
2面：�そでがうらプレミアム商品券
　　　市民税非課税の方の申請受付
4〜5面：イベント＆お知らせコーナー

6面：乳がん検診の追加申込を受け付けます
8面：フォトレポート／緊急連絡先などのご案内

主な内容

編集・発行／袖ケ浦市 秘書広報課
〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1

☎0438-62-2111（代表）
☎0438-62-2465（直通）
FAX 0438-62-3034

Sodegaura City Public Information Paper

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

2019年（令和元年）

8/1
第963号

袖ケ浦市ホームページ
QRコード

広 報
袖ケ浦市マスコット
キャラクター「ガウラ」

・人口：63,831（+3）・男：32,247（+8）・女：31,584（−5） ・世帯：27,240（+16） 
・転入：204〈男120/女84〉・転出：194〈男110/女84〉・出生：42〈男19/女23〉・死亡：49〈男21/女28〉

人口の動き
7月1日現在（　）内は前月比

　そでがうらの魅力を発信する特設サイト「そでがうらアンバサダー」を昨年９月に開
設しました。「暮らし」「はたらく」「子育て・教育」それぞれの分野で活躍されている方々
のインタビュー記事を、毎月更新しています。
我こそは！そでがうらアンバサダー！　
　あなたの感じるそでがうらの魅力を、市のホームページを通じて発信しませんか。アン
バサダーとして、各分野でまちの魅力や活動をご紹介いただける方を募集しています。
▶︎応募者の中から分野ごとに調整しますので、ご了承ください。
問 	秘書広報課 ☎（53）7522

　「市民の目で見て感じた
そでがうらの魅力」を写真
に収め、ガウラフォトクラ
ブのメンバーが毎月ホーム
ページで紹介しています。
季節の花々やイベント、穴
場スポットなど盛りだくさ
んです。

　昨年行った品川駅など
の高速バス発着駅での
PRに引き続き、8月に京
浜 急 行 線 の 車 内 ポ ス
ター、9月に羽田空港の
デジタルサイネージなど
への掲出を予定していま
す。

　　　　　 「そでがうらアンバサダー」って？

　 ガウラフォトクラブ シティプロモーション

そでがうらの魅力

ぼくのツイッターや
インスタでも

魅力を発信中ガウ！

特設サイト
そでがうら
アンバサダー

みんなで
発信！

あなたが語る まちのストーリー

「写真」で発信！ そでがうらをPR

Insta
gram

Twitter
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　対象と思われる方へ申請書を送付しました。購入を希望する方は申請してく
ださい。
対�象となる方　市民税非課税者（住民税課税者の生計同一の配偶者・扶養親
族、生活保護受給者などを除く）
※	詳細は、送付した申請書に同封する資料をご確認ください。なお、申請書が
届いた方であっても、所得内容などを確認した結果、対象とならない場合が
ありますのでご了承ください。
購入限度額　25,000円（販売額20,000円）
申請期限　11月29日（金）
▶︎	0～2歳のお子さんがいる世帯も、プレミアム商品券を購入することができま
す。申請は不要で、9月下旬に購入引換券を送付します。詳細は、お問い合わ
せいただくか、市ホームページをご覧ください。

問 	地域福祉課	そでがうらプレミアム商品券窓口	☎︎（62）2323

福祉タクシー利用券をご利用ください
　在宅の重度心身障がい者（児）を対象に、タクシー利用料金の一部を助成します。
対象　・身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
　　　・療育手帳がⒶ、Ⓐの１、Ⓐの2、Aの1、Aの2の方
交�付枚数　1枚730円の利用券を月3枚（身体障害者手帳に腎臓機能障害の記載
があり、人工透析療法を受けている方は月6枚）
※申請した月により交付枚数が異なります。
申請に必要なもの　身体障害者手帳または療育手帳
▶︎詳細は、本紙4月1日号をご覧いただくかお問い合わせください。
問 	障がい者支援課	☎︎（62）3199

障がい者（児）関係の手当を受給中の方へ
　対象の方は、令和元年度の所得状況届を提出してください。
対�象　特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、重度心身障害者福
祉手当、または心身障害児福祉手当を受給している方
※特別児童扶養手当を受給している方は、手当証書も併せて提出してください。
提出期間　8月9日（金）～9月11日（水）
問 	障がい者支援課	☎︎（62）3199

　ひとり親家庭の母または父を対象に行っている支援制度を紹介
します。詳細は、お問い合わせください。
問 	▶︎子育て支援課	☎︎（62）3272
	 ▶︎市役所	家庭児童相談室	☎︎（62）2111	（内線547）

ひとり親家庭などを
支援しています

市民税非課税の方の申請を受け付けます
そでがうらプレミアム商品券

プレミアム商品券の取扱店を募集しています
　詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。
問 	市商工会	商品券特設ダイヤル
	 ☎︎（63）3120（土・日曜日、祝日を除く10：00～16：00）

　商店や工場、病院などではかりを使用して取引を行う方、または証明を出し
ている方は、適正な計量取引を確保するため、2年に1度のはかりの検査が義務
付けられています。
　市では、9月3日（火）～5日（木）に定期点検を行いますので、検査を受けてく
ださい。はかりを使用して取引を行う方で、事前調査の通知がない方や、平成
29年9月以降にはかりを購入した方は、早めにご連絡ください。
問 	▶︎商工観光課	☎︎（62）3428
	 ▶︎千葉県計量検定所	☎︎043（251）7209

はかりの定期検査を行います

　袖ヶ浦高等学校図書委員会は、委員と有志の生
徒により、平成20年度から市内保育所や図書館で
絵本の読み聞かせを行っています。これらの活動
は、読書の推進や世代間交流を促すとともに、学
校、地域、行政を結びつける活動として大きな成果
を上げ、子どもたちの豊かな心を育んでいます。
　今回、この功績が認められ、第27回クローバー賞（日本製鉄君津社会貢献
賞）を受賞しました。
　クローバー賞は、君津地域4市に居住し、利益を目的としない活動を継続的
に続け、地域社会に貢献している団体を表彰するものです。
問 	秘書広報課	☎︎（62）2435

