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を目指し︑生涯学習推進大

大会は︑どなたでも参加

会を開催します︒

日曜日の住民票などの証明書交付窓口開設日

・記念講演︵市民三学大学

外国語指導助手（ALT）を募集
業務内容 市内の小・中学校と幼稚園で、外国語
活動、英語の授業の補助・支援を行う。
応募資格 心身ともに健康で、次のすべてに該当
する方
・英語を母国語または日常語とする国の出身
で、
英語による学校教育を受けている
・日本語で意思疎通ができ、在留資格期間が1年
以上残っている
・大学卒業の資格と、TESOL・CELTAのいずれ
か、またはそれと同等の経験と技量を有し、教
員としての資質があり、コンピュータ操作がで
きる
応募期限 1月28日
（月）必着
▶応募方法などの詳細は、
総合教育センターホー
ムページをご覧ください。
申 総合教育センター ☎
（62）2254
HP http://www.sodegaura.ed.jp

あの人に会える

※講 演後に、パネルディス
カッションを行います。

市民三学大学講座

入場無料
手話通訳あり

地域づくりフォーラム共催

午後2時30分〜
市民会館 大ホール

学び つながり
支えあうまち そでがうら

つとむ

生涯学習推進
大会記念講演

場所 市民会館 大ホール

テーマ

今回の市民三学大学講座は︑生涯学習推進大会の記念

16：15発
16：35着
16：55着
17：15着
17：30着

講演︑
また地域づくりフォーラムとの共催で開催します︒

帰り
・市 民 会 館
・長浦公民館
・根形公民館
・平岡公民館
・平川公民館

パネルディスカッション

11：10発
11：25発
11：45発
12：05発
12：25着

きずな

コーディネーター

堀田 力 氏

パネリスト

・ 吉 岡 眞 史 氏︵ さ わ や か

ネット蔵波台 代表︶

人在宅福祉サービス袖ケ

・ 山 脇 郁 子 氏︵ ＮＰ Ｏ法

浦ふれあい 代表︶

・中 戸 幹 郎 氏︵ 認 定 Ｎ Ｐ

層生

Ｏ法人青葉台さわやかネッ

トワーク 顧問︶

・ 山 田 明 美 氏︵ 第

活支援コーディネーター︶

送迎バス時刻表
行き
・平川公民館
・平岡公民館
・根形公民館
・長浦公民館
・市 民 会 館

講師には︑全国各地で絆のある地域づくりに取り組ん

でいる堀田力さんを迎え︑生涯学習推進大会のテーマで

もある
﹁学び つながり 支えあうまち そでがうら﹂
をテー

マに講演いただきます︒また︑講演後には︑助け合い活動

を行う住民団体代表や︑生活支援コーディネーターとの

パネルディスカッションを行います︒

︿講師プロフィール﹀

1 9 3 4 年 京 都 府 生 ま れ ︒京 都 大 卒 業 後 ︑検 事 と し て

ロッキード事件捜査などで活躍︒退官後︑にっぽん子育て

応 援 団 団 長 ︑高 齢 社 会 N G O 連 携 協 議 会 共 同 代 表 ︑高 齢

者介護研究会座長などを務める傍ら︑さわやか福祉財団

会長として︑全国各地で強力に絆のある地域づくりを推

進している︒近著に﹁初めて部下を持つあなたへ﹂︵こう書

房︶
︑﹁
﹁共助﹂
のちから﹂︵実務教育出版︶
などがある︒

2

ほ っ た

講師 堀田 力 氏
（さわやか福祉財団 会長）

講座︑地 域づくりフォーラ

ムと共催︶

昨年の大会の様子（生涯学習奨励賞授与式）

生涯学習課

☎
︵62︶
3743

問

できます︒多くの皆さんの

参加をお待ちしています︒

なお︑当日は各公民館か

学び つな がり 支えあうまち そで がうら

2面：産業振興懇談会委員を募集／
市内図書館・図書室を一時休館
3面：イベントコーナー
4面：市民会館 ファミリー劇場／緊急連
絡先などのご案内

生涯学習推進大会を開催します

袖ケ浦市ホームページ
QRコード

袖ケ浦市ホームページ http://www.city.sodegaura.lg.jp/

主な内容

2/16（土）
午後1時〜
市民会館
大ホール

実践発表団体「さわやかネット蔵波台」

高齢者の外出移動支援に関する
アンケート調査にご協力ください
市では、自家用車や公共交通機関での移動
が困難な方を対象とした外出移動支援策を
検討しています。
支援策の検討にあたり、市民の皆さんの日
頃の生活環境や意見を伺い、支援内容に反映
