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君津地方小・中学校書き

初め展の審査が、 月 日・

23

日に君津教育会館で行わ

れました。

万点で 、今回は入賞

2

君津地方 市の総出品数

は約

作品のうち 、見事に特別賞

を受賞した市内小・中学生

の作品を紹介します。

学校教育課

☎
（62）
3727

君津地方教育書道研究会長賞

袖ケ浦市PTA連絡協議会長賞

君津地方小学校長会長賞

君津地方教育書道研究会長賞

君津地方教育委員会連絡協議会長賞

千葉県教育庁南房総教育事務所長賞

君津地方教育書道研究会長賞

問

2面：風しんワクチン予防接種 費用の一部
を助成／要介護認定調査員を募集
3面：イ
 ベントコーナー／そでがうら一
店逸品「お店めぐりツアー」
4面：総 合型地域スポーツクラブ 無料体
験会／緊急連絡先などのご案内

特別賞受賞作品

昭和小5年

蔵波小4年

次回の選挙から市内の投票所と投票区域を一部変更します
急激な有権者数の増加により投票所などが手狭になっ
ていること、また幼稚園の統合に伴う今井幼稚園の廃園
により新たな投票所が必要となることから、市内一部の
投票所と投票区域を次回の選挙から変更します。
▶詳 細は、市ホームページのほか、自治会回覧、本紙3月
15日号に折込み予定の選挙だよりでお知らせします。
また、変更となる方へは、選挙の入場券にその旨を記載
します。
問 選挙管理委員会事務局 ☎
（62）3913

投票所の変更
変更前の投票所（投票区）
奈良輪会館（旧第1投票区）
※一部②を除く
高須会館（旧第2投票区）
今井幼稚園（旧第7投票区）
※一部③を除く
橘西分区協同館
（旧第18投票区）

変更後の投票所（投票区）
奈良輪小学校体育館
（新第1投票区）
蔵波中学校武道場
（新第16投票区）

投票区域の変更
①袖ケ浦駅海側土地区画整理事業内の坂戸市場地番
旧第3投票区（昭和小学校体育館）から新第1投票区（奈良輪小学校体育館）
へ変更
②奈良輪2丁目、奈良輪93〜163番地 旧第1投票区（奈良輪会館）から新第2投票区
（昭和小学校体育館）
へ変更
③蔵波2650〜2719番地 旧第7投票区（今井幼稚園）から新第16投票区
（蔵波中学校武道場）
へ変更

概略図

長浦駅

統計の日の標語を募集します

号
16
国道

線

旧第7投票区
今井野球場

旧第2投票区
高須会館

新第1投票区
★

長浦保育園

蔵波小学校

今井幼稚園

③

奈良輪小学校

旧第1投票区

①

奈良輪会館
袖ケ浦駅

袖ケ浦市役所

②

昭和小学校

期日
時間

★

蔵波中学校

橘西分区協同館
平成

★

日曜日の住民票などの証明書交付窓口開設日

昭和中学校

たち
ばな
通り

総務省では、10月18日の「統計の日」を周知
するため、
「 統計の日」のポスターなどに活用
する標語を募集します。
対象 市内在住、
在勤、
在学の方
応募方法 作品（標語）
・氏名・ふりがな・電話
番号と、在学の方は学校名と学年を記入し、
郵送、FAX、電子メール、または持参してく
ださい。
応募期限 3月15日
（金）
消印有効
注意事項 作品は自作で未発表のものとし、
一人5点までの応募とします。
申 〒299−0292
（住所不要）
袖ケ浦市役所 総務課
☎（62）
1212 FAX
（62）
5916
toukei@city.sodegaura.chiba.jp

君津地方教育書道研究会長賞

蔵波小5年

袖ケ浦市教育委員会教育長賞

蔵波小6年

君津地方教育書道研究会長賞

2月20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 2月20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。
問 危機管理課 ☎
（62）
2119

