講習会を
開催しました
6月30日、
7月7日・
15日の3日間にわた
り、市自主防災実
務者講習会（千葉
県 災 害 対 策コー
ディネーター養 成
講座）
を根形公民館で開催しました。
この講習会は、
自助と共助の重要性を認識し、市
域において率先して防災活動などを実践していく人
材の育成と自主防災組織の促進を図ることを目的と
して行い、当日は、市災害対策コーディネーター連絡
会が運営しました。

消防法第13条の23の規定による講習会です。
日時・講習種別
→
・10月11日
（木）午前：給油取扱所、
午後：コンビナート

今年度は、26名の方が千葉県災害対策コーディ
ネーターとして認定を受けました。

説明会を開催します
あなたも地域の子育てに参加してみませんか
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 9月11日
（火）
時間 午前10時30分〜正午、
午後1時30分〜3時
※いずれか都合の良い時間帯で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 9月10日
（月）
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）

子どもの人権110番
悩みがあったら相談してね！
友達のこと、学校のこと、先生のことや家族のことで、
誰に相談してよいかわからずに、一人で悩んでいません
か。少しでも悩んでいたら、
まずは連絡してください。皆さ
んのお話を聞いて、
悩みについて一緒に考えます。相談や
通話の料金は無料で、難しい手続きもありません。ホーム
ページからメールでの相談も受け付けています。
また、秘密は守りますので、
安心して相談してください。
時間 平日の午前8時30分から午後5時15分
0120（007）110
相談電話
全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
期間中は、相談時間を延長して受け付けます。
期間 8月29日
（水）〜9月4日
（火）
時間 ・平日 午前8時30分〜午後7時
・土・日曜日 午前10時〜午後5時
千葉地方法務局 人権擁護課 ☎043（302）1319
HP http://www.jinken.go.jp

實
宜房
英一
雅文
忠雄

危険物取扱者保安講習

ファミリーサポートセンター

土用浪朽ち舟列島あちこちに 佐藤
スーパーの入口今年も燕の子 栗田
子猫達お帰りなさいと絡みつく 楠田
代田
重田

日時 9月20日
（木）午前10時30分〜正午
場所 長浦公民館 多目的室
対象 未就園児とその保護者、
または妊娠中の方
参加 1組800円（大人一名の追加は500円）
定員 20組（申込先着順）
子どもるーぷ袖ケ浦
☎・FAX（63）2850（月・水・金の10：00〜15：00）
Eメール info@kodomoloop.com

認知症家族のつどい
参加者を募集します

プロのフードコーディネーターだからわかる「美味
しさが伝わるフード写真」の撮影方法を、実際に写
真を撮りながら教えます。アプリを使った写真の加
工やSNSの知識も盛り込んだ講座です。
日時 8月23日
（木）午後2時〜4時
場所 市商工会館 中会議室
講師 稲垣 美和 氏（千葉県よろず支援拠点コー
ディネーター）
対象
小規模事業者、
または創業を検討している方
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
受講料 無料
持ち物 スマートフォンまたはデジカメ
申込期限 8月21日
（火）
商工観光課 ☎（62）3428

方円の水に従ふ金魚かな
時の日や終末時計闇の中

「ままんべぃび」赤ちゃんとお母さんのための
コンサート

環境省では、象牙の違法取引を防止するため、国内に
ある象牙の在庫確認を行っています。未登録の象牙（全
形を保持したもの）
をお持ちの方はご連絡ください。
なお、所有者の死亡による近親者への相続は違法に
はなりませんが、
その後に売却や譲渡をする場合は、
あら
かじめ登録が必要です。
象牙在庫把握キャンペーン事務局 ☎03（6659）4660

「美味しさが伝わるフード写真」
撮り方講座の参加者を募集

手遅れに慌て会見恥部曝す
西山たかし
梅雨空に晴れる気あるか問いてみる 伊井はま子
ハゼ釣りにうなぎが釣れて夕 かな 岩田
忠
急ぐことはないと死神が諭す 鈴木 和枝
不揃いのソバ食感を玩ぶ
中嶋 常葉