袖ヶ浦高等学校図書委員会
おめでとうございます

条例（案）の名称　火災予防条例の一部を改正する条例（案）
概�要　消防機関が、重大な消防法令違反のある防火対象物（建物）を確認した
場合、利用者などへ建物の危険性に関する情報を公表し、利用者自らがこ
の情報を入手できる制度を設けるものです。
閲�覧場所　消防本部予防課、市政情報室（市役所2階）、各公民館、市ホーム
ページ
※予防課・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。
意�見の提出方法　意見・住所・氏名・電話番号を記入し、郵送、FAX、または
メールで提出してください（書式の指定なし）。
意見の募集期間　8月1日（木）～31日（土）
意見の提出場所　〒299−0261　袖ケ浦市福王台4−10−7
　　　　　　　　袖ケ浦市消防本部	予防課
　　　　　　　　☎︎（63）6199　FAX（62）9729
　　　　　　　　 	sfdyobo@alto.ocn.ne.jp

パブリックコメント　ご意見を募集します

児童扶養手当
　18歳到達の年度末までの子ども
を養育するひとり親家庭などに対
し、手当を支給します。また、未婚の
方にはさらに給付金を支給します。
手当額　3,040円～42,910円
※所得と子どもの人数で異なります
▶︎	現在、児童扶養手当受給資格をお
持ちの方（支給停止中の方も含む）
は、8月16日（金）までに現況届を
提出してください。提出がない場
合、11月以降の手当を受給するこ
とができなくなります。

交通遺児等手当
　義務教育終了前の子どもの母また
は父が、交通災害で死亡または身体障
害者障害程度1級もしくは2級に該当
する障害の状態になった時に手当を
支給します。
支給額
・��就学前の乳幼児一人につき月額
4,000円
・�小学校在学中の児童一人につき月
額5,000円
・�中学校在学中の生徒一人につき月
額6,000円

医療費助成
　ひとり親家庭などの18歳到達の年
度末までの子どもと、その母または父
などの医療費を助成します。
　なお、助成を受けるためには、事前
に申請を行い、資格審査を受ける必要
があります。
助�成額　保険対象医療費にかかる自
己負担額から、他制度の助成額と次
の一部負担金を除いた額
・��通院：医療機関毎に一人1カ月
1,000円
・��調剤：薬局内で処方箋発行機関毎
に一人1カ月1,000円
・��入院：入院時食事療養費標準負担
額と生活療養費標準負担額
資�格期間　申請した日の翌日から最
初の10月31日まで
※	資格審査を受けている方でも、毎年
更新が必要です。

自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の母または父が、就労
のための資格取得など指定された教
育訓練講座を受講する場合に、受講料
を助成します（所得制限などの支給要
件あり）。
　なお、受講の前に面談・申請が必要
です。
対象講座
・�雇用保険制度の教育訓練給付の指
定教育訓練講座
・�就業に結びつく可能性の高い講座
で、国が定めるもの	など
支�給額　自己負担金の60％に相当す
る額（上限20万円）
※	雇用保険制度の教育訓練給付が受
けられる方は減額となります。

高等職業訓練促進給付金
　ひとり親家庭の母または父が就職
する際に、有利で生活安定に資する資
格の取得を促進するため、養成機関で
1年以上修業する場合の修業期間（上
限3年）について、給付金を支給しま
す（所得制限などの支給要件あり）。
　なお、修業の前に面談・申請が必要
です。

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
　経済的自立を支援するため、貸付を
行います。
貸�付対象　修学資金、修業資金、就職
支度資金、就学支度資金
※	就学支度資金はお子さんも対象

自立支援相談
　子育て、就業などの相談や、支援制
度の情報提供を行います。また、配偶
者からの暴力（DV）の相談にも応じ
ます。
時間　午前9時～午後4時
場所　市役所	家庭児童相談室

期日　8月6日（火）・13日（火）
時�間　午前10時30分～正午、
午後1時～3時
場�所　市役所	2階第一会議室
対�象　児童扶養手当を受給し
ている方

問 	ハローワーク木更津
	 ☎︎（25）8609

出張ハローワーク！
ひとり親全力サポートキャンペーン

マイナンバーカードの事務を一時停止します 　システムメンテナンスのため、8月8日（木）午前10時30分～午後3時は、マイ
ナンバーカードに係る一切の手続きができません。　　問 	市民課	☎︎（60）1147
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・�袖ケ浦市の農畜産物・
特産品を販売したい方
・働きたい方

▶︎詳細は、市観光協会のホームページをご覧ください。
問 	市観光協会	☎︎（62）3436

　市観光協会が事業主体となり、ゆりまち袖ケ浦駅前モール商業施設内にオー
プンします。

ゆりまちモールに袖ケ浦の魅力を発信するお店

FARM COURT 袖ケ浦　9月オープン！

　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。詳細は、お問い合わせください。　　問 	秘書広報課	☎︎（62）2435市民と市長のふれあいトーク　

　8月1日から、アクアライン高速バス「渋谷線」が増便され、1日に23便が運行
されます。ぜひご利用ください。
運行経路　木更津駅西口⇔袖ケ浦バスターミナル⇔渋谷駅（マークシティ）
※渋谷線は、金田バスターミナルには停車しません。
運賃　大人1,450円、小児730円
▶︎時刻表などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
問 	▶︎小湊鐵道	木更津営業所	☎︎（37）7299
	 ▶︎東急トランセ	下馬営業所	☎︎03（3410）0181
	 ▶︎京王バス東	世田谷営業所	☎︎03（5357）2505
	 ▶︎袖ケ浦市	企画課	☎︎（62）2327

問 	総務課	☎︎（62）2104

アクアライン高速バス渋谷線が増便
ますます便利に！袖ケ浦から渋谷まで最短で53分

8/1～

ありがとうございます　−災害への義援金−
　平成30年度より市で受け付けをはじめた義援金の総額は、7月19日現在で、
次のとおりです。義援金は、日本赤十字社経由で被災地にお送りします。
・西日本豪雨災害義援金　1,081,981円
・北海道胆