するため、
アンケート調査を行います。
対象の方には、
1月15日
（火）
以降に調査票を
発送しますので、
届きましたら調査票を記入の
うえ、
同封の返信用封筒で返信してください。
アンケートの趣旨をご理解いただき、皆さ
んのご協力をお願いします。
対象 市内在住の65歳以上の方 4,000名
（無作為抽出）
回答期限 2月8日（金）消印有効
問 高齢者支援課 ☎
（62）
3219

期日 1月27日
時間 午前9時〜午後5時
場所 市役所1階
※2月の日曜開庁日は、本紙2月1日号と市ホームページでお知らせする予定です。

平成
年

27

月に策定し

3

応募方法
応 募 の 動 機・

産業振興に対する考え

氏 名・生年月日・性 別・電 話

番 号・職 業 を 記 入 し ︑郵 送

推進にあたり︑産業振興懇 ︵ 2 0 0 字 程 度 ︶に ︑住 所・

た市産業振興ビジョンの

談会の市民委員を募集し

または電子メールで提出

ます︒

主な業務

なし︶
︒

してください︵書式の指定

農 業・工 業・商

業・観光業などの各産業か

0292

ら選出された委員で構成

14

応募期限

月 日
︵木︶
消印有効

〒299

︵住所不要︶

2

する産業振興懇談会に出

名

申

席し︑市の産業振興施策に

募集人数

公民館運営審議会
日時 2月8日（金）午後3時〜
場所 根形公民館 2階講義・研修室
議題 平成30年度市民会館・公民館
事業の成果と課題について ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 2月5日（火）
担当課 市民会館 ☎（62）
3135

−

対して意見を述べる︒

住民票の写しと
印鑑証明書の時間外交付

文化財審議会
日時 2月7日（木）午後3時〜
場所 郷土博物館 1階研修室
議題 市指定文化財の候補について
ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 2月1日（金）
担当課 生涯学習課 ☎（62）
3744
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袖ケ浦市役所

農業委員会総会
日時 2月5日（火）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 2月4日（月）
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 2月7日（木）午後3時〜
場所 市役所 2階第一会議室
議題 平成31年度事業計画について
ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 1月23日（水）
担当課 体育振興課 ☎
（62）
3791

2

月〜

社会教育委員会議
日時 2月1日（金）午後3時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 平成31年度社会教育事業計画
（案）について ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 1月29日
（火）
担当課 生涯学習課 ☎（62）
3743

地域公共交通活性化協議会
日時 2月6日（水）午後2時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 平成30年度の取組状況につい
て ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 1月30日（水）
担当課 企画課 ☎（62）2327

31

年

学校給食センター運営委員会
日時 1月31日（木）午後1時15分〜
場所
学校給食センター 2階食育ルーム
議題 平成30年度運営基本方針に基
づく実施状況について ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 1月28日
（月）
担当課
学校給食センター ☎（62）
5822

図書館協議会
日時 2月5日（火）午後3時〜
場所 中央図書館 2階第一会議室
議題 平成31年度図書館経営方針お
よび重点施策について ほか
傍聴定員 3名（申込先着順）
申込期限 2月1日（金）
担当課 中央図書館 ☎
（63）
4646