昭和中1年

中川小1年

袖ケ浦市長賞

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

平川中2年

蔵波小2年

袖ケ浦市PTA連絡協議会長賞

蔵波中2年

蔵波小3年

袖ケ浦市教育委員会教育長賞

蔵波中3年

昭和小3年

君津地方教育書道研究会長賞

根形中3年

長浦小3年

袖ケ浦市長賞

蔵波小4年

千葉県教育庁南房総教育事務所長賞

蔵波中3年

君津地方教育書道研究会長賞

長浦小4年

君津地方小・中学校書き初め展の
市内の特別賞受賞者を紹介します

袖ケ浦市ホームページ

主な内容

通り

凡例
…新第1投票区となる地域
…投票区域が変更となる地域

2月24日、3月10日・24日 ※毎月第2・第4日曜日
午前9時～午後5時
場所 市役所1階

麻しん風しん混合

・市税の滞納がない

I

I
I

助成額

1

市では、風しんの流行状況

を踏まえ、千葉県が行う風し

申請書に必要事

ワクチンは5000円、風し

申請方法

ん抗体検査の結果で抗体価

対象

項を記入し、予防接種の領収

んワクチンは3500円

があり、次のすべてに該当す

書 、千 葉 県 抗 体 検 査 の 結 果

の低い方に対し、予防接種費

る方

通知を添付して、健康推進課

助成回数 一人 回

・千葉県が行う風しん抗体

市ホームページからダウン

へ 提 出 く だ さ い 。申 請 書 は 、

袖ケ浦市に住民登録

検査を受け、その検査結果の

ガウラ健康マイレージ
対象事業

用の一部を助成します。

抗体価が低かった

32

ロードできます。

31

法 倍 未 満 、ま た は

ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

※H

子ども・子育て支援会議
日時 3月7日（木）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
ニーズ調査の結果について ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 3月6日（水）午後5時15分
▶保育があります。
希望する方は、
2月
27日
（水）
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

月 日
（日）

廃棄物減量等推進審議会
日時 2月25日
（月）
午後1時15分〜
場所 袖ケ浦クリーンセンター 2階
研修室
議題 2019年度市一般廃棄物処理
実施計画について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月22日
（金）
担当課
廃棄物対策課 ☎
（63）
1881

3

申請期限

農業委員会総会
日時 3月6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 3月5日（火）
担当課
農業委員会事務局 ☎（62）3918

（A g G）
法で ・ 未満

行政改革推進委員会
日時 2月22日
（金）
午後2時〜
場所 市役所 旧館3階中会議室
議題 市行政経営計画（第7次行政改
革大綱）
の策定スケジュールなどに
ついて ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月21日
（木）
担当課 行政管理課 ☎
（62）
2135

E

審議会などの会議予定

ご覧ください。

日時 2月22日
（金）
午後2時30分〜
場所 郷土博物館 1階研修室
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月20日（水）
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

8
0

▼詳細は、市ホームページを

教育委員会議（2月定例会）

年

後期高齢者健康診査は、
今月末まで
対象の方には、1月末頃に受診券を
送付しています。まだ、受診していな
い方は早めの受診をお願いします。
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

w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
行などをする際は、農業経営に関する
基本的な情報を事前に更新する必要
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る場合は、農業
委員会に申し出をお願いします。
問 農業委員会事務局 ☎
（62）3918

25

日以降に

図書館のサーバーを一時停止します
中央図書館の施設点検に伴い、2月
17日（日）午前8時から図書館のサー
バーを停止します。当日は、市内図書
館・図書室の資料検索・予約・延長処理
が正午まで、
インターネット端末と図
書館ホームページ上のサービスが午
後4時まで停止します。
問 中央図書館 ☎
（63）
4646

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

12

月

→

31

30

年

お知らせ

健康推進課

information

☎
（62）
3172

お 知 ら せ コ ー ナ ー

申

抗 体 検 査 を 受 け 、平 成

平成30年10月、上総モラロジー事務所様より、道徳教育振興を目的とした
児童・生徒の教育備品のための寄付金をいただきました。
今回の寄付金で、情報モラル教育に関する映像教材を購入させていただき
ました。今後、市内小・中学校の授業などで活用させていただきます。
問総
 合教育センター ☎（62）2254

