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袖ケ浦市
マスコットキャラクター
「ガウラファミリー」

ガウラフェスタwithマルシェ
マルシェ2018
2018 いよいよ開催！
〜袖ケ浦を味わおう！袖ケ浦をたのしもう！〜

11月23日（祝）午前10時〜午後3時

市商工会の主催で、市内の農業、商業、工業、観光
などの産業が一堂に会し、各産業の魅力を発信する
とともに、来場者と交流を図るイベント「ガウラフェスタ
withマルシェ2018」を開催します。
当日は、各産業ブースの出店などをはじめ、ステージ
パフォーマンスの披露や袖ケ浦オリジナル商品として
開発された「袖ケ浦産米粉プレミックス粉」のネーミン
グ発表を行います。また、袖ケ浦の野菜を使った2,000
人分の大鍋によるチャリティー芋煮会、東京五輪を目
指すトップアスリートの楽しいトークショーを行います。
袖ケ浦の美味しい、楽しいが盛りだくさんのイベント
に、
ぜひご来場ください。
日時 11月23日
（祝）午前10時〜午後3時
※雨天決行

場所 臨海スポーツセンター 駐車場・体育館
内容
・農業：地元産野菜と加工品の販売
・商業：飲食・物販の出店、袖ケ浦産品レシピ料理・
特産推奨品などの販売、抽選会、商店会PR
コーナー など
・工業：住友化学株式会社工場見学会、はたらく車
（重機）の展示
・観光：市内観光スポットの紹介
▶駐車場は、市営長浦駅臨海駐車場と隣接駐車場を
ご利用ください。ただし、台数に限りがありますの
で、
できるだけ公共交通機関をご利用ください。
市商工会 ☎（62）0539

ステージタイムスケジュール（予定）

住友化学株式会社工場見学会

時間

内容

10：00〜10：10 オープニング
10：10〜10：55

袖ヶ浦高校コラボパフォーマンス
（吹奏楽部・書道部）

11：00〜11：15 出店者インタビュー

所要時間は約1時間で、事前申込が必要です。
時間 午前11時〜、
午後1時30分〜
集合場所 工業ブース受付（会場入口付近）
※会場までは、市のバスで移動します。
定員 各40名（申込先着順）
▶定員に満たない場合は、当日の申込みも受け付
けます。
商工観光課 ☎（62）3428

臨海スポーツセンター

菜を使った2,000人分の
地元野
よるチャリティー芋煮会
大鍋に
集まったチャリティー募金は、
ー募金は 国内各地の被災
地に義援金として寄付します。

袖ヶ浦高校コラボパフォーマンス
袖
袖ヶ浦高校の吹奏楽部・書道部・新体操部が、
袖
豪華コラボパフォーマンスを行います。

11：20〜11：45 和太鼓サークル（チームくらげ）

東京五輪応援企画！
トップアスリートによるトークショー

12：00〜12：15 セレモニー（市長、来賓あいさつ）
12：20〜12：40

袖ケ浦産米粉プレミックス粉
ネーミング発表・表彰式

12：45〜13：00 バルーンアートショー
13：05〜13：35 長浦エアロキッズ
13：40〜13：55

袖ヶ浦高校コラボパフォーマンス
（新体操部・吹奏楽部）

東京五輪応援企画！トップアスリート
14：00〜14：30 によるトークショー
（長谷川涼香選手、牧野紘子選手）
14：30〜15：00 阿波踊り（鳳連）

インデックス

袖ケ浦 市表彰・教育 功労者表彰／生
涯学習奨励賞の候補者を推薦してくださ
い
通学路などに面するブロック塀
などの点検調査を行います／緑のカーテ
ンコンテストの入 賞作品が決 定
市
民三学大学講座／袖ケ浦美術展を開催
パートナー＆イベント・ガイド
ち
ばアクアラインマラソン2018開催結果
／市内小・中学 校 駅伝・ロードレース大
会／休日当番医

日曜日の住民票などの
証明書交付窓口開設日
11/25・12/9・12/23
毎月第 2・第 4 日曜日 午前 9 時〜午後 5 時
場所 市役所 1 階

東京五輪
応援企画とし
て、東京五輪
の水 泳代表
選 手 を目 指
す、長谷川涼
香選手と牧野 牧野紘子選手 長谷川涼香選手
紘子選手をお
招きし、
楽しいトークショーを開催します。
長谷川選手と牧野選手は、
臨海スポーツセンターの
プールで練習を行うなど、
袖ケ浦市に縁のある選手で
す。東京五輪で活躍できるように、
会場のみんなで
エールを送りましょう！

市内全域の防災行政無線
から訓練放送が流れます
11月21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、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的に放送が流れますの
で、
ご理解ください。
日時 11月21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
を中止する場合があります。

「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

危機管理課 ☎（62）2119

袖ケ浦産米粉プレミックス粉の
ネーミング発表・表彰式
応募総数1,111点の
中から選ばれた袖ケ
浦産米粉プレミックス
粉のネーミングを発表
し、
最優秀賞、
優秀賞
の表彰を行います。