平成

子ども・子育て支援会議
日時 1月29日（火）午前10時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 子ども・子育て支援に関する
ニーズ調査の結果速報について
ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 1月28日
（月）
午後5時15分
▶保育があります。
希望する方は、
1月
21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

任期

審議会などの会議予定

商工観光課

ライフスタイルを見直し、日ごろか
ら省エネを
暖房器具は、窓を背にして置くと効
果が大きくなります。電気こたつは、
こたつ布団に上掛けと敷布団をあわ
せ て 使 い ま し ょ う 。ま た 、電 気 カ ー
ペットの下に断熱マットなどを敷く
と暖房効率が上がります。
問 環境管理課 ☎
（62）
3404

33

年︶

→

3R型のライフスタイルへのワンポイント
包装紙や封筒、紙袋などの雑がみ
は、燃せるごみとして捨てずに、資源
物として分別しましょう。
問 廃棄物対策課
（袖ケ浦クリーンセ
ンター内）☎（63）1881

2

2 0 2 1 年︵ 平 成

袖ケ浦公園の職員を募集
募集人数 男性3名、女性1名

その他

3

☎
︵62︶
3428

市観光協会のスタッフを募集
募集人数 1名
応募資格 普通自動車運転免許を取
得している方
業務内容 市の観光の宣伝・情報発信
や、市内の観光の発展に繋がる事
業・イベントなどに従事する
応募方法 面接の日程などを案内し
ますので、
電話で申込んでください。
応募期限 1月31日
（木）
▶詳細は、市観光協会ホームページを
ご覧ください。
申 市観光協会 ☎
（62）
3436
HP https://sodegaurakanko.org

月
︵ 年間︶

募集

sode19@city.
sodegaura.chiba.jp

後期高齢者健康診査を2月に行います
対象の方には、1月末頃に受診券を
送付します。なお、
健診結果は、受診し
た医療機関へ本人が必ず受け取りに
行き、結果説明を受けましょう。
対象 昭和18年6月1日〜昭和18年
12月31日生まれの方
受診期間 2月28日
（木）まで
問 保険年金課 ☎
（62）
3092

市内在住で︑年

お知らせ

応募資格 市内在住で、健康で働く意
欲のある70歳未満の方
業務内容 公園の清掃、草刈り、草取
り、
草花の管理 など
※道具類は公園から支給します。
応募期間 1月16日（水）〜31日（木）
※土・日曜日は除く
受付時間 午前8時〜午後5時
▶労働日数と労働時間は、業務内容や
季節により変動があります。詳細
は、
お問い合わせください。
問 袖ケ浦公園管理組合 ☎
（63）
6560
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産業振興懇談会委員を募集

2019年（平成31年）1月15日
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蔵書点検に伴い市内図書館・図書室を一時休館します
市内図書館・図書室では、蔵書数約73万点の所在確認と整理を行うため
一時休館します。休館中の図書や雑誌の返却は、施設のブックポストを利用
してください。また、紙芝居やCD、カセットテープ、他市から借りた図書
は、
開館している図書館または図書室に返却してください。
休館日
・平川図書館 2月6日
（水） ・根形公民館図書室 2月7日（木）
・平岡公民館図書室 2月8日
（金）
・中央図書館 2月13日（水）〜19日（火）
・長浦おかのうえ図書館 2月20日
（水）〜26日（火）
問 中央図書館 ☎
（63）4646

◆ ◆ ◆ 市営住宅の入居者を募集します ◆ ◆ ◆
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
には、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 1月15日（火）〜31日
（木）
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158,000円以下、特別世帯は月収214,000円以下である
※特別世帯とは、60歳以上の高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯などです。
・申込本人または同居しようとする親族が暴力団員でない
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 3月15日（金）
申 建築住宅課 ☎
（62）
3645
こんきゅう