い ぶ り

振東部地震災害義援金　83,444円
※	その他の義援金の受付状況は、市ホームページをご覧ください。
問 		地域福祉課	☎︎（62）3157

さつき台郵便局前交差点で改良工事を行います
　市道代宿神納線（平成通
り）と市道長浦小中学校線
（ふれあい通り）の交差点
で、右折車線（平成通り側）設
置のための改良工事を行いま
す。
　工事期間中は、ご不便をお
掛けしますが、皆さんのご協力
をお願いします。
工事期間
　8月上旬～令和2年2月上旬
問 	土木建設課	☎︎（62）3626

長浦小学校

長浦中学校
市道長浦小中学校線
（ふれあい通り）

市道代宿神納線
（平成通り）

セブンイレブン
袖ケ浦

さつき台病院

袖ケ浦
さつき台郵便局

工事箇所

　近年、市内ではアライグマやハクビシンによる農業被害や、家屋侵入などの
被害が拡大しています。今後の被害を防止するため、アライグマとハクビシン
の生態と対策方法を紹介します。
・�家屋の柱や雨どいから屋根裏に侵入し、棲みつきます。天井の物音や糞

ふんにょう

尿
によるシミを発見した時は、外壁の足跡や爪痕を確認しましょう。
・�食性は雑食で、熟した果実を好みます。未収穫の果実などが餌となり、毎
年通うようになるため、片付けましょう。

問 	農林振興課	☎︎（62）3426

アドバイザー：合同会社A
エーマック
MAC

けもの通信

〜集中豪雨やゲリラ豪雨に気を付けよう〜
ワンポイントアドバイス防災

　集中豪雨やゲリラ豪雨は、短時間のうちに狭い地域に集中して降る強い雨
のことです。冷たい風が吹きはじめる、雷鳴や稲妻が発生するなど、豪雨の前
兆が見られる場合や、大粒の雨やひょうが降り出した場合などは、すぐに安
全な場所に避難しましょう。また、周囲より低
い場所や川の近くで前兆を感じた場合は、すぐ
にその場から移動しましょう。
　気象庁のホームページなどでは、現在の雨量
の実況を公表していますので、活用しましょう。
問 	危機管理課	☎︎（62）2119

募集種目 年齢 受付期間 試験期日

航空学生
（海・空）
※パイロット

海上自衛隊
高卒（見込含）または高専
3年次修了者（見込含）18歳
以上23歳未満
航空自衛隊
高卒（見込含）または高専
3年次修了者（見込含）18歳
以上21歳未満

7月1日～
9月6日

1次：9月16日
2次：10月15日～20日
3次：（海）11月22日～12月18日
3次：（空）11月16日～12月19日
※いずれか1日を指定します。

一般曹候補生
18歳以上33歳未満

1次：9月20日～22日
2次：10月11日～16日
※いずれか1日を指定します。

自衛官候補生 通年 受付時にお知らせします。

問 	自衛隊	千葉地方協力本部木更津地域事務所	☎︎（23）5734

自衛官等採用試験

募集中！

8月15日は終戦記念日です•••• ••••

　1945年（昭和20年）8月15日の第二次世界大戦の終結から、70年以上が経過
しました。
　私たちは、戦争の惨禍を決して忘れてはいけません。改めて平和の尊さと戦
争について考えてみませんか。
▶︎	8月1日（木）～15日（木）に、市役所1階ロビーと平岡公民館ロビーで被爆写
真を展示します。

戦没者を追悼し平和を祈念する日

　8月6日・9日の「祈りの日」に、広島市と長崎市では原爆被爆74周年の慰霊と
平和祈念の式典が行われます。
　この式典では、広島市長と長崎市長が全世界へ向けて、核戦争の悲惨さと核
兵器の廃絶を強く訴える「平和宣言」を行います。
　また、広島に原爆が投下された8月6日午前8時15分と、長崎に原爆が投下さ
れた8月9日午前11時2分に、原爆死没者のご冥福と世界恒久平和の確立を祈
念するため、平和の鐘を合図に1分間の黙とうを捧げます。
　平和を願うこの祈りの輪が全国に広がり、「祈りの日」として確立できるよう
に、市民の皆さんも黙とうを捧げましょう。
問 	地域福祉課	☎︎（62）3157

「祈りの日」に黙とうを

　夏のある日、畑で小麦の刈り入れをしていますと、飛行機から撃った銃弾が
たくさん落ちているのを見つけて、血の気が引くほど驚いてしまいました。
　こんなふうに毎日の暮らしの中に絶えず戦争の恐怖が入り込んでいて、安ら
ぐときはありませんでした。
　昼、夜にかかわらず乳飲み子を抱いては防空壕に避難したり、真っ暗な部
屋で家族が声も出さずに飛行機の爆音が通り過ぎるのをじっと聞いていたとき
の時間の長かったことなど、とにかく怖くてつらかったこと、当時は口には出せ
なかったものの、心の中で早く戦争が終わって欲しいと思っていました。

※平成9年2月発行『明日の君たちへ―袖ケ浦市民の戦争体験―』から抜粋

「平和都市袖ケ浦」を宣言しています

　世界の平和は、人類共通の願いです。豊かで平和な郷土づくりは、恒久平和な
くしては達成できません。
　私たち袖ケ浦市民は、相携えて
　　1	基本的人権が尊重される社会　　1	子どもたちの権利が守られる社会
　　1	暴力やあらゆる差別のない社会　　1	環境破壊のない社会
をつくり日本国憲法の基本理念である恒久平和の実現に努めることを誓い合
い、ここに「平和都市袖ケ浦」を宣言します。
問 	総務課	☎︎（62）2104

平和都市宣言

　父親などが戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行い、現地の住民との友好
親善を深めることを目的として、慰霊友好親善事業を行います。
▶︎詳細は、お問い合わせください。
問 	日本遺族会	☎︎03（3261）5521