市民と市長のふれあいトーク
市では、市政やまちづくりに関して、市民の皆さん
の意見や提言などを行政に反映させるため、
「市民
と市長のふれあいトーク」を行っています。
これは、各種団体や市民グループと市長が、皆さ
んの希望するテーマに沿って直接意見交換を行うも
のです。今年度はこれまで6団体71名と意見交換を
行っています。
市政をより身近に感じていただく機会として、
ぜひ
ご利用ください。
期日 随時（議会期間中などを除く）
時間 午前10時〜午後9時の間で1時間30分程度
場所 申込者と協議して決定します。
対象 市内に在住、在勤、在学の、おおむね5名以
上の団体・グループ
▶詳細は、お問い合わせください。
秘書広報課 ☎（62）2435

市表彰

︻自治功労表彰︼

袖ケ浦市表彰・教育功労者表彰

市では毎年︑市政の発展や公共の福祉の増進などに功

労 の あ っ た 方 ︑ま た は 善 行 が 優 れ ︑市 民 の 模 範 と な る 方

を︑市の表彰規則に基づき表彰しています︒

三股 友行 氏

元消防団員

保健医
︵医科︶

秋元 晴年 氏

社会福祉法人四恩会

昭和保育園運営

ボランティア団体

市立図書館おはなし会

保育ボランティア ひよ

ボランティア

この会

行政相談委員

小島 直子 氏

文化財保存事業への寄付

︻善行表彰︼

進藤 秀一 氏

教育功労者表彰

︻学校教育振興︼

学校医

宗 廣樹 氏

︻社会教育振興︼

稲毛 博夫 氏

公民館運営審議会委員

社会教育推進員

大矢 則子 氏

石井 更幸 氏

郷土博物館事業への貢献

名を︑ ︻社会功労表彰︼

名 ︑社 会 教 育 振 興

1

また︑教育委員会では︑教育︑学術または文化の振興に

1
1

日に行われた表彰式において︑市表彰

団体︑ 名︑善行表彰

3

1

関し︑功績が顕著な方を︑市教育委員会表彰規程に基づい

11

て表彰しています︒

名︑社会功労

2

今年度は︑ 月

で自治功労

名を表彰しました︒

教 育 功 労 者 表 彰 で は ︑学 校 教 育 振 興

▼市表彰について 秘書広報課 ☎︵62︶2435

3691
教育総務課 ☎︵62︶

▼ 教育功労者表彰について

3

２０１８年（平成３０年）11 月１５日

おはなし会ボランティア

おめでとうございます

農業委員と農地利用最適化推進委員の
推薦・公募

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（警察功労）
瑞宝単光章（警察功労）

市では、現在の農業委員と農地利用最適化推進委員が平成31年3月31日で任
期満了になることから、個人や団体からの委員の推薦・公募を行います。
なお、両委員の推薦・公募状況は、市ホームページで公表します。
推薦・公募期間 11月26日
（月）〜12月20日
（木）
推薦・公募人数 農業委員16名、農地利用最適化推進委員25名
推薦・応募方法 推薦および公募に関する要領を確認のうえ、推薦書（応募書）
に
必要事項を記入し、郵送または持参で提出してください。要領は、農業委員会窓口
と各行政センターで配布します。
また、
市ホームページからダウンロードできます。
▶詳細は、市ホームページまたは要領をご確認ください。
〒299−0292（住所不要）
袖ケ浦市役所 農業委員会事務局 ☎（62）3918

手島 晴夫 氏
藤沼 康嗣 氏

ありがとうございます
寄付金の贈呈
進藤 秀一 氏
10月2 6日に、進藤秀 一氏より、寄 付金
300万円を市へ贈呈していただきました。
いただいた寄付金は、市指定文化財で
ある旧進藤家住宅の保存管理に活用して
いきます。
郷土博物館 ☎（63）0811

長浦公民館

生涯学習奨励賞の候補者を推薦してください

ヘルストロンを移設しました

長浦公民館の１階ロビーに設置していたヘルストロンを、2階展示ホールに移設し
ました。
なお、元の設置場所には、
子ども向けの学習スペースを設置しましたので、
自習な
どの際にご活用ください。
▶高齢者支援課 ☎（62）3219
▶長浦公民館 ☎（62）5713

教育委員会議（11月定例会）
日時 11月28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 11月26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

不動産の公売を行います

審議会などの会議予定

↓
都市計画マスタープラン策定市民委
員会
日時 11月30日
（金）
午後2時〜
場所 市民会館 3階中ホール
議題 住宅地などのあり方について ほか
傍聴定員 8名
（申込先着順）
申込期限 11月28日
（水）
担当課 都市整備課 ☎
（62）
3514
農業委員会総会
日時 12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
（申込先着順）
申込期限 12月4日
（火）
担当課
農業委員会事務局 ☎
（62）
3918
スポーツ推進委員定例会議
日時 12月7日
（金）
午後3時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 事業報告 ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 11月22日
（木）
担当課 体育振興課 ☎
（62）
3791

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

市では生涯学習推進のため、文化・スポーツの分野で活躍し、
その成績が顕著
な個人・団体を表彰しています。
各団体や個人などから、積極的な推薦をお願いします。
対象 平成30年1月1日〜12月31日
（見込みも含む）の間に、次の基準を満たす、市
内在住の方または市内の団体
・生涯学習特別奨励賞の基準
全国規模の大会で、
その成績が顕著（3位以上）であり、他の模範となる
・生涯学習奨励賞の基準
県規模の大会で、
その成績が顕著（3位以上）であり、他の模範となる
推薦方法 所定の「表彰推薦調書」に記入し、生涯学習課へ提出してください。
調書の様式は生涯学習課、市民会館、
または各公民館で配布しています。
推薦期限 12月7日
（金）
▶表彰式は、
平成31年2月16日
（土）に開催する生涯学習推進大会で行います。
生涯学習課 ☎（62）3743