国民年金への加入は 20歳から
20歳になると成人として多くの権利が認められますが、同時に義務も課せ
られます。国民年金への加入もその一つですので、忘れずに加入しましょう。
加入手続きの方法
誕生月の上旬に、日本年金機構から送付される資格取得届に、必要事項を記
入し、保険年金課または平川・長浦行政センターへ提出してください。提出後、
日本年金機構から年金手帳が送付されますので、大切に保管してください。
保険料の納付方法
日本年金機構から送付される納付書の裏に記載されている納付場所（金融機
関など）で納めましょう。また、手続きをすれば、口座振替やクレジットカード
支払いも利用できます。
なお、保険料を納められない場合は免除・納付猶予制度が、また学生の方には
学生納付特例制度があります。詳細は、お問い合わせください。
問 ▶保険年金課 ☎
（62）
3092
▶木更津年金事務所 ☎（23）
7616

教育委員会議（1月定例会）

総合教育会議

日時 1月22日
（火）
午後2時〜
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 1月18日（金）
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

日時 1月22日
（火）午後3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 1月18日（金）
その他 会議は原則公開ですが、案件
によっては非公開となります。
担当課 教育総務課 ☎
（62）
3691

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。
問 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

̶ 3 ̶
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EVENT

スポーツ

※参加費の記載がない場合は無料です。また、申込みの記載がない場合は申込不要です。

イベント
中央図書館
子ども映画会「長い長いお医者さんの話」
チェコの作家カレル・チャペック
の、
しゃれたおとぎ話です。
期日 2月2日（土）
時間 午前11時〜11時45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
その他 字幕なし
問 中央図書館 ☎
（63）
4646
長浦おかのうえ図書館
名画鑑賞会
「オー！」
ロベール・アンリコ監督が、フィル
ム・ノワール（暗黒映画）
のタッチを見
せながら、一人の青年オーの青春を見
事に描いた作品です（1968年制作）。
出演 ジャン＝ポール・ベルモンド、
ジョアンナ・シムカス ほか
期日 1月23日（水）
時間 午前10時〜11時50分
場所 3階視聴覚室
定員 120名
その他 字幕あり
問 長浦おかのうえ図書館
☎
（64）1046
平川図書館
冬の子ども映画会＆おはなし会
期日 1月26日（土）
場所 おはなしのへや
対象 4歳〜小学生のお子さん
定員 30名
おはなし会
時間 午後2時30分〜2時55分
子ども映画会
「あかいありとくろいあり」ほか1話
時間 午後3時〜3時25分
その他 字幕なし
問 平川図書館 ☎
（75）
7392
袖ケ浦もくもくフェスタ2019
〜“みどりの資源”に想いを込めて〜
日時 2月2日
（土）
午前9時〜午後3時
※雨天の場合は、3日（日）
に順延
場所 袖ケ浦公園 第2駐車場
内容
・しいたけの原木の販売
・親子で花植え（公園内の花壇に親子
で花を植えます）
・園芸・ガーデニング相談
・交通安全の意識高揚キャンペーン
・ミニステージ
・袖ケ浦公園スタンプラリー
・パターゴルフ
問 ▶袖ケ浦造園協同組合
☎
（64）1008
▶都市整備課 ☎（62）
3521
根形公民館
避難所体験会と炊き出し体験会
避難所体験会
日時 2月3日（日）午前10時〜11時30分
持ち物 自分が避難所生活に必要と
思うもの
申込期限 1月28日（月）
炊き出し体験会
日時 3月2日
（土）
午前10時〜午後2時
参加費 200円
持ち物 白米1合、食器、
新聞紙 など
申込期限 2月25日（月）
共通事項
場所 根形公民館
申込方法 住所・氏名・年齢・連絡先
を、
電話または窓口でお知らせくだ
さい。
申 根形公民館 ☎
（62）
6161