戦没者遺児による慰霊友好親善事業

知られざるアライグマと
ハクビシンの生態
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ポールコンディショニング
期日　8月18日（日）、9月8日（日）
時間　午前10時～11時　　　　　　　　
場所　臨海スポーツセンター	剣道場
受講料　600円
定員　25名（申込先着順）
申込方法　電話
申 	臨海スポーツセンター
	 ☎︎（63）2711

その他
貸衣装　8月の貸出日
期�日　6日（火）・9日（金）・23日（金）・
27日（火）・30日（金）

時間　午前9時～正午
※喪服は随時受け付けます。
場所　市民会館	1階和室
種�類　打掛・振袖・留袖・色留・七五三・
産着・モーニング・喪服

展示会を開催します
日�時　8月18日（日）午前9時～午後
3時

問 	田中	☎︎（62）2032
　（貸出日の午前を除く）

千葉県社会福祉協議会
保育�de�就職@千葉
保育のしごと就職フェスタ
日時　8月4日（日）正午～午後3時
場所　聖徳大学・聖徳大学短期大学部
内�容　採用担当者との個別面談、保育
の職場に関する相談	など
対�象　保育所や児童福祉施設などへ
就職を希望する方

問 		ちば保育士・保育所支援センター
	 ☎︎043（222）2668
福祉のしごと就職フェア�in�ちば
日時　8月17日（土）午後1時～4時
場所　京成ホテルミラマーレ	
内�容　採用担当者との個別面談、福祉
の職場に関する相談	など
対�象　社会福祉施設・事業所などへ就
職を希望する方

問 		千葉県福祉人材センター
	 ☎︎043（222）1294

　�お知らせ
お盆もごみ・資源物の収集をします
　8月13日（火）
～17日（土）は、
ごみ・資源物の
収集と自治会資源回収を通常どおり
行います。なお、クリーンセンターへ
持ち込む場合は、事前に電話予約をお
願いします。
問 	▶︎	廃棄物対策課（袖ケ浦クリーン

センター内）☎︎（63）1881
	 ▶︎	クリーンセンター予約専用

ダイヤル	☎︎（63）1000

ガウラ健康マイレージ 受付中！
　6つの健康目標のうち3つ以上の目
標を達成した方に、先着で健康チャレ
ンジ賞、抽選で特別賞を贈呈します。
ぜひ、応募してください。
6つの健康目標
①	基本健診を受け
ましょう
②	健康相談を受け
ましょう
③	がん検診を受け
ましょう
④	歯の検診を受け
ましょう
⑤	健康講座・イベント・献血などに参
加しましょう
⑥	健康目標を立て、2か月以上取り組
みましょう
▶︎		詳細は、応募券または市ホーム
ページをご覧ください。

問 	健康推進課
	 ☎︎（62）3162

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・場所
・�8月29日（木）
　	午前10時～11時45分・午後1時～
4時、保健センター
・�8月30日（金）
　午前9時30分～正午、長浦公民館
▶︎	採血基準などの詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。

問 	健康推進課	☎︎（62）3162

8月の移動交番開設予定
場所・日時
・市民会館　7日（水）・23日（金）午後
1時～2時30分
・袖ケ浦公園　19日（月）・30日（金）
午前10時～11時30分
・長浦公民館　19日（月）午後1時～
2時30分、29日（木）午前10時～
11時30分
・平川公民館　22日（木）午前10時
～11時30分、30日（金）午後1時～
2時30分
・臨海スポーツセンター　22日（木）・
29日（木）午後1時～2時30分
▶︎		日程は変更となる場合があります。
問 	木更津警察署	地域課
	 	☎︎（22）0110

市民意識調査にご協力ください
　市では、市民の皆さんの暮らしなど
についてお尋ねし、市の取組みの現状
を把握するとともに、今後のまちづく
りに役立てるため「市民意識調査」を
行っています。
　調査票が届いた方で、未回答の方
は、期限までの回答をお願いします。
対�象　市内在住で18歳以上の方
2,000名（無作為抽出）
回答期限　8月10日（土）
問 	企画課	☎︎（62）2327

君津中央病院企業団
令和1・2年度の建設工事等入札
参加資格審査の追加申請受付 　
申請期間　8月19日（月）～23日（金）
受付時間　午前9時～午後4時
※	土・日曜日と、正午～午後1時を除く
▶︎		詳細は、君津中央病院ホームペー
ジをご確認ください。

申 	君津中央病院事務局	管財課
	 ☎︎（36）1072

事業者向け
消費税の軽減税率制度説明会 　
　10月1日からの消費税率引上げと同
時に行われる軽減税率制度の説明会
を、事業者の方を対象に開催します。
日時　8月20日（火）午後3時～4時　　
場�所　市民会館	2階研修室
問 	木更津税務署	☎︎（23）6161

　�相談
税の無料相談（要予約）
期日　8月7日（水）、9月11日（水）
時�間　午前10時～正午、午後1時～3時
場所　木更津商工会館
内容　記帳、決算、税務に関する相談
※申告書類の相談は行いません。
対�象　税理士・税理士法人が関与しな
い一般納税者

申 	千葉県税理士会	木更津支部
	 ☎︎（37）9000

労災職業病なんでも相談会
期日・場所
・�8月31日（土）、船橋市勤労市民センター
・�9月28日（土）、千葉市中央コミュニ
ティセンター
時間　午後1時～4時
問 	千葉中央法律事務所
	 ☎︎043（225）4567

　�審議会
文化財審議会 　
日時　8月22日（木）午後1時30分～
場所　郷土博物館	研修室
議題　指定文化財候補物件について
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限		8月16日（金）
申 	生涯学習課	☎︎（62）3744

公共下水道事業運営審議会 　
日時　8月22日（木）午後1時30分～
場所　市役所	旧館3階中会議室
議�題　平成30年度公共下水道事業特
別会計決算について（報告）	ほか
傍聴定員　5名(申込先着順）
申込期限　8月16日（金）
申 	下水対策課	☎︎（62）3651

地域公共交通活性化協議会 　
日時　8月26日（月）午後2時～
場所　市役所	旧館3階大会議室
議題　公共交通の状況について	ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　8月16日（金）
申 	企画課	☎︎（62）2327