公売とは、市税などの滞納により市が差し押さえた財産を入札などにより売却
する制度です。定められた公売保証金を納付すれば、原則、
どなたでも参加でき
ます。
なお、公売は中止する場合がありますので、入札日前に納税課へご確認くだ
さい。
公売不動産一覧表
区分番号
74−1

所在
滝の口字鬼塚306
番地54

地目と種類・構造
宅地

220.82

居宅・木造スレート
ぶき2階建

入札日時 12月11日
（火）午後1時30分
納税課 ☎（62）2653

地積と床面積
（㎡）

場所

1階 70.30
2階 58.80

市役所 2階第一会議室

暖房の設定温度は20℃を目安に必要な時にだけ使用し、少しの寒さであれば重ね着をするなどして、暖房
環境管理課 ☎（62）3404
は控えましょう。また、就寝時や外出時は早めに暖房を切りましょう。

ク塀などの点検調査を行い

通学路などに面するブロッ

ポイント資料などの配布

のお知らせや点検チェック

・所有
︵管理︶
者へ点検結果

6

コンクリートブロック塀などは適正な管理を

ます︒
対象の家庭には︑
点検

を携帯した千葉県職員と市

▼点検調査は︑身分証明書

通学路などに面するブロック塀などの点検調査を行います

府北部地震では︑
ブロック塀

結果と点検のチェックポイ

今年 月に発生した大阪

が倒壊し︑児 童が死亡する

ント資料などを配布します

職員が行います︒

リートブロック塀等の安全

という痛ましい事故が発生

ので︑安全対策に万全を期

※ 詳 細 は ︑千 葉 県 ホ ー ム

19

しました︒

すようお願いします︒

11

このような事故が再び発

生しないよう︑
ブロック塀な

ペ ー ジ 内 に あ る﹁ コ ン ク

月 日
︵月︶
以降

点検について﹂のページを

点検調査

対象 小学校を中心とした

ご覧ください︒

期日

努め︑不 適合な箇 所が見 受

半径500ｍ の区域内の通

君津土木事務所

検を行い︑
適正な維持管理に

けられる場合には︑
改修など

学路に面し︑
高さが ・ ｍ

1
2

どの所有
︵管理︶
者は︑
自主点

を検討してください︒

建築宅地課

こんきゅう

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
平成31年1月15日（火）
建築住宅課 ☎（62）3645

☎
︵25︶
5137

募集団地 飯富団地（飯富2754）
募集戸数 3戸（うち2戸は事故住宅）
※事 故 住 宅とは、人身などの 事 故 が
あった住宅です。内容に関する問い
合わせは、一切お答えすることができ
ません。また、入居後は当該事由によ
る住替えはできません。
募集期間 11月15日（木）〜30日（金）
入居者資格
次の要件すべてに該当する方
・原則として同居している、または同居
しようとする親族がいる
・住宅に困 窮していることが明らかで
ある
・市内に住民登録または勤務場所を有
する
・市税を滞納していない
・連帯保証人がいる
・一般世帯は月収15 8 ,0 0 0円以下、特

を超えるブロック塀など

市営住宅の入居者を募集します

また︑
千葉県では︑
児童の

環境管理課 ☎（62）3404

ＨＰ
https://www.pref.
chiba.lg.jp

団体の部 最優秀賞作品

個人の部 最優秀賞作品

︒
通学時における安全確保を ︵石積みなども含む︶

団体の部
最優秀賞 平岡小学校 幽谷分校
優秀賞 奈良輪小学校
みどりの丘保育園

実施項目

コンテスト受賞者（敬称略）
個人の部
最優秀賞 德永 啓子
優秀賞 伊藤 和夫
宗政 丈夫

目的に︑小学校を中心とし

市では、地球温暖化防止対策の一環として、夏の省エネルギーを図るため、緑
のカーテンコンテストを行いました。
今年度は、個人の部で9作品、団体の部で6作品の応募があり、選考の結果、個
人の部で3作品、団体の部で3作品が入賞しました。
来年度もコンテスト開催を予定していますので、
皆さんも、夏に向けて緑のカーテ
ンづくりに挑戦してみてはいかがでしょうか。

・通学路からの目視点検

緑のカーテンコンテストの入賞作品が決定しました

た半径500ｍ の区域内の

２０１８年（平成３０年）11 月１５日

家具転倒防止器具の取付けを市で行っています
市では、
自身で家具転倒防止器具（L字金具、転倒防止ベルトなど）の取付けが
難しい高齢者などに代わって取付作業を行っています。ぜひ、
ご利用ください。
対象世帯 65歳以上の方のみの世帯、
または65歳以上の方と18歳未満の方で構
成する世帯
対象となる家具 主に寝室や居間にある家具（3個まで）
費用 無料（家具転倒防止器具は、各自で用意してください）
申請方法 申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課、地域包括支援ひらかわ
サブセンター、
または地域包括支援ながうらサブセンターへ提出してください。
※借家などの場合は、所有者または管理者の承諾書が必要です。
▶注意事項などの詳細は、お問い合わせください。
高齢者支援課 ☎（62）3219