定員 10名
（申込先着順）
参加費 500円（材料費 ほか）
申込期限 2月7日（木）
申 商工観光課 ☎
（62）3428

講座・セミナー
家族介護教室 〜ボディメカニクス〜
ご自宅で出来るリハビリ！
介護を行ううえで役立つ知識や技
術を得る機会として開催します。
期日 1月29日
（火）
時間 午前10時〜11時30分
場所 袖ケ浦市保健センター
対象 介護をしている、または介護に
関心がある方
定員 20名
（申込先着順）
申込期限 1月28日
（月）
問 高齢者支援課 ☎
（62）3225
申 特別養護老人ホーム 袖ケ浦菜の
花苑 ☎
（62）6151
認知症サポーター養成講座
この講座では、認知症について分か
りやすく説明します。
日時 2月7日
（木）
午後1時30分〜3時
場所 袖ケ浦市保健センター
申込期限 2月4日（月）
▶上記の日程以外でも、4名以上のグ
ループで申し込む場合は、日時と場
所を相談して開催します。
申 地域包括支援センター
☎
（62）
3225
在宅医療に関する講演会
住み慣れた場所で、自分らしく暮ら
していくための支援について知り、
「これから」を考えてみませんか。
日時・場所
・2月9日（土）午後2時〜3時30分
袖ケ浦市民会館 3階中ホール
・2月24日
（日）午後2時〜3時30分
平川公民館 2階視聴覚室
内容 講演
「住み慣れた場所での生活
を支える医療とは〜本人の生き方
に向き合うために〜」
（ 講師：五味
博子 氏（五味クリニック 院長））、
意見交換会
対象 市内在住、
在勤の方
定員 各50名程度
（申込先着順）
申込期限 開催日前の月曜日
申 高齢者支援課 ☎
（62）3225
保育ボランティア養成講座
期日 2月6日（水）
時間 午前9時30分〜12時20分
場所 袖ケ浦市民会館 2階研修室
内容 子どもの育ちに応じた関わり
方、安全対策と応急処置、保育ボラ
ンティアの活動について
対象 保育ボランティアに興味のあ
る方
※子育て経験や資格は問いません。
定員 20名
（申込先着順）
持ち物 筆記用具
申込期限 1月29日
（火）
▶講座を受講中、保育があります。希
望する方は、申込時にお知らせくだ
さい。なお、一人300円が必要です。
申 生涯学習課 ☎
（62）3743
消費者教室（ながうら雑学塾と共催）
エコクッキング〜地球にやさしい
食生活〜
買い物、料理、片付けの流れをとお
して、環境に配慮した食生活「エコ・
クッキング」
の講演・実習を行います。
期日 2月15日（金）
時間 午前10時〜午後1時
場所 長浦公民館 2階調理実習室
講師 根本 寿子 氏
（東京ガスコミュ
ニケーションズ）ほか
→
対象 市内在住で、
16歳以上の方

ちょいボラ講座「ヨガ教室」
講座受講後は放課後子ども教室の
子どもたちを見守りながら、一緒に歩
いて帰ります。
期日 1月24日、2月21日、
3月14日
※すべて木曜日
時間 午後2時45分〜4時
場所 長浦小学校 体育館
講師 湯浅 洋子 氏（NAGAXヨガ教
室 講師）
対象 徒歩で来場できる健康な成人
定員 各30名（申込先着順）
受講料 各500円（保険代 ほか）
申 生涯学習課 ☎
（62）3743
市民ボウリング大会
期日 2月3日（日）
時間 午後1時開始（0時30分受付）
場所
富津スターレーン（富津市大堀）
対象 市内在住、在勤の方
参加費
2,000円（中・高校生は1,500円）
申込期限 1月25日
（金）
申 市体育協会 ボウリング専門部
西川 ☎・FAX
（63）1062
在原 ☎090（2452）
4543
袖ケ浦オープン卓球大会
日時 3月9日（土）午前9時〜
場所 臨海スポーツセンター
種目 一般男女シングルス
対象 高校生以上の方
参加費
一人800円（郵便振替で支払い）
申込方法 代表者の住所・氏名・電話
番号と、参加者の氏名を、FAXでお
知らせください。
申込期限 2月18日
（月）
申 社教連協事務局 FAX
（62）4950
問 市体育協会 卓球専門部 松原
☎090（4240）2908（19：00〜
21：00）
臨海スポーツセンター
キッズダンス教室
期日 祝日を除く毎月第1・2・3木曜日
場所 臨海スポーツセンター 剣道場
定員 各20名（申込先着順）
受講料 3,000円
申込方法 電話または臨海スポーツ
→
センター窓口で直接申し込んで