期日 ・小学部は、9月11日
（火）
・13日
（木）
・19日
（水）
・
21日
（金）
・高等部は、9月18日
（火）
・20日
（木）
・中学部は、9月25日
（火）
・26日
（水）
時間 ・小学部・中学部は、
午前9時30分〜11時40分
・高等部は、
午前9時30分〜正午
申込方法 在籍する園・保育所・学校などを通じて申し
込んでください。
申込期限 小学部は8月2 8日（火）、高等部は9月4日
（火）、
中学部は9月11日
（火）
県立槇の実特別支援学校 ☎（62）1164

象牙をお持ちの方は登録をしてください

スマホで始める

危機管理課 ☎（62）2119

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「東京都千葉福祉園」絵画・陶器・手芸品作品展示

期間 9月5日（水）〜18日（火） ※初日は午前9時30分から。最終日は午後3時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046

２０１８年（平成３０年）8 月１５日

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

8月

当番医
診療科目 電話
田部整形外科
整形外科（62）
19日
4155
〔蔵波台5-19-7〕
内科
菱沼医院
26日
（62）
1822
〔福王台3-1-1〕 小児科
さくま耳鼻咽喉科医院 （午前9時〜正午）
（60）
2787
26日
〔神納617-1〕 耳鼻咽喉科

※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。

遺跡発表会
「袖ケ浦の古墳」
を開催します
市内で発見された3カ所の古墳について、近年の発掘
調査の成果などを発表します。また、出土した資料の展
示会をあわせて行います。
事前の申込みは不要です。直接会場へお越しください。
日時 8月25日
（土）午前10時〜11時45分（9時30分開場）
場所 長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室
参加費 無料
生涯学習課 ☎（62）3744

ここが見どころ！企画展
「地図を持って出かけよう！」
郷土博物館 ☎（63）
0811
8月4日から開催中の企画展「地図を持って出かけよ
う！」は、市民コレクターである石井更幸さんのコレクショ
ンによる展示です。内房地区を中心とした交通・観光関
係のコレクションは、近隣の博物館でも例がないほど充
実した見ごたえのあるもので、特におすすめなのは大正
〜昭和初期の鳥瞰図という地図です。
大正〜昭和初期には、鉄道を中心とした交通機関の
発達により、全国的に旅行ブームが起こり、人々は様々
な乗り物で、寺社参詣や観光目的の旅に出かけました。
その頃の旅行案内や観光地図に多く採用されていたの
が、空を飛ぶ鳥の視線で描かれた鳥瞰図です。上空から
はるか遠くまで見渡した画面の中に、その土地の魅力を
ぎっしり詰め込んで描かれた地図は、何度見ても新しい
発見があり、旅行気分を盛り上げてくれました。
今回の企画展では、大正の広重と呼ばれた鳥瞰図絵
師・吉田初三郎が描いた「海光の千葉県」
「霊場の千葉
県」
「情 味の千葉県」の千葉県三部作が勢ぞろいしてい
ます。この3点が一堂に会することは珍しく、これだけで
も一見の価値があります。
また、当時の内房地域の旅館が作ったPR用の旅行案
内を多く展示しているほか、昭和30〜40年代のチラシ
や観光案内など、大人世代が懐かしいと思うものも数多
く展示しています。
郷土博物館の展示室で、夏のタイムトリップを楽しみ
ませんか？
ちょうかんず

はつさぶろう

かいこう

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
8月20日（月）〜25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

8月16日〜31日

●市県民税 2期
●国民健康保険税 2期
納税課 ☎（62）2647
● 介護保険料 2期
介護保険課 ☎（62）3158
● 後期高齢者医療保険料 2期
保険年金課 ☎（62）3092
―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
生徒「先生！夏休みの宿題ひとつもやら
なかったかわりに、全力で遊び尽く
しました！」
先生「ん−、じゃあO.K.！」
とはおそらくならないので、がんばりま
しょう。コツコツ。
（S.Y）

親業訓練入門講座生募集
子どもの気持ちがわかる「親子のコミュニケーション」
育児書には、
「子どものはなしを聴きましょう」などと書い
てあるけれど、実際どうしたらいいかわからないと感じたこ
とはありませんか。
その具体的な方法を学ぶのが「親業訓練」です。講話
や体験による学習などをとおして、楽しく学びます。
日時 10月5日
（金）
・12日
（金）午前9時〜正午（全2日）
場所 市民会館 2階研修室
講師 齋藤 ひとみ 氏（親業訓練協会インストラクター）
対象 市内在住・在勤の、2歳〜高校生のお子さんを持つ
保護者で、
なるべく2日間とも参加できる方
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
受講料 無料
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 9月10日
（月）
まで
市民会館 ☎（62）3135