道路にはみ出た草木は危険です
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 11月29日
（木）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

道路にはみ出した雑草や樹木の枝は、歩
はみ出ていると
通行の障害に
行者や車などの通行の障害になり、大変危険
なります。
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、道路沿いに土地を所有している方は、
私有地
歩道
車道
草木の状態を確認し、
はみ出ている場合は、
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

私有地

こ つ ず い

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

現在、少子高齢化に伴う生産年齢人口（15歳〜64歳の人口）の減少や、
育児や
介護との両立など働く方のニーズの多様化などを背景として、
ライフスタイルに合わ
せて、
それぞれの意欲と能力を活かして働くことができる職場環境の整備などが
課題となっています。働き方改革は、
この課題の解決に向けて、従来の働き方や休
み方を見直し、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できる
社会を実現しようとするものです。
今回の法律の公布により、次の点が改正されます。
主な改正内容
・時間外労働の上限規制が導入されます。
・年次有給休暇の確実な取得が必要となります。
・正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
▶詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省 千葉労働局 ☎043（306）1860
HP https://www.mhlw.go.jp/

■枝をチップにしてごみの減量にチャレンジ

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、路面の排水の妨げとなり、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

ブロックが排水の妨げや、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

➡

「働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律」が公布されました

土木管理課 ☎（62）3558

切枝は粗大ごみとして出す以外に、市が貸し出している剪定枝粉砕機を活用することで、ガーデニングなど
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）☎（63）1881
に利用できるチップにすることができます。

定員

15日〜29日の木曜日
10：00〜11：00

35名

15日〜29日の木曜日
14：00〜15：00

35名

16日
（金）
・30日（金）
楽ストレッチポール
14：00〜15：00

20名

16日
（金）
・30日（金）
19：00〜20：00

35名

ヨガ＆ピラティス
シェイプエアロ

パンチ＆キック

エンジョイエアロ

16日
（金）
・30日（金）
10：00〜11：00
21日
（水）
・28日（水）
19：00〜20：00

各35名

かんたんエアロ

19日
（月）
・26日（月）
10：00〜11：00

35名

健康ヨガ

19日
（月）
・26日（月）
19：00〜20：05

24名

ZUMBA

20日
（火）
19：30〜20：30

35名

かんたんヨガ

21日
（水）
・28日（水）
14：00〜15：05

24名

対象 高校生以上（当日先着順）
料金 550円（楽ストレッチポールのみ、60歳以上の
方は300円）
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

臨海スポーツセンター

フットサル教室

そではく講座

「袖ケ浦学」の参加者募集
今回の袖ケ浦学では、江戸時代の道「久留里往
還」をめぐり、
昔の人々の足跡を振り返ってみます。
なお、当日は、高谷周辺と久留里周辺を2時間程度
歩く予定のため、歩きやすい服装でお越しください。
日時 12月1日
（土）午前9時30分〜午後4時30分
集合場所 郷土博物館 駐車場
※移動は市のバスを利用します。
テーマ 館長とめぐる！久留里往還
定員 20名（申込先着順）
参加費 1,100円（弁当、保険、資料代 ほか）
申込方法 電話または郷土博物館受付で申し込ん
でください（1組3名まで）。
郷土博物館 ☎（63）0811

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、蔵波台地区の一部の世帯です。調査員が、
調査票を持って伺いますので、
ご協力をお願いします。
千葉県 統計課 ☎043（223）2220

住生活総合調査にご協力ください
国土交通省では、住生活基本法に基づく住生活
の安定・向上に係る総合的な施策を推進するうえで
必要となる基礎資料を得ることを目的とし、住生活総
合調査を行います。
今回の調査対象は、
10月に総務省が行った住宅・土
地統計調査に回答いただいた世帯の中から、
無作為
に抽出した世帯です。
11月下旬から、
調査員証を携帯し
た調査員が訪問しますので、
ご協力をお願いします。
住生活総合調査事務局
0120（467）060

平成31年度君津地区
公立小・中学校の講師登録会
日時 12月5日
（水）午後1時〜（0時30分受付）
場所 君津教育会館（木更津市新田）
募集職種 小・中学校教員、養護教諭、学校栄養職
員、学校事務職員
持ち物 筆記用具、印鑑、写真（4㎝×3㎝を2枚、6㎝×
4.5㎝を3枚）、教員免許状の原本と写し（両面コピー）
1部、履歴書または履歴のわかるメモ1通
▶更新登録者・新規登録者のいずれも対象となります。
南房総教育事務所 管理課 ☎0438（25）1311

レディース＆初心者クリニックを開催
日時 11月24日
（土）午前9時〜10時
場所 臨海スポーツセンター 体育館
対象 中学生以上の方
定員 各20名（申込先着順） 参加費 500円
持ち物 室内シューズ、運動できる服装、タオル、飲
み物 など
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

つ ね ゆ き

狩猟期間が始まります
11月15日
（木）〜平成31年2月15日
（金）は、狩猟期
間です。狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努め
ましょう。また、野外で活動する場合は、
目立つ服を
着用し、
ラジオを携帯するなど、事故防止の対策を
行いましょう。
千葉県 自然保護課 ☎043（223）2972