・平成

上総モラロジー事務所 様

主な業務 介護保険のサービスを利用するため要介護認定の申請をした方を、
国の基準により定められた調査項目に基づき午前・午後各1件ずつ認定調査
のため訪問し、
要介護者の心身の状態を確認して調査票を作成する。
募集人数 2名
応募資格 保健師、
看護師、
准看護師、
理学療法士、
作業療法士、
精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士、または介護支援専門員の有資格者で、普通自動車運
転免許を持ち、
都道府県などが行う認定調査員新規研修を修了している方
※認定調査員新規研修が未修の方は、
受講後に業務に従事していただきます。
応募方法
履歴書と資格取得書の写しを、
郵送または窓口で提出してください。
▶勤務日などの詳細は、
お問い合わせください。
申 〒299−0292
（住所不要） 袖ケ浦市役所 介護保険課 ☎（62）3206

31

日までに予防接種を

児童・生徒の教育備品のための寄付金

要介護認定調査員を募集します

3

月

行った

ありがとうございました
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風しんワクチン予防接種
費用の一部を助成します

2019年（平成31年）2月15日

広 報

献血にご協力ください

日時・場所
・2月26日（火）午前10時〜11時45分・午後1時〜4時、
保健センター
・3月7日（木）午前9時30分〜正午、
長浦公民館
・3月8日（金）午後1時〜4時、
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
※6 5〜69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。
問 健康推進課 ☎
（62）3162
こ つ ず い

袖ケ浦バスターミナル掲示板の広告を募集します

募集枠数 6枠
（申込多数の場合は抽選） ※1広告主につき1枠を限度とします。
掲載料 月額5,000円
掲載期間 4月1日〜2020年
（平成32年）
3月31日
※掲載は1カ月単位とし、最長12カ月となります。
規格 B2判以内のポスターなど
※配布を目的とするパンフレットなどの掲示はできません。
申込方法 申込書に必要事項を記入し、広告の原稿案・業務内容などがわかる
書類（会社案内など）
・市税に滞納がないことを証する書類を添付し、郵送ま
たは窓口で提出してください。申込書は、都市整備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。
申込期限 2月28日（木）
申 〒299−0292
（住所不要） 袖ケ浦市役所 都市整備課 ☎
（62）
3521

国民年金保険料の納付方法をご存じですか
国民年金保険料は、まとめて前払いをすると割引になる制度があります。
なお、納付が遅れた場合や、未納が続いた場合には、老齢年金、障害年金、
遺族年金などを受給できないこともありますので、納め忘れにご注意くだ
さい。
また、納付が難しい場合には、
免除・納付猶予制度があります。
納付方法 納付書、口座振替、
クレジットカード、
電子納付
※詳細は、お問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページでご確認く
ださい。
問 木更津年金事務所 ☎
（23）
7616
HP https://www.nenkin.go.jp

農振農用地区域からの除外申請を受け付けます
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
する場合は、農振除外の手続きが必要となります。
なお、
除外には次の要件すべてを満たす必要がありますので注意してください。
除外に必要な要件（要約）
・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 3月1日（金）
〜29日（金） ※土・日曜日、
祝日を除く
▶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。
申 農林振興課 ☎
（62）3426

温水洗浄便座を使用しない時は、フタを閉める、電源を切る、節電モードに設定するなどの工夫をしま
問 環境管理課 ☎
（62）
3404
しょう。また、暖房便座や洗浄水の温度は低めに設定しましょう。
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2019年（平成31年）2月15日

広 報

イ ベ ン ト コ ー ナ ー

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行っ
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。
なお、午前のコースにはラ
ンチ、夕方のコースにはディ
ナーが付きます。
集合場所 商工会館
定員 各8名（申込多数の場合
は抽選）
※抽選の場合、当選者にのみ
連絡します。
参加費 各コース1,000円
申込期限 2月25日（月）
申 市商工会 ☎
（62）0539