『袖ケ浦市史研究』第20号原稿募集 テ－マ　袖ケ浦市と西上総地域の歴史・民話･伝承・民間信仰・神社仏閣･遺跡遺物・方言・地名･人物・自然	など
▶︎詳細は、本紙6月1日号、または郷土博物館ホームページをご覧ください。　　問 	郷土博物館	☎︎（63）0811

▶イベント＆お知らせコーナーは、5面から4面へ続いています。

相談内容 相談日 場所 時間

法律相談（要予約、2日前までに申
込み、一人1年度2回まで）
申  市民活動支援課 ☎（62）3102
※9月分は8月23日（金）から予約受付

8月1日（木） 市役所第2相談室

13時〜16時8月8日（木） 平川行政センター

8月22日（木） 長浦行政センター

人権･心配ごと相談
◎は人権･行政･心配ごと相談
問  市民活動支援課 ☎（62）3102
▶千葉地方法務局木更津支局の

人権相談（平日9時〜16時）　
　☎（22）2531

8月1日（木）
◎長浦行政センター

13時〜16時

平川行政センター

8月8日（木）
◎市役所第2相談室
長浦行政センター

8月22日（木）
◎平川行政センター
市役所第2相談室

8月29日（木）
※心配ごと相談のみ

市役所第2相談室
平川行政センター
長浦行政センター

結婚相談
問  市民活動支援課 ☎（62）3102

祝日を除く毎週火・金曜日
※8月13日（火）は休み 市役所第2相談室 10時〜12時

13時〜16時
交通事故相談

（要予約、2日前までに申込み）
申  市民活動支援課 ☎（62）3102

8月28日（水） 市役所第2相談室 10時〜12時
13時〜15時

消費生活相談
問  消費生活センター ☎（62）3134

祝日を除く
毎週月〜金曜日 市役所第1相談室 9時〜12時

13時〜16時
家庭児童相談
問  子育て支援課 ☎（62）3272

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所家庭児童相談室
☎（62）2111（内線547） 9時〜16時

母子・父子自立支援相談
問  子育て支援課 ☎（62）3272

祝日を除く
毎週月・火・木曜日

市役所家庭児童相談室
☎（62）2111（内線547） 9時〜16時

障がい福祉に関する相談
問  障がい者支援課
　 ☎（62）3187　FAX（63）1310

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所障がい者相談支
援事業所
☎・FAX（62）3334

9時〜17時

生活自立相談
問  地域福祉課 ☎（62）3159

祝日を除く
毎週月〜金曜日 市役所自立相談支援室 8時30分〜

17時15分
教育テレフォン相談
問  総合教育センター ☎（63）3717

祝日を除く
毎週月〜金曜日 − 9時〜16時

相談案内 ※祝日や相談員の都合により、開催しない場合があります。
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育児・健康に関する相談です。電話でもお答えします。
場所は、すべて保健センターです。
問 	健康推進課	☎︎（62）3162・3172

健康
インフォメーション

名称 対象 期日 時間 備考 次回実施日（対象）

すこやか相談
①妊産婦・
　乳幼児
②成人

〈要予約〉

≪午前≫
8月5日（月）

①9：30〜
　11：00
②9：30〜
　11：30

内容
① 身体計測、健康・栄

養・歯科相談
※ 直接会場にお越しく

ださい。
②健康・栄養相談
持ち物
①母子健康手帳
② 健康手帳、健康診断

結果票（お持ちの方
のみ）

9月2日（月）

≪午後≫
8月13日（火）

①13：30〜
　15：00
②13：30〜
　15：30

9月9日（月）

離乳食と歯の
相談会

〈要申込〉

平成31年
1月生まれ 8月2日（金） 受付時間は

9：15〜9：30

定�員
　20名（申込先着順）
※ 申込みは終了しました。
持�ち物　母子健康手帳、

相談票、バスタオル

9月6日（金）
（平成31年2月生まれ）
申込期限　8月30日（金）

幼児相談
〈要申込〉

本人・
保護者

事前に健康推進
課へお問い合わ
せください。

9：30〜12：00
13：30〜14：30

言葉の発達や子ども
への接し方に心配のあ
る方

事前に健康推進課へ
お問い合わせください。

▶︎	4か月児教室、1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健康診査、プレ・ママパパ学
級なども行っています。対象の方には個別に通知しています。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。

おすすめ図書の紹介　−話題の新着本−
＜一般書＞
『子どもも大人も絵本で育つ』
　湯澤美紀
『家族終了』酒井順子
『教養としての健康情報』市川衛
『折り紙の科学』萩原一郎・奈良知恵
『樹木希林さんからの手紙』
ＮＨＫ「クローズアップ現代＋」＋「知
るしん」制作班、日本放送協会
＜文学・小説・エッセイ＞
『無目的な思索の応答　往復書簡』
　又吉直樹、武田砂鉄

『おまえの罪を自白しろ』真保裕一
『母のうた』美智子、田中章義
『ロイスと歌うパン種』
　ロビン・スローン
＜児童書＞
『嵐をしずめたネコの歌』
　アントニア・バーバー
『旬ってなに？　季節の食べもの　夏』
　本多京子（監修）
＜絵本＞
『かめくんのさんぽ』なかのひろたか
『ちいさなかくれんぼ』松永悠一郎

問 		中央図書館	☎︎（63）4646

　�イベント
8/3　袖ケ浦市民夏まつり
日時　8月3日（土）午後2時30分～8時
※荒天中止
場所　東京ドイツ村
▶︎	市民夏まつり開催時
のみ、午後2時から入
場無料
内�容　オープニング、ミ
ニステージ、花火	など
注意事項
・�当日は、東京ドイツ村の園内や周
辺道路の混雑が予想されます。ご
迷惑をおかけしますが、ご理解を
お願いします。
・�	最終入園時間は午後6時30分まで
で、花火は7時30分から8時まで
です。
▶︎	詳細は、本紙7月1日号、または市
観光協会ホームページをご覧くだ
さい。