12月8日（土）
午後1時30分〜3時
市民会館 大ホール

あの人に会える
市民三学大学講座

11月のフリーチョイス
プログラム教室生募集
日時

郷土博物館

しころやま

講師 錣山 矩幸 氏
（錣山部屋師匠・元関脇寺尾関）

16

労働力調査を行っています

臨海スポーツセンター

教室名

3

私の相撲人生

ひらおかの里農村
公園では、収穫祭を
開催します。当日は餅
投 げ や そば 打 ちな
ど、様々な催しを行い
ます。皆さんの来園を
そば打ちの様子
お待ちしています。
※車で来場する際は、駐車台数に限りがありますの
で、乗合いにご協力ください。
日時 11月25日
（日）午前9時〜正午
場所 ひらおかの里農村公園
▶農業センター ☎（60）5171
▶当日の問い合わせ先
ひらおかの里 農村公園 ☎（75）4142

28

ガウラ健康マイレージ
対象事業

テーマ

ひらおかの里農村公園収穫祭

2 11

今年度 回目の市民三学大学講座には︑錣山親方を講
師にお迎えします︒錣山さんは︑小柄な体格ながら︑大型
力士に真っ向勝負を挑み続け︑横綱級の人気を博した元
関脇寺尾関です︒講演では︑壮絶だった相撲人生を語って
いただきます︒
講師プロフィール
東 京 都 出 身 ︒1 9 6 3 年 に 井 筒 昭 男 親 方︵ 元 関 脇 鶴 ヶ
嶺︶の三男として生まれる︒1979年︑名古屋場所初土
俵︑1984年名古屋場所新十両︑1985年春場所新入
幕︑1989年春場所関脇︑2002年秋場所を最後に引
退︒幕内通算626勝753敗 休︒殊勲賞３ 回︑敢闘賞
３回︑技能賞１回︑金星７個︒引退後︑年寄・錣山を襲名︒
保育があります

袖ケ浦美術展は、市内で芸術活動を行う方々の作
品を一堂に集めた市内最大の美術展で、絵画・書・工
芸・写真の作品を174点展示します。
作品の解説や講評を交えたギャラリートークも行い
ますので、袖ケ浦の芸術を、
ぜひ体感してください。
期間 11月21日
（水）〜12月2日
（日）
時間 午前9時〜午後5時 ※最終日は午後4時まで
場所 根形公民館 多目的ホール・視聴覚室・講義
研修室
入場料 無料
ギャラリートーク
（入場無料・申込不要）
日時 12月1日
（土）午前10時〜正午
場所 根形公民館
講師 中島 敏明 氏（絵画）、辻元 大雲 氏（書道）、
星野 榮一 氏（工芸）、山口 秀輝 氏（写真）
袖ケ浦美術展実行委員会事務局 小沢
☎090（7184）0106

講演中︑お子さんの保育を希望する方は︑ 月 日︵水︶
までに申し込んでください︒保育の対象は 歳〜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︒
生涯学習課 ☎︵62︶3743

袖ケ浦美術展を開催します

２０１８年（平成３０年）11 月１５日

入場無料
手話通訳あり

地域福祉フェスタ
地域福祉フェスタは、市民の皆さんに「福祉」を
知っていただくために開催するお祭りです。
ぜひ、お越しください。
日時 12月9日
（日）午前10時30分〜午後1時30分頃
場所 根形公民館
内容
・社会福祉協議会会長表彰・感謝状贈呈、地域ぐ
るみ福祉推進標語入選者への表彰
・団体発表（社会福祉施設等連絡協議会、根形保
育所、根形小学校福祉学習発表、根形中学校吹
奏楽部、
シニアクラブ連合会、ボランティア連絡協
議会）
・展示・体験（福祉関係団体ＰＲブース、会場内探
検スタンプラリー、根形保育所のぬり絵展示、ス
ナッグゴルフ体験、親子簡単工作コーナー など）
・模擬店（やきそば、ポップコーン、
フランクフルト、わ
たあめ、揚げパン、おでんの販売、社会福祉施設
製作の作品販売）
▶閉会後には、お楽しみ抽選会を行います。
社会福祉協議会 ☎（63）3888

認知症家族のつどい
参加者を募集します
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。
当日は、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 12月1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
参加費 無料
地域包括支援ながうらサブセンター ☎（64）2100

シルバー人材センターで生きがいを
〜楽しく仕事をしてみませんか〜
永年培った知識・経験を活かしてみ
ませんか？
健康の保持にもつながります。
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、
公民館などの公共施設管理、
仕分・梱包 など
※平成31年4月から、公民館などの公共施設管理の仕事
を希望する方は、12月7日
（金）
までに入会の手続きが
必要です。
会費 年2,000円
▶詳細は、お問い合わせください。
シルバー人材センター（飯富1604）☎（63）6053

２０１８年（平成３０年）11 月１５日

↓

袖ケ浦落語同好会 発表会
笑う門には福来たる。落語3席のほか、俗曲、
マジック、
手話ダンス、相撲甚句などもお楽しみください。
日時 12月2日
（日）午後1時30分〜3時30分
場所 長浦公民館 2階研修室（すべて椅子席）
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）
袖ケ浦落語同好会 山田家きさっぺ
☎090（9203）5107
す も う じ ん く