EVENT
※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

→

長浦おかのうえ図書館
名画鑑賞会
「浮草」
志摩半島の漁村を舞台に、
旅回り一
座と一膳飯屋の母子が織り成す人間
模様を描いた作品です
（1959年制作）
。
出演 中村鴈治郎、
京マチ子 ほか
日時 2月27日
（水）
午前10時～正午
場所 3階視聴覚室
定員 120名
その他 字幕なし
問 長浦おかのうえ図書館
		☎（64）
1046
しいのもり 自然散策会
早春の草花や今の時期にしか見ら
れないトウキョウサンショウウオな
どを観察しながら散策しませんか。
期日 3月17日
（日） ※雨天中止
時間 午前9時～11時30分頃
集合場所 椎の森自然環境保全緑地
「しいのもり」
講師 椎の森里山会
定員 30名
（申込先着順）
申 環境管理課 ☎
（62）
3404

講座・セミナー

認知症家族のつどい
袖ケ浦さつき台病院認知症疾患医療
センターの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 3月9日
（土）
午前10時～正午
場所 袖ケ浦市保健センター
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
問 地 域包括支援ながうらサブセン
ター ☎
（64）
2100

平成30年12月24日、婚活イベント「恋
する♥XmasParty婚活」を開催しました。
セミナーには、
「 カップル成立率50%の
婚活スペシャリスト」佐藤律子さんを講師
にお招きし、イベントに活かせる自己紹介
と会話術を講演いただきました。
その後のパーティーでは、8組のカップ
ルが成立しました。
問 市民活動支援課 ☎
（62）3102

平成31年消防出初式を開催しました

1月20日、昭和小学校で、消防の陣容を
広く市民に公開し、消防に対する理解と信
頼を深めていただくことなどを目的とし
て、消防出初式を開催しました。
式典では、人員報告や表彰などを行い、
式典後には、第12分団と第19分団による
操法訓練の披露などを行いました。
問 消防本部 総務課 ☎
（62）0119

喪帰りの坂道に踏む冬木影
喜びも悲しみも秘め古日記
あれそれと遠のく名詞冬帽子
早よ逃げよ無暗に跳ぶな竈馬
数へ日や動く歩道を小走りに

岩田
忠
吉岡清十郎
中村 幸子
鈴木 和枝
伊井はま子

板垣
岩楯
荻島
石田
伊藤
勝子
悦子
雪子
嘉江
和枝

博子

市民ギャラリー
（長浦おかのうえ図書館） 期間 3月2日（土）
〜15日（金） ※初日は正午から。最終日は午後3時で終了。
問 長浦おかのうえ図書館 ☎
（64）1046
絵手紙サークル
「あ・うん」
作品展示

かまどうま

紅葉で家族揃って染まる旅
連理の枝ちぎれないよう手を繋ぐ
可愛いいと言われた事もあった過去
本日も晴天茶柱が二本
秋夜長積んどく本が徐徐に減り

小林

いちよう

草刈機の振動残る手を洗ふ
庭の井戸水夕焼け映す
二十余歳に逝きし一葉いと哀し

隆
袖ケ浦市民

賢司

ね

西山

小林

義人

かね

石川

しづ

よ

ひとりの午後を「たけくらべ」読む

しもいけ

東雲川柳会

千葉県薬物乱用防止広報強化月間
薬物乱用は自分一人の問題ではあ
りません。
一人一人が薬物の危険性を
正しく理解し、
地域が一体となって若
者が薬物に手を出さない社会環境を
つくることが大切です。
薬物の相談機関
・千葉県 薬務課 ☎043
（223）2620
・千葉県精神保健福祉センター
☎043
（263）3892
・千葉県君津健康福祉センター
☎
（22）
3743
・千葉県警ヤング・テレホン
0120
（783）497
・最寄りの警察署

♥ ♥ ♥ 婚活イベントを開催しました ♥ ♥ ♥

睦子

治療と仕事の両立支援
がんや難病の治療をしながら仕事
を継続する労働者のための両立支援
を行っています。治療を受けながら仕
事をするうえで、困っていることなど
がある方は、
まずはご相談ください。
問 千葉産業保健総合支援センター
		☎043（202）3639（平日の9：00
～16：00）