問 	市観光協会	☎︎（62）3436

中央図書館
名画鑑賞会『男たちの大和/YAMATO』
出演　反町隆史、中村獅童	ほか
日�時　8月8日（木）午前10時～12時
25分

名画鑑賞会『八甲田山』
出演　高倉健、北大路欣也	ほか
日�時　8月15日（木）午後1時30分～
4時35分（途中休憩あり）
共通事項
場所　2階視聴覚ホール
定員　80名　　その他　字幕なし
ラウンジ展示「食べたくなる物語の中
の料理・お菓子たち」
期間　8月1日（木）～9月26日（木）
時間　午前9時30分～午後7時
場所　1階ラウンジ
問 			中央図書館	☎︎（63）4646

アクアラインなるほど館ロビー展
「危険生物！海のならずもの展」　
　針や牙を持つものや猛毒を持つ「海
のならずもの」たちを紹介します。
期間　9月29日（日）まで
※月曜と祝日の翌日休館
問 	郷土博物館	☎︎（63）0811

長浦おかのうえ図書館
名画鑑賞会『樺太1945年夏�氷雪の門』
出演　二木てるみ、鳥居恵子	ほか
日時　8月14日（水）午前10時～正午
子ども映画会『ぼくは王さま～たまごと
めいたんてい～』
日�時　8月16日(金)午前10時30分～
11時25分
対�象　幼児～小学校低学年とその保
護者
▶︎	子ども映画会終了後、2階おはなし
のへやで「ちょっぴりこわいおはな
し会」を行います。
共通事項
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

郷土博物館 市民コレクションロビー展
「記念コインから見る戦後昭和と
平成」 　
　オリンピックや万博などの記念コ
インを展示し、昭和から現在に至るま
での出来事を振り返ります。
期間　8月20日（火）～9月16日（祝）
※月曜と祝日の翌日休館
問 	郷土博物館	☎︎（63）0811

袖ケ浦ミュージカルアカデミー
定期公演「Cinder-ella」 　
　オリジナル版「シンデレラ」です。
期日　8月18日（日）
時間　午後2時開演（1時30分開場）
場所　市民会館	大ホール
問 	今関	☎︎（62）2387

市音楽協会　定期演奏会
日�時　9月1日（日）午後2時開演（1時
30分開場）
場所　市民会館	大ホール
演�奏曲目　オペラ「シャモニーのリン
ダ」より	この心の光、ウィーンわが
夢のまち	ほか

問 	井上
	 ☎︎（62）7164

　��講座・セミナー
認知症予防のための
頭の元気度測定会 　
日時・場所
①	8月5日（月）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、市役所	地域
包括支援センター
②	8月9日（金）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、ひらかわサ
ブセンター
③	8月13日（火）午後1時30分～4時、
平岡公民館
④	8月21日（水）午後1時30分～4時、
根形公民館
⑤	8月28日（水）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、ながうらサ
ブセンター
申込方法　電話
申 	▶︎①④地域包括支援センター
	 　☎︎（62）3225
	 ▶︎②③ひらかわ健康福祉支援室	
	 　☎︎（75）3344
	 ▶︎⑤ながうら健康福祉支援室
	 　☎︎（64）2100

地域支え合い活動入門講座
「おたがいさま！」で誰もが活躍で
きる地域づくりのために 　
日�時　8月27日（火）午後1時30分～
3時30分
場所　社会福祉センター	大会議室
対�象　市内の支え合い活動に参加す
る意向がある方
定員　20名　　申込方法　電話
申込期限　8月20日（火）
申 	社会福祉協議会	☎︎（63）3888

8月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
　5日（月）・19日（月）・26日（月）・30日（金）

図書館イメージキャラクター
「トショロ」

▶市民活動支援課
　☎（62）3102
▶結婚相談所（火・金曜日開設）
　☎（62）2111（内線546）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

年齢・性別 学歴 職業 勤務地 趣味 身長 体重 結婚歴
私の略歴

29 男
34 男
46 男
37 男
39 男
44 男
46 男
41 女
37 女
34 女

大卒
専門卒
大卒
大卒
大卒
高卒
高卒

短大卒
大卒

専門卒

会社員
会社員
公務員
会社員
自営業
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員

東京
袖ケ浦
市原

木更津
袖ケ浦
木更津
袖ケ浦
千葉
千葉
市原

ドライブ
映画鑑賞
ドライブ

読書
映画鑑賞
ドライブ
ドライブ
映画鑑賞

読書
旅行

182
175
175
177
168
169
180
159
158
160

72
84
80
68
60
78
90
54
56
－

初
初
初
初
初
初
初
初
初
初

木更津・君津・富津・市原市との交流も行っています
※結婚相談所の休日は、本紙4面の相談案内でご確認ください。

問
▶市民活動支援課
　☎（62）3102
▶結婚相談所（火・金曜日開設）
　☎（62）2111（内線546）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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木更津・君津・富津・市原市との交流も行っています
※結婚相談所の休日は、本紙4面の相談案内でご確認ください。

問

婚活イベント　ガウラ婚�in�ファクトリー 　ものづくりに魂を込める「工場男子」と素敵な出会いを見つけませんか？　　日時　9月28日（土）午後1時～6時
▶︎詳細は、市ホームページをご覧ください。また、本紙8月15日号でお知らせします。　　問 	商工観光課	☎︎（62）3428

EVENT and information
※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。

知 ら せお＆ベイ トン
ナ ーーコ

なんでも介護相談
期日・場所
①8月13日（火）、平岡公民館
②8月21日（水）、根形公民館
時間　午後1時30分～4時
申込方法　電話
申 	▶︎①ひらかわ健康福祉支援室
	 　　☎︎（75）3344
	 ▶︎②地域包括支援センター
	 　　☎︎（62）3225　

家族介護教室
日�時　8月21日（水）午後2時～3時30分
場所　特別養護老人ホーム	袖ケ浦瑞穂
テ�ーマ　高齢者の健康づくりは食事から
対�象　介護をしている方、介護に関心
がある方
定員　20名　　申込方法　電話
申 	袖ケ浦瑞穂	☎︎（60）5566