Partner & Event Guide

東雲川柳会 没句供養と法話の楽しい川柳句会
文化講演会「井原西鶴の描いた恋と愛」
「好色五人女」や「好色一代男」、
「男色大鑑」などで
有名な江戸中期の俳人・浮世草子作家「井原西鶴」とは
何者なのか、作品をとおして西鶴の描いた恋愛の世界
を、西鶴研究者が語ります。
日時 11月25日
（日）午後2時〜午後4時
場所 2階視聴覚ホール
講師 畑中 千晶 氏（敬愛大学教授）
対象 成人の方
定員 50名（申込先着順）
参加費 無料
畑中 千晶 氏
中央図書館

子ども映画会「どんぐりと山猫」
山猫から裁判の手助けをたのまれた一郎が、
山奥の草
地で、
どんぐりたちのもめごとを解決します。
原作 宮沢 賢治
日時 12月1日
（土）午前11時〜11時25分
場所 2階視聴覚ホール
対象 小学生のお子さん
定員 80名（予約不要）
参加費 無料
その他 字幕なし
※午前10時30分より、同会場で「おはなし会」を開催し
ます。
中央図書館

名画鑑賞会「別れの曲」
1830年代、
ロシアの圧政に対して独立の機運が高まる
ポーランドで、国でも評判の若き天才音楽家ショパンも密
かに地下運動に加わり、独立の使命に燃えていた。感動
深い名場面の数々を描いた作品です（1934年制作）。
脚本 エルンスト・マリシュカ
監督 ゲツァ・フォン・ボルヴァリー
撮影 ヴェルナー・ブランデス
音楽 アロイス・メリヒャー
出演 ヴォルフガング・リーベンアイナー、
リヒャルト・ロマ
ノスキー、ハンナ・ヴァーグ、
シビル・シュミッツ ほか
日時 11月28日
（水）午前10時〜11時35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

えほんのへや

厚生労働省では、国民一人一人がねんきんネットなどを
活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らせてもら
う日として、11月30日を年金の日としています。
ねんきんネットを利用していただくと、
いつでも自分の年
金記録を確認できるほか、将来の受給額見込額を様々
なパターンで試算することができるため、大変便利です。
また、ねんきん定期便でも、納付記録と受給見込額の
確認ができます。この機会に、ねんきんネットやねんきん
定期便で、
自分の年金記録と受給見込額を確認し、未来
の生活設計について考えてみませんか。
▶詳細は、
日本年金機構のホームページを確認いただく
か、お問い合わせください。
木更津年金事務所 ☎（23）7616
HP http://www.nenkin.go.jp

危険物取扱者保安講習会
消防法第13条の23の規定による講習会です。
日時・場所・講習種別
・平成31年1月23日
（水）
市原市市民会館 小ホール（市原市惣社）
午前：給油取扱所、
午後：コンビナート
・平成31年2月5日
（火）
千葉市文化センター アートホール（千葉市中央区中央）
午前：給油取扱所、
午後：一般
・平成31年2月13日
（水）
千葉市文化センター アートホール
午前：一般、
午後：コンビナート
定員 1月23日は各回400名、2月5日・13日は各回500名
受講料 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 11月26日
（月）〜30日
（金）
消防本部 予防課 ☎（63）6191

千葉県国民健康保険直営診療施設医療学会
公開セミナー

振り向けば木陰にゆるる半夏生
見て下さいと小さき花咲く

小暮

小野

國昭

律子

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
美術サークル「彩」絵画作品展示

苔むして土に埋もるる道しるべ
街道行き交う旅びと偲ぶ

千葉県立農業大学校の学生募集（一般入試）
募集人数 農学科：約80名、研究科：約20名
受験資格
・農学科：高等学校を卒業した方、
または高等学校卒
→

紫乃

千葉県での農業や林業、漁業に興味がある方や、農業
法人への就職を考えている方を対象に、
情報提供や個別
相談を行います。
また、新規就業者から体験談を聞くことができます。
日時 12月1日
（土）午前10時〜午後3時
場所 蘇我コミュニティセンター4階（千葉市中央区今井）
対象 千葉県で農業・林業・漁業を始めたいなど興味が
ある方
▶千葉県 担い手支援課 ☎043（223）2904
▶千葉県園芸協会 ☎043（223）3008

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 11月29日
（木）
時間 午前10時30分〜正午、
午後1時30分〜3時
※いずれかの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 11月28日
（水）
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〜土曜日の9：00〜16：30）

鈴木

千葉県農林水産就業相談会

あなたも地域の子育てに参加してみませんか

看板に﹁年中無休﹂の文字掲げ
閉じし食堂葛に覆わる

日時 11月22日
（木）午後2時30分〜5時10分
場所 オークラ千葉ホテル（千葉市中央区中央港）
内容 シンポジウム「地域医療の未来」、特別講演「千葉
県における医療・介護の将来」
千葉県国民健康保険直営診療施設協会
☎043（256）8801

ファミリーサポートセンター
説明会を開催します

福一

日時 12月2日
（日）午後1時30分（1時開場）
場所 袖ケ浦市民会館 大ホール
出演 三曲睦会、おこと楽坊 ほか
曲目 「さくら」、
「山里の春」、
「覚」、交響詩「海」ほか
入場料 無料
市音楽協会 井上 ☎（62）7164