袖ケ浦俳檀

市音楽協会
定期演奏会
（全体演奏会）
期日 2月24日
（日）
↑
時間 午後1時30分開演
（1時開場）

平成31年度君津郡市共同高等職業
訓練校訓練生を募集
訓練科目 木造建築科、造園科
申込期限 3月31日（日）
申 君津郡市職業訓練協会
		☎
（23）
9554

①田中商店
Aコース ②かさはら睡眠館
3/2（土） ③のぞみ野マルシェ
9：30～ ④大原軒
⑤カフェ ルシェッロ
①のぞみ野マルシェ
Bコース ②ギフトふじい
3/2（土）
16：00～ ③多田商店
④アメリカンステーキ イチロー
①雑貨・カフェ かたくり
Cコース ②奈良輪豊月堂
3/6（水） ③愛情果
9：30～ ④田中商店
⑤はなこども
①ペスコンミネルウァ
②レストラン キャセロール
Dコース ③居酒屋食堂なじみ
3/6（水）
16：00～ ④のぞみ野マルシェ
⑤+green
⑥チャダニー

平成30年12月17日、
昭和中学校で、
人権
擁護委員による人権教室を開催しました。
今回は、袖ヶ浦高校演劇部による「いじ
め」をテーマとした演劇「3人のいじめっ子
〜つけられた傷、つけてしまった傷は癒え
ることがないのです〜」の上演と、人権擁
護委員によるいじめをなくす勇気や命の
大切さについてのお話をとおして、
「 相手
の気持ちを考えて行動してほしい」という
ことを生徒たちに伝えました。
生徒たちは、終始真剣な様子で教室に参加していました。
問 市民活動支援課 ☎
（62）3102

山口

その他

市原・袖ケ浦少年少女発明クラブ
活動期間 5月11日（土）から1年間
期日 毎月第2・4土曜日
時間
・午前のクラス：午前9時30分～正午
・午後のクラス：午後1時～3時30分
場所 姉崎小学校内（市原市椎津）
対象 新小学3年生～新中学2年生
定員
140名
（申込多数の場合は抽選）
年会費 5,000円
申込方法 はがきに、
住所・氏名・ふり
がな・性別・電話番号・学校名・新学
年・希 望 の ク ラ ス（ 午 前 ま た は 午
後）
・保護者の氏名を記入し、送付し
てください。
申込期限 3月8日（金）必着
申 〒299－0195
		市原市姉崎海岸5－1
		住友化学 千葉工場 総務チーム
		☎0436
（61）1313

店舗名

袖ヶ浦高校演劇部との協働による「人権教室」を開催しました

うた

郷土博物館
そではく講座
「袖ケ浦学」
今回は、戦国時代へと続く激動の時
代、室町時代の袖ケ浦について、様々
な資料から分析します。
日時 3月16日
（土）
午後1時30分～
場所 郷土博物館 1階研修室
テーマ 室町時代の袖ケ浦
定員 40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 郷土博物館 ☎
（63）
0811

嬉泉祭りバザー
日時
3月3日
（日）午前10時～午後2時
場所 嬉泉福祉交流センター袖ケ浦
（袖ケ浦のびろ学園・袖ケ浦ひかり
の学園・地域生活支援センターたの
しみ）
内容 物 品 販 売 コ ー ナ ー 、食 べ 物
コーナー、
法人・学園の紹介、アトリ
エAUTOSの展示、ゲームコーナー
▶バザー出品物の寄付を募集します。
詳細は、
お問い合わせください。
問 嬉泉福祉交流センター袖ケ浦
		大友・太田 ☎（62）9121

中山寺の荒業道場門を閉じ
鎮もる庭に鉦の音ひびく
色褪せし万葉かるた声にして
詠みびと知らずも親しみの湧く
下池の水鳥みょみょつんもぐれ
唄いしあの日を思いつ巡る

家族介護教室
無理なく安全に！着脱・移乗介助について
期日 3月3日
（日）
時間 午後2時～3時30分
場所 特別養護老人ホーム サニーヒ
ル（久保田）☎
（63）
0058
これでバッチリ！入浴・排泄介助について
期日 3月13日
（水）
時間 午後2時～3時30分
場所 特別養護老人ホーム 袖ケ浦瑞
穂（野里）☎
（60）
5566
共通事項
対象 介護をしている方、介護に関心
がある方
定員 各20名
（申込先着順）
申込方法 開催日の前日までに、各会
場へ電話で申し込んでください。
問 高齢者支援課 ☎
（62）
3225