　�スポーツ
市民卓球大会（団体戦）
日時　9月21日（土）午前9時～
場所　臨海スポーツセンター	体育館
種目　男子・女子団体（3単2複、1チー
ム4～6名）
対象　市内在住、在勤、在クラブ、在学の方
参加費　一般男女は1チーム3,000円、
中学生以下は1チーム2,000円　
申込方法　代表者の氏名・住所・電話
番号・チーム名・参加者全員の氏名
を、FAXで申し込んでください。
申込期限　9月3日（火）
▶︎詳細は、袖ケ浦市卓球専門部ホー
ムページをご覧ください。

申 	社教連協事務局　FAX（62）4950
問 	松原	☎︎090（4240）2908
	 	（19：00～21：00）
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定員　各20名程度（当日先着順）　　参加費　無料
※	「おはなしのじかん」と「おはなし会」に参加した方に、トショロカードを
差し上げます。5枚集めると、さらにプレゼントがあります。
▶︎	平川図書館、根形公民館図書室、平岡公民館図書室は、常時「いつでも親
子タイム」を行っています。そのほかの市立図書館のイベント情報は、図
書館ホームページや図書館ツイッターでも発信しています。

問 	▶︎中央図書館	☎︎（63）4646
	 ▶︎長浦おかのうえ図書館	☎︎（64）1046
	 ▶︎平川図書館	☎︎（75）7392

図書館主催の子ども向けおはなし会

高齢者サポートサービスの契約トラブルにご注意を
　高齢者サポートサービスとは、
一人暮らしの高齢者などを対象と
する日常生活の支援サービス、入院
や介護施設への入所の際の身元保
証、葬儀や遺品整理など死後事務の
支援サービスのことを言います。
【事例】
　老人ホームに入所する際に、一人
暮らしなので身元保証が必要と言
われ、紹介された事業者から説明さ
れた内容が理解できないまま契約
し、預託金100万円を支払った。し
かし、身元保証以外に必要でない生
活支援や葬儀サービスなどが含ま

れていたので解約したら、半額しか
返金されなかった。
【アドバイス】
・�公的機関の福祉サービスの窓口に
サービス内容などを相談し、必要
な場合は、複数の業者から見積り
を取りましょう。
・�契約する時は、サービス内容、預
託金の用途や管理方法、解約時の
返金条件などを文書で説明しても
らい、十分検討しましょう。
・�もしもの時に備えて、信頼できる
周囲の人にサービス内容や事業者
の連絡先を伝えておきましょう。

問 	消費生活センター	☎︎（62）3134
	 祝日を除く毎週月～金曜日	市役所	1階第一相談室

事業名 日時・場所 対象 内容

わらべうたで
あそぼう

８月１７日（土）、９月２１日（土）、１０月１９日（土）
午前１１時～
長浦おかのうえ図書館	電算室

乳幼児と
その保護者

わらべうた遊びと
絵本の読み聞かせ
（約３０分）

えほんの
へや

８月８日（木）、９月５日（木）、１０月３日（木）
午前１１時～
中央図書館	おはなしのへや ２・３歳児と

その保護者
手遊びと絵本の読
み聞かせ（約１５分）８月１４日（水）、９月１１日（水）、１０月９日（水）

午前１１時～
長浦おかのうえ図書館	おはなしのへや

おはなしの
じかん

８月１０日（土）・２４日（土）、９月１５日（日）・２９日
（日）、１０月６日（日）・２０日（日）
午後２時～４時
中央図書館	おはなしのへや

４歳～
小学６年生

昔話の語りと絵本
の読み聞かせ（約
25分）
※	時間中希望があ
れば随時開催

おはなし会

８月４日（日）午後２時～、９月１５日（日）
午後２時３５分～、１０月１３日（日）	午後２時～
長浦おかのうえ図書館	おはなしのへや ４歳～

小学６年生

昔話の語りと絵本
の読み聞かせ（約
２５分）８月２日（金）午前１０時～、９月８日（日）

午後２時３０分～
平川図書館

すきすき
絵本タイム

９月１９日（木）午前１０時～正午
根形公民館図書室	ふれあい読書コーナー

乳幼児と
その保護者

１組ずつ個別に絵
本の読み聞かせ

期日　11月24日（日）　　場所　市民会館
対�象　市内在住、在学、または在勤の方に
よる音楽グループ・サークル。フラダンス
での参加も歓迎します。
出�演の条件　出演者は3会場（大ホール、中
ホール、フリースペース）に分かれて演奏
を行います。大ホールは、反響板とひな段
が設置された状態での出演となります。
申�込方法　グループ名（個人の場合は個人名）・出演人数・ジャンル（クラシック、軽
音楽など）・代表者の氏名・住所・電話番号を、電話、メール、または窓口でお知ら
せください。
申込期限　9月2日（月）
出演者向け全体会議を行います
　出演する個人、または団体の代表者は出席してください。
日時　9月18日（水）午後7時～　　場所　市民会館	中ホール
申 	市民会館	☎︎（62）3135
	sode60@city.sodegaura.chiba.jp

とっておき！乾物いろいろ野菜サラダ
　今回は、9月1日の防災の日に向け、備蓄食材
の乾物と常備野菜を使った一品を紹介します。
　災害や看病などで外出できない時に活躍す
るのが備蓄食材です。最近では、普段より少し
多めに食材を備蓄し、日常の食事で消費しな
がら、消費した分を買い足すことで食材の鮮
度と一定の量を保つ「ローリングストック」と
いう方法が推奨されています。
　備蓄食材は米や麺など炭水化物中心になり
がちですが、この一品でたんぱく質、ビタミ
ン、ミネラル、食物繊維をバランスよく摂るこ
とができます。
　夏バテ気味の身体にピッタリで、火を使わ
ない簡単調理です。お手元にある食材でアレ
ンジできるので、作ってみてはいかがでしょうか。
問 	健康推進課	☎︎（62）3162

母子保健・食生活改善推進員がおすすめレシピを紹介

作り方
①		切干大根を水でもどす。
②		きゅうり、玉ねぎ、にんじんは細切りにする。
③		ツナの油分は軽く切る。
④			①	から③と、蒸しサラダ豆、ひじき、調味料を混ぜ合わせる。