みらい

原

音楽協会 定期演奏会「現代邦楽の魅力」

い い

11月30日は、
「年金の日」です

亡き妻の財布に残る札五枚
時おり借りてまた返しおく

来年8月に開催する定期公演「シンデレラ」に出演する
出演者とスタッフを募集します。少しでも興味のある方は、
気軽にご連絡ください。
活動日時 主に土・日曜日の午後
活動場所 袖ケ浦市民会館
対象 小学1年生以上
活動費 月2,000円 ほか（入会金500円）
袖ケ浦ミュージカルアカデミー事務局 ☎（62）2387

防災士による、楽しみながら学べる子ども向けの防災
講座です。災害時にどう行動すればよいかを実際に体を
動かし、
被害を最小限にする方法を学びます。
また、当日は、起震車体験や非常食の試食もできます。
日時 12月26日
（水）午前9時30分〜午後1時
場所 昭和小学校 体育館
対象 小学生
定員 150名（申込多数の場合は抽選）
参加費 100円（保険料含む）
申込方法 件名に氏名（複数人の場合は代表者）、本文
に参加希望者全員分の氏名（ふりがな）
・生年月日・電
話番号・学校名・学年を記入し、
電子メールで申し込ん
でください。
※保護者で体験を希望する方は、
申込みが必要です。
▶申込後24時間以内に自動返信メールが届かない場合
は、必ずお問い合わせください。
申込期限 12月9日
（日）必着
NPO法人キッズパレット事務局
☎（53）7682（祝日を除く月〜金曜日の10：00〜13：00）
Eメール kids̲bousai5@yahoo.co.jp

労働者を一人でも使用する（農林水産業の一部を除
き）事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入す
ることが法律で義務付けられています。
未加入の事業主は、加入手続をしてください。
▶詳細は、
千葉労働局、最寄りの労働基準監督署、
また
はハローワークにお問い合わせください。
千葉労働局 労働保険徴収課 ☎043（221）4317

鈴木志津子

袖ケ浦ミュージカルアカデミー 会員募集

キッズパレット防災体験

11月〜12月は「労働保険適用促進強化期間」

稲田風夕べに清しむ小枢野の
嶺より赫き火星昇り来

手遊びと絵本の読み聞かせを行います。
日時 11月20日
（火）午前10時〜10時30分
場所 平川公民館 1階多目的室
対象 2歳〜3歳のお子さんと、
その保護者
▶すまいる学級（平川・平岡幼児家庭教育学級）
と合同
で開催します。なお、
申込みは不要です。
平川図書館

没句の焚き上げ、読経と法話、
句会を行います。
ぜひ、
ご参加ください。
日時 12月2日
（日）午後2時〜4時
場所 正光寺（袖ケ浦市蔵波）
参加費 無料
▶句会は、課題句「家族」と自由句の計二句です。投句は
自由です。
東雲川柳会 中嶋 ☎（62）9480

業者と同等以上の学力があると認める方
・研究科：短期大学卒業と同等と認定されている農業大
学校を卒業した方、大学または短期大学の農
業に関する正規の課程を修めて卒業した方、
も
しくは校長が農業に関して短期大学卒業者と
同等以上の学力を有すると認めた方
※いずれも平成31年3月卒業見込みの方を含む
試験期日 ・Ａ日程：平成31年1月9日
（水）
・Ｂ日程：平成31年2月20日
（水）
試験場所 千葉県立農業大学校（東金市家之子）
願書受付 ・Ａ日程：12月10日
（月）〜21日
（金）
・Ｂ日程：平成31年1月28日
（月）
〜2月8日
（金）
※土・日曜日、祝日は除く
▶詳細は、お問い合わせください。
千葉県立農業大学校 ☎0475（52）5121

期間 12月1日（土）〜15日（土）※初日は午後2時から。最終日は午前10時で終了。
長浦おかのうえ図書館

２０１８年（平成３０年）11 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
新聞折込みやコンビニなどで配布してい
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。
「マイ広報紙」で広報そでがうらを配信
https://mykoho.jp
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

ちばアクアラインマラソン2018

たくさんのランナーが袖ケ浦市内を駆け抜けました
10月21日、袖ケ浦・木更津市内で「ちばアクアラインマラソン
2018」が開催されました。
当日は、
フルマラソンに11,058名、ハーフマラソンに4,607名の
ランナーが参加し、袖ケ浦・木更津市内を駆け抜けました。完走
者はフルマラソン9,539名（完走率は86.3％）、ハーフマラソン

4,368名（完走率は94.8％）でした。
また、
コース沿道での熱い声援と応援パフォーマンス、おもて
なしイベントで、
袖ケ浦の魅力を発信しました。
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

袖ケ浦駅北口の足湯サービス

休日当番医
診療時間 午前9時〜午後5時

11月

当番医

診療科目

袖ケ浦公園第二駐車場での応援

電話

18日

田部整形外科
整形外科（62）
4155
〔蔵波台5-19-7〕

23日

菱沼医院
〔福王台3-1-1〕

内科
（62）
1822
小児科

25日

平岡医院
〔野里1773-1〕

内科
（60）
4747
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 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