場所 袖ケ浦市民会館 大ホール
出演 カリヨン、アリエッタ、さくら
んぼ、袖ケ浦混声合唱団、コールわ
かば、
タンポポ、三曲睦会、
おこと楽
坊、袖ヶ浦交響楽団、袖ケ浦市ジュ
ニアオーケストラ、飯田真奈子
問 ▶久村 ☎
（62）9860
		▶加藤 ☎
（62）6010

コース
日時

2019年（平成31年）2月15日

広 報

総合型地域スポーツクラブ 無料体験会
市内5地区の総合型地域スポーツクラブでは、
各クラブの活動を知ってもらうため、無料体験期
間を設けました。
この期間を利用して、興味があるクラブの活動に
参加してみませんか。なお、住んでいる地区以外の
クラブでも、
見学や参加ができます。
活動日時や活動場所などは、各クラブのホーム
ページをご覧
いただくか、
各事務局まで
お問い合わせ
ください。

根形地区

昭和地区

活動予定表の設置場所 根形公民館
活動種目 グラウンドゴルフ、ミニバスケット
ボール、硬式テニス、太極拳、ソフトボール、
フラダンス、フットサル、さわやかサタデー
（ユニバーサルホッケー、卓球、バドミント
ン）
（全8種目）
問 同事務局 ☎090
（8340）
3034
HP http://nesupo.gozaru.jp

活動予定表の設置場所 平岡公民館
活動種目 ユニバーサルホッケー、バドミント
ン、グラウンドゴルフ、少年サッカー、ミニバ
スケットボール、ドッジボール、バレーボー
ル、少年野球、友遊ボール、卓球、ソフトバ
レー（全11種目）
問 同事務局 ☎090
（8720）6806
※ホームページなし

問 郷土博物館 ☎
（63）0811

市民学芸員「どんぐりの会」は、郷土博物
館の運営をサポートする市民ボランティ
ア団体です。仕事や趣味などで身につけた
知識や技術を地域に役立てたいという思
いを胸に、60〜70歳代の一線を退いた方
や主婦を中心に、30代や40代、さらには高
校生のメンバーが集まり、郷土博物館を盛
り立てています。
石臼の使い方を指導する学芸員
「どんぐりの会」の活動は平成16年に始
まってから10年以上が経過し、現在では34名が活動しています。その間、
小学校体験学習の講師や博物館のイベント協力のほか、市民学芸員が自ら
地域を調べた展示会や、子どもとの昔あそび、十五夜コンサートなどの様々
な企画をとおして、
市民の目線から地域に貢献いただいています。
また、グループ活動も盛んに行っており、万葉植物園の整備をするグルー
プや地域の歴史を後世へ残す作業を行っているグループなどがあります。
さらに、昨年12月に行った収蔵庫の資料整理にも協力いただき、重要な
資料の現状を把握することができました。これらの資料の一部は、現在開催
している
「くらだし・おひろめ−新収蔵資料展−」で公開しています。
「どんぐりの会」
では、
長い市民学芸員活動の中で培ってきた知識や技術、
ノウハウを引き継ぐ次の世代を育成するためにも、
市民学芸員を随時募集し
ています。
知識や経験がなくても、
興味のある方はお問い合わせください。

中富ふれすぽクラブ

活動予定表の設置場所 平川公民館・富岡分館
活動種目 ユニバーサルホッケー、グラウンド
ゴルフ、卓球、インディアカ、パドルテニス、
リラックスデー（ヨガなど）、空手、ウォーキ
ング、初心者ミニバス、ソフトボール、バス
ケットボール
（全11種目）
問 同事務局 ☎080
（6577）
2034
HP http://www.geocities.jp/nkgwmbc/