ください。
キッズダンス幼児
時間 午後3時30分〜4時30分
対象
幼稚園児・保育園児（年中、年長）
キッズダンス小学生
時間 午後4時45分〜5時45分
対象 小学1〜6年生のお子さん
申 臨海スポーツセンター
☎（63）2711

その他
ファミサポ説明会
有償ボランティアを募集しています。
地域の子育てに参加してみませんか？
日時 1月29日（火）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 1月28日
（月）
申 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）
シニアクラブ芸能発表会
期日 2月19日（火）
時間 午前10時〜午後3時30分
場所 袖ケ浦市民会館 大ホール
内容 カラオケ、踊り、詩吟、ダンス
など
問 市シニアクラブ連合会
（社会福祉
協議会）☎（63）3888
きみつ農業いきいき交流会2019
日時 1月23日（水）午後1時〜4時
場所 かずさアカデミアホール 202
会議室（木更津市かずさ鎌足）
内容 講演、事例発表、活動報告、地元
農産物・加工品の試食販売、農業関
連情報の紹介、地域活動の展示
問 君津農業事務所 ☎
（25）
0107
君津地区4市 小中学生脱タバコ社
会ポスター展
期間 1月18日（金）まで
場所 イオンモール木更津 2階観光
案内ブース付近（木更津市築地）
▶1月20日（日）午前10時30分から、
君津市立中央図書館で、禁煙に関す
る講演会を開催します。
問 スモークフリーキッズ 勝見
☎0439
（55）1845

市内の小・中学校の特色ある
教育活動を紹介します
高度情報通信社会を生き抜く児童・生徒の育成
総合教育センターでは、学校と連携し
た専門的なICT（情報通信技術）授業支
援や指導用資料の作成などを行い、より
充実した教科指導を支援するため、学校
ICTインストラクターを配置しています。
今年度からは、2020年度から必修化とな
るプログラミング教育の支援を始めてい
ます。
また、市では、他の市町村に先駆けて平 学校ICTインストラクターによる授業支援
成24年度から市内小・中学校にタブレット端末を設置し、通常授業のほか、
調べ学習や体育の授業などでも活用しています。
さらに、3年に1度、市内の4年生以上の児童・生徒とすべての保護者を対
象とした「携帯電話利用状況調査」を行い、携帯電話やスマートフォンの所
持率や利用時間などの最新データを学校に提供しています。
今後も教育委員会では、高度情報通信社会に対応できる児童・生徒を育て
るため、タブレット端末や学習支援ソフトなどの整備と積極的な活用によ
り、わかりやすい授業を目指していきます。
問 総合教育センター ☎
（62）2254

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館） 期間 2月1日（金）〜15日
（金） ※初日は午後3時から。最終日は午後3時で終了。
問 長浦おかのうえ図書館 ☎
（64）
1046
絵画同好会「彩友」作品展示
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芸能文化まつりを開催
vvvvvvvvvvvvv

「育てよう豊かな芸能文化の心を」
「
をテーマに、市民の皆さんが芸能文化
が
に親しみ、交流を深める機会として、市文化協会と市民会館の共催で開催し
ます。
日時 1月27日（日）午前10時〜午後3時（9時30分開場）
場所 市民会館 大ホール
内容 社交ダンス、詩吟、カラオケ、尺八、フラダンス、ウクレレ演奏、和楽器
演奏、ギター演奏、フォークダンス、民謡、合唱
出演団体 市文化協会（袖ケ浦ダンスサークル、市ダンス愛好会、苔洲流吟
詠会、サークルすずらん、新尺八風の会、メレラナ・フラ・スタジオ）、市民
会館登録サークル（カラオケ睦会、袖ケ浦フォークダンス白ゆり、誠吟会、
イリマ袖ケ浦フラダンス、アロハリリーズ、謡袖会）、音楽協会（三曲睦会、
おこと楽坊、個人会員）、
昭和小学校（合唱部）
入場料 無料
問 市民会館 ☎
（62）
3135
たいしゅうりゅう