袖ケ浦アンダーパス応援会場での応援

袖ケ浦公園付近の沿道応援

昭和小学校児童による沿道応援

スタート前の地域振興枠ランナーの皆さん

皆さんのご協力ありがとうございました

コース沿道美化活動

「ちばアクアラインマラソン2018」には、
ボランティア活動を中心に、多くの皆さん
にご協力いただき、大会は大きな盛り上がりをみせました。ありがとうございました。
協力団体一覧（敬称略・順不同）
各自治会、市体育協会、市スポーツ推進委員協議会、木更津交通安全協会、市
防犯指導員協議会、生涯スポーツ公認指導員会、県立袖ヶ浦高校、市立小・中学
校、総合型地域スポーツクラブ（ＮＥＳＵＰＯ、
ＮＡＧＡＸ、
中富ふれすぽクラブ、昭和
ふらっとスポーツクラブ、名幸ヶ丘ふれあいクラブ）、浜宿インディアカチーム、市商
工会、市観光協会、袖ケ浦公園管理組合、椎の森工業団地連絡協議会、袖ケ浦建
設センター事業協同組合、市赤十字奉仕団、株式会社新昭和、
ＪＡきみつ、市農畜
産物直売所「ゆりの里」
※その他、多くの市民の皆さんに、協力していただきました。

大会前日の10月20日に、市実行
委員会が開催したゴミ拾いウォーキ
ングには、
シルバー人材センターの
会員を含め118名の市民の方に参
加いただきました。
その他、各地域や団体の皆さん
にコース沿道の美化作業に協力し
ていただき、
コース沿道がきれいに
なり、
ランナーは気持ちよく市内を
走ることができました。ありがとうご
ざいました。

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）

11月15日〜17日 シバサキ建設 （63）
0911
11月18日〜24日 長浦設備

（62）
2754

11月25日〜12月1日 田辺設備

（75）
5001

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
11月19日（月）〜24日（土）の各地区指定日

※23日（祝）の収集は、翌週に行います。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎（63）1881

市税などの納期 11月16日〜30日
●国民健康保険税 5期
納税課 ☎（62）2647
● 後期高齢者医療保険料 5期
保険年金課 ☎（62）3092
―納期内納付を心がけましょう―

編集室から
「い つ かすべ ての 記 事 を 千 葉 弁で
書きたいです。」と言ったら、「そら、
はっ、おいねっぺ！」と言われると思う
ので、しません。これからも広報そでが
うらは標準語でお届けします。
（S.Y）

市内小・中学校駅伝・ロードレース大会
袖ケ浦公園に市内7校の小学校と市内5校の中学校の
代表選手たちが集まり、
学校対抗の駅伝・ロードレース大会
を11月30日
（金）
と12月18日
（火）
に開催します。
レース中は、
安全のため、
アドベンチャー・アスレチック広場
方面への立ち入りを制限しますので、
ご協力をお願いします。
日程
小学校
11月30日（金）
期日 ※荒天時は12月5日（水）に
延期
袖ケ浦公園
コース
上池周回コース
8：40 開会式（アドベンチャ
ーキッズ広場）
9：30 女子駅伝スタート
10：15 男子駅伝スタート
日程 11：00 女 子 ロ ー ド レ ー ス
スタート
11：15 男 子 ロ ー ド レ ー ス
スタート
12：15 閉会式

中学校
12月18日（火）
※荒天時は19日（水）に順延
袖ケ浦公園
上池折り返しコース
8：30 開会式（アドベンチャ
ーキッズ広場）
9：20 女子駅伝スタート
10：30 男子駅伝スタート
11：50 女 子 ロ ー ド レ ー ス
スタート
12：10 男 子 ロ ー ド レ ー ス
スタート
14：00 閉会式

事前に現地での練習を行います
コースを走っている児童・生徒たちへの温かい声援ととも
に、道をあけるなどのご協力をお願いします。
練習日
11月15日
（木）
・20日
（火）
・21日
（水）
・26日
（月）
・27日
（火）
・
28日
（水）、12月3日
（月）
・4日
（火）
・11日
（火）〜14日
（金）
時間 午後1時〜5時30分頃
※天候などにより、
行わないことがあります。
体育振興課 ☎（62）3791

■便利で確実な口座振替のご利用を

市内の小・中学校の特色ある
教育活動を紹介します
基礎学力向上支援教員（すまいる教員）
市では、児童・生徒
一人一人の基礎学力
の向 上を目的に「 基
礎学力向上支援教員
（すまいる教員）」を、
全小・中学校に1名ず
つ配置し、個々に応じ
たきめ細かな学習指 基礎学力向上支援教員による学習指導
導を行っています。
基礎学力向上支援教員は、市教育委員会と市算数数学
部会で作成した教材を活用し、
定期的に習熟度の評価を行
い、
その結果を指標として、一人一人の基礎学力が1点でも
向上するように取り組んでいます。
基礎学力向上支援教員の声
学習支援をとおして生徒と向き合う中で、
「できるようになっ
たよ」
と言ってもらえることがあり、
日々充実した指導ができて
いると実感します。
また、学校生活では、教科の学習だけではなく、様々な行
事などでも同様に、常に生徒の気持ちに寄り添いながら、共
に学校生活を歩んでいます。
その中で、生徒の笑顔や成長
を間近で見られる教員という職にやりがいを感じています。
こ
れからの教員生活でも、
より多くの生徒の成長を支援していき
たいです。
学校教育課 ☎（62）
3727

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。
なお、
既に利用している方は、
引落し前に口座残高をご確認ください。
納税課 ☎
（62）
2647