NAGAX体験イベントを開催します
長浦地区総合型地域スポーツクラブNAGAXでは、
新規会員募集と継続会員の受付を兼ね、会員と地域の
方との交流・ふれあいを図るため、体験イベントを開催
します。
日時 3月3日（日）午前9時30分〜午後3時
※開会式は午前9時30分から、硬式テニスは午後4時ま
でとなります。なお、種目により体験の時間が異なり
ナガッツ君
ます。
場所 長浦公民館、長浦地区里山
種目 3B体操、ヨガ、プラバンでストラップ作り、ソフ
トサッカー、太極拳、ボッチャ体験、レクゲームと昔
遊び、囲碁、将棋、詩吟体験、グラウンドゴルフ体験・
大会、ターゲットバードゴルフ、軟式テニス、硬式テ
ニス、創作コーナー、頭の元気度測定、
ウォーキング
参加費 無料
その他
・小学6年生までのお子さんには、
参加賞があります。
※当日先着200名
・正午頃から豚汁とおにぎりを配布します。
※当日先着300名程度
・雨天時は、屋外種目のみ中止となります。
・ウォーキングに参加する方は、午前9時30分までに長浦公民館玄関前に集合
してください。
▶詳細は、お問い合わせください。
問 NAGAX事務局 ☎080
（5403）
0006
（10：00〜16：00）

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/sodegaura_city
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

NAGAX
（ナガックス）

地区
中川・富岡

名幸ヶ丘ふれあいクラブ

市民学芸員「どんぐりの会」を
ご存じですか

無料体験期間
3月1日（金）〜31日（日）

活動予定表の設置場所 長浦公民館
活動種目 ユニバーサルホッケー、バドミント
ン、グラウンドゴルフ、卓球、ソフトバレー
ボール、太極拳、3B体操、ヨガストレッチ、ヨ
ガ、ターゲットバードゴルフ、友遊ボール、ソ
フトサッカー、フットサル、水中ウォーキン
グ、
囲碁、
将棋、
詩吟
（全17種目）
問 同事務局 ☎080
（5403）
0006
※ホームページなし

活動予定表の設置場所 市民会館
活動種目 ユニバーサルホッケー、バドミント
ン、グラウンドゴルフ、卓球、ラジオ体操、マ
スターズ野球、パドルテニス、ペタンク、イン
ディアカ、ウォーキング、太極拳、骨盤体操、
水中ウォーキング（全13種目）
問 同事務局 ☎080
（6734）1315
HP https://showaflat.jimdofree.com

平岡地区

NESUPO（ネスポ）

長浦地区

昭和ふらっとスポーツクラブ

— 4 —

q休日当番医
診療時間

2月

午前9時〜午後5時

当番医
診療科目
電話
福王台外科内科
外科
17日
（62）3881
〔福王台1-10-9〕
内科
袖ケ浦どんぐりクリニック
内科
24日
（63）7777
〔奈良輪1388 7街区2-7画地〕 循環器科

※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

q夜間急病診療所  ☎（25）6284

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。

3R型ライフスタイルへのワンポイント

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

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日

2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

2月16日〜28日

●固定資産税・都市計画税
●国民健康保険税 8期

4期

納税課 ☎
（62）
2647

●介護保険料

6期

介護保険課 ☎
（62）
3158

●後期高齢者医療保険料

保険年金課 ☎
（62）
3092

8期

—納期内納付を心がけましょう—

コンビニエンスストアでも納付できます。

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。

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）

2月15日〜16日

田辺設備

（75）
5001

2月17日〜23日

大久保

（62）
5111

2月24日〜3月2日 産洋設備

（75）
6780

水道事故の緊急時連絡先
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）

1面にある書き初め展の受賞作品を見

て、
「自分が小・中学生の時はこんなに綺麗

な字は書けなかったなぁ」と、受賞された
皆さんを尊敬しました。試しに筆ペンで書

いてみましたが、当時からの成長はあまり
見られませんでした。

3R（リユース・リデュース・リサイクル）を心掛け、
再生素材を利用した製品や再利用可能な商品
問 廃棄物対策課
（袖ケ浦クリーンセンター内）☎
（63）
1881
を積極的に使用しましょう。