ようしゅうかい

郷土博物館
企画展Ⅱ

イベント開催します

「くらだし・おひろめ−新収蔵資料展−」

郷土博物館に寄贈・寄託された資料で、これまで公開していなかった物の
中から、美術品としての価値が高い刀剣や、下新田地区の出羽三山信仰資料
など、地域の魅力あふれる収蔵品を蔵出しして展示します。
また、資料整理を行ってきた菱田家資料を、整理作業の途中経過公開も兼
ねてお披露目します。
期間 2月2日（土）〜3月24日
（日）
場所 郷土博物館 2階特別展示室、
アクアラインなるほど館
※アクアラインなるほど館の展示は3月13日
（水）まで

field Adventure

冬の野鳥観察会

フィールド・アドベンチャー

〜上池の鳥たち〜

日時 2月9日（土）午前9時〜正午
（8時50分受付）
※雨天時は2月17日（日）に延期。なお、中止の場合は前日までに電話で連絡
します。
場所 袖ケ浦公園 上池周辺
集合 郷土博物館 研修室
講師 大島 健夫 氏
（千葉県生物多様性センター職員、
千葉市野鳥の会 会長）
対象 小学4年生以上の方
※保護者同伴の場合は、小学1〜3年生も参加できます。
定員 30名（申込先着順） 参加費 100円
（資料代 ほか）
持ち物 双眼鏡・カメラ
（お持ちの方）
、筆記用具、温かい服装
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 2月8日（金）

袖ケ浦学

そではく講座

今回は、企画展Ⅰ「地図を持って出かけよう！」の関連講座です。
「映画『人
間と鉄道』に見る千葉県の鉄道発達史」をテーマに、1964年に東海道新幹線
開業時の一番列車を運転した大石和太郎氏を講師にお招きし、解説を交え
ながら、大石氏監修の映画「人間と鉄道」を上映します。なお、講座には、企画
展発案者の石井更幸さんもゲストで登場します。
日時 2月10日（日）午後1時30分〜3時
場所 長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室
定員 100名（申込先着順）
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
申 郷土博物館 ☎
（63）
0811

便利で確実な
口座振替のご利用を

市民会館 ファミリー劇場
ルロット・オーケストラ公演
「オーケストラの博物館」
今回は、NHK「あさイチ」、テレビ朝日「モーニングバード」などのテレビ出
演の経験のある
「ルロット・オーケストラ」
をお招きして開催します。
ルロット（屋台）オーケストラは、まるで屋台のように様々な場所に出向
き、観客と音楽を創り出す珍しいオーケストラです。ぜひ、お越しください。
日時 2月10日（日）午後2時開演(1時30分開場)
場所 市民会館 大ホール
対象 どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴） 入場料 無料
問 市民会館 ☎
（62）
3135

●●●ふれあいフェスティバルを開催●●●
クイズやトライポイントに挑戦する「ウォー
ク＆トライ」やビンゴ大会など、楽しいイベント
が盛りだくさんです。
日時 2月24日
（日）午前9時30分〜午後3時頃
場所 根形公民館
（受付）
、袖ケ浦公園
※雨天時は、根形公民館内で開催
内容 ウォーク＆トライへの挑戦、パフォーマ
ンス鑑賞、ビンゴ大会
ウォーク＆トライの競技
対象 市内の小・中学生、またはその親子（2〜
「バケツへポン」
4名のグループ）
※保護者同伴の場合は、就学前のお子さんも参加できます。
参加費 一人100円 ※昼食は各自で用意してください。
申込方法 学校または各公民館で配布する申込用紙に必要事項を記入し、学
校、
生涯学習課、
または各公民館へ提出してください。
申込期限 2月8日（金）
申 生涯学習課 ☎
（62）3743