総合運動場

Jr.テニス教室の参加者を募集
期日 8月24日〜9月28日の金曜日
（全6回）
時間 午後4時30分〜6時
場所 総合運動場 テニス場
対象 小学4〜6年生
定員 2名（申込先着順）
参加費 6,000円
市総合運動場 ☎（62）5350

スポーツ教室の生徒を募集

緊急以外の修繕工事は
市の指定する工事店へ

月〜金
水道局 ☎
（62）
3897

市民会館では、毎年、夏休みの期間に合わせて子ども映
画会を開催しています。今回は、
自然や冒険をテーマにした
アニメを上映します。
日時 8月21日
（火）午前10時開演（9時30分開場）
場所 市民会館 大ホール
上映作品 ・「MOTTAINAI もったいない」
（22分）
・「天狗のかくれ里」
（57分）
入場料 無料
市民会館 ☎（62）3135

臨海スポーツセンター

水道工事当番店
（緊急）
工事店・電話（9：00〜17：30）
大久保
（62）
5111
産洋設備
（75）
6780
北袖商事
（63）
3271
鈴木住宅設備 （62）
0020
シバサキ建設 （63）
0911
橋立管工
（62）
5255

夏休み子ども映画会を
開催します

れいじょう

じょうみ

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

月日
8月15日
8月16日
8月17日
8月18日
8月19日〜25日
8月26日〜9月1日

市民会館

吉田初三郎が描いた「海光の千葉県」

市内の小・中学校の特色ある
教育活動を紹介します
学校図書館支援センター
市では、
自ら生涯学び
続けようとする子どもの
育成のため、読書教育に
関する様々な事業を行っ
ています。
その一つとして、市立
読書指導員研修会
総合教育センター内に学
校図書館支援センターを設置し、2名のスタッフが学校図書
館を取り巻く
「人」
「もの」
「情報」のコーディネートを行ってい
ます。
具体的な活動として、スタッフが学校を訪問し、各校の読
書指導員や司書教諭と連携を図り、授業支援や児童・生徒
の読書活動の向上に向けた相談を行っています。
また、
「学校図書館支援センター便り リーブル」
を月1回発行
し、
市内の読書教育の実践紹介を行うことにより、
教員の読書
に係る指導力向上の一助となるように努めています。
さらに、市独自の図書流通システムの効果的な運用をコー
ディネートすることにより、授業での学校図書館の活用を推進
しています。
子どもに読書の素晴らしさを語る教員や読書指導員を支
援するとともに、
学校図書館が「読書センター」
「学習・情報セ
ンター」として、学習活動の核となるように、
今後も取り組んで
いきます。
総合教育センター ☎（62）2254

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

いずれの教室も臨海スポーツセンターで行います。電話または
窓口で申し込んでください。
卓球テクニカルアドバイス
期日 9月4日〜11月6日の火曜日
（全8回）
※9月25日、10月23日は休み
時間 午後3時〜5時
場所 体育館A面
定員 25名（申込先着順）
参加費 4,500円
レディース水泳教室
期日 9月5日〜11月21日の水曜日
（全12回）
時間 午後2時〜3時
場所 プール
定員 40名（申込先着順）
参加費 6,000円
ウォーキング＆アクア
期日 9月7日〜11月30日の金曜日
（全12回）
※11月23日は休み
時間 午後3時30分〜4時30分
場所 プール
定員 40名（申込先着順）
参加費 6,000円
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

プロ野球イースタン・リーグ公式戦
千葉ロッテマリーンズ VS 東京ヤクルトスワローズ
前売券販売期間 8月17日
（金）
まで
8月18日（土）
販売時間 午前9時〜午後6時
午後5時
販売場所 市営球場 ☎（62）
5350
市営球場
入場券 内野指定 席1, 5 0 0円（2 , 0 0 0
円）、内野自由席1,000円（1,500円）、
外野芝生席 大人500円（700円）
・小人200円（300円）
※カッコ内は当日券で、就学前のお子さんは無料です。ま
た、小人は高校生までとなります。
社教連協事務局 ☎（62）
3139

エアコンの室外機は直射日光を避け、
風通しの良い日陰におきましょう。
環境管理課 ☎
（62）
3404
エアコンのフィルターはこまめに掃除をしましょう。