ウォーキングフェスタ2019 in 袖ケ浦
日時 3月10日（日）午前9時〜（8時30分受付） ※雨天中止
集合場所 百目木公園 野球場
コース ・5㎞コース（初心者・子ども向け）
※車いすやベビーカーでも参加できます。
・12㎞コース（健脚者向け）
定員 各コース合計500名（申込先着順）
参加費 総合型地域スポーツクラブ会員は100円、その他の方は200円
持ち物 飲み物、健康保険証、ゴミ袋 ほか
申込方法 申込書に必要事項を記入し、体育振興課、市民会館、各公民館、総
合運動場、または臨海スポーツセンターに提出するか、電話、FAX、または
電子メールで、住所・氏名・生年月日・年齢・性別・電話番号・希望するコー
ス、送迎バスの利用の有無をお知らせください。申込書は、各施設の窓口
で用意しています。
▶送迎バスは、袖ケ浦駅南口から、8時発と8時15分発で運行します。
申込期限 2月15日（金）
ウォーキングフェスタ2019 in 袖ケ浦のボランティアを募集
内容 コースの安全確認、
受付準備 ほか
応募資格 16歳以上の方 ※ボランティア経験や市内外在住は問いません。
応募方法 住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレス・緊急連絡先を、
電話または電子メールでお知らせください。
応募期限 2月1日（金）
申 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局
（体育振興課内）
☎
（62）3791 FAX
（63）
9680
sode31@city.sodegaura.chiba.jp

緊急連絡先などのご案内

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。
申 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
そでがうらタウン情報 平日8:15または
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。
申 市社会福祉協議会 ☎
（63）
3888

̶ 4 ̶

q休日当番医

q夜間急病診療所 ☎（25）6284

診療時間 午前9時〜午後5時
1月
20日
27日

当番医
袖ケ浦医院
〔奈良輪1-8-8〕
高橋医院
〔横田2624〕

診療科目

電話

外科
（62）
2401
胃腸科
内科
（75）
2017
小児科

さくま耳鼻咽喉科医院 （午前9時〜正午）
27日
（60）
2787
〔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/

q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

q千葉県救急安心電話相談
相談時間
●平日、土曜日 午後6時〜11時
●日曜日、祝日、年末年始 午前9時〜午後11時
☎♯7009 または☎03（6735）8305

診療時間 毎日 午後8時〜11時
※荒天時は、休診となる場合があります。
場
所 木更津市中央1-5-18
診療科目 内科・小児科
▶緊急患者以外はご遠慮ください。

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

q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）

1月15日〜19日

飯島設備

（63）
0748

1月20日〜26日

橋立管工

（62）
5255

1月27日〜2月2日 シバサキ建設

（63）0911

水道事故の緊急時連絡先

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日
1月21日（月）〜26日（土）の各地区指定日
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎
（63）
1881

市税などの納期

1月16日〜31日

●市県民税 4期
●国民健康保険税 7期
納税課 ☎（62）
2647

●後期高齢者医療保険料 7期
保険年金課 ☎（62）
3092

̶納期内納付を心がけましょう̶

夜間
（17：15〜）
と
月〜金曜日
土・日曜日、祝日
水道局 ☎
（62）
3897
角山配水場 ☎
（62）
3111

編集室から
（S.M）
明けましておめでとうございます。
平成最後のお正月、皆さんはどのように
過ごしましたか？私は今年もおいしいも
のをたくさん食べて、順調に体重を増やし
ました。今年の目標は「心も体も引き締め
る」です。本年も広報そでがうらをよろし
くお願いします。

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。
問 納税課 ☎
（62）
2647
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。