材料（4人分）
・切干大根…1袋25g　　・きゅうり…1/2本
・玉ねぎ…中1/2個　　　・にんじん…30g
・ツナ缶詰オイルタイプ…1缶(小)70g
・蒸しサラダ豆…1袋85g
・ひじきドライパック（下ごしらえ済のもの）…1袋65g
・マヨネーズ…大さじ1	 ・ポン酢しょうゆ…大さじ2

【栄養価（１人分）】
エネルギー（kcal） …141
たんぱく質（ｇ） …6.7
脂質（ｇ） …7.1
炭水化物（ｇ） …13.6
食塩相当量（ｇ） …0.8
食物繊維（ｇ） …4.6

　ひらおかの里農村公園では、田ん
ぼの学校生が作ったかかしの人気投
票を9月1日（日）まで行っています。
　上位入賞したかかしに投票した方
の中から抽選で、ひらおかの里の農
産物をプレゼントします。	
▶︎	8月5日（月）・13日（火）・19日
（月）・26日（月）は休園です。

問 	農業センター	☎︎（60）5171

ひらおかの里農村公園 田んぼのかかし
人気投票受付中！

　申込先着順で、定員になり
次第、受付終了となります。
　最新の空き状況は、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。
対�象　市内在住の30歳以上
の女性（平成2年3月31日
以前に生まれた方）

検�査方法　令和2年3月31日
時点の満年齢で、検査方法
が異なります。

・�30～39歳　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）
・50歳以上　マンモグラフィ（X線検査）
自�己負担金　500円（70歳以上の方は無料。市民税非課税世帯、生活保護世帯
の方は、事前の申請により無料となります。）
申�込方法　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
口で申し込んでください。ながうら・ひらかわ健康福祉支援室や、平川・長浦
行政センターの窓口では申込みできません。なお、はがき・封書で申込む際
は、住所・氏名・生年月日・年齢・電話番号・検査方法・希望日・保育の有無を
記載してください。希望日は第3希望まで記載してください。

▶︎	申込み方法の詳細や注意事項などは本紙7月1日号、または市ホームページを
ご確認ください。

問 	健康推進課	☎︎（62）3162

乳がん検診の追加申込を受け付けます
ガウラ健康マイレージ対象事業

検診日程
日程 場所 検査方法

9月1日（日） 平川公民館 超音波
9月22日（日） 保健センター マンモグラフィ／超音波
9月25日（水） 長浦公民館 マンモグラフィ
9月27日（金） 長浦公民館 マンモグラフィ
9月28日（土） 長浦公民館 マンモグラフィ／超音波
10月1日（火） 長浦公民館 マンモグラフィ
10月15日（火）長浦公民館 マンモグラフィ
10月16日（水）根形公民館 マンモグラフィ／超音波
10月24日（木）保健センター 超音波
11月2日（土） 保健センター マンモグラフィ／超音波
※9月28日（土）、10月15日（火）・16日（水）・24日
（木）は保育があります。

『防災の日』に向けたメニュー

市民音楽フェスティバル出演者大募集！♪♪

昨年度の1位の作品
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保育ボランティア　ひよこの会
　子育て世代が安心して公民館事
業などに参加できるよう、保育活動
を行っているボランティアです。
　現在、会員は25名で、年40回程
度の保育を行っています。ボラン
ティア自身も子どもたちと触れ合い
ながら、楽しく活動しています。

　市では、大地震を想定した総合防災訓練を地域住民、自主防災組
織、自衛隊、防災関係機関などと協力して行います。
　災害時に被害を減らすためにはどうしたらよいか知識を
身に付け、もしもの時に備えましょう。当日は自由に見学が
できますので、お越しください。
問 	危機管理課	☎︎（62）2119　FAX（62）5916

日時　8月25日（日）午前10時～
※雨天決行。ただし、気象警報の発表またはそのおそれがある時は中止。
場所　蔵波小学校	グラウンド・体育館
訓�練の内容　シェイクアウト訓練、災害時要援護者安否確認、災害対策本部設
置・活動、情報収集、現地災害対策本部・救護所の設置、避難所応急危険度判
定、避難勧告・避難所開設、福祉避難所への移送、炊き出し、初期消火、人命救
出、延焼防止、道路復旧、応急復旧、応急資器材搬入設置・救援物資輸送、給水・
給食、災害に備えた実技	ほか
▶︎市備蓄品展示、防災情報掲示、防災資機材などの展示も行います。

防災行政無線でサイレンを鳴らします
　訓練当日の午前10時に、防災行政無線から市内一斉にサイレンが鳴ります。
実際の災害などと間違えないようご注意ください。

シェイクアウト訓練（いっせい行動訓練）を行います
　シェイクアウト訓練では、指定された日時に、それ
ぞれの場所で地震から身を守るための3つの安全行動
を約1分間行います。訓練開始の合図は、防災行政無線
と生活安全メールでお知らせします。
訓練参加には事前登録をお願いします
登�録方法　FAX、または市ホームページから登録してください。用紙は、市ホー
ムページからダウンロードできます。
地震から身を守るための3つの安全行動

　公民館などの講座に参加する方のお子さんを預かる、保育ボランティア
を養成するための学習会を行います。
日時　8月29日（木）午前9時30分～12時20分
場所　市民会館	2階研修室
対象　どなたでも（子育て経験や資格の有無は問いません）
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
講師　保育士、日本赤十字社指導員、保育ボランティアグループ	ひよこの会
持ち物　筆記用具　　申込方法　電話
申込期限　8月21日（水）
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。保育の対象は、2歳~就学前の
お子さんで、1人300円が必要です。

申 	生涯学習課	☎︎（62）3743

　共働きの家庭が増えている現代、子どもとの限られた時間の中で、母親が働
きながらでも子どもの心に寄り添い、生き生きと子育てができるよう背中を押
す講座です。
期日・内容（全4回）
・8月30日（金）、袖ケ浦市の保育の現状などについて
・9月6日（金）、ライフマネープランや社会保障について
・�9月13日（金）、エニアグラムに基づく子どもと母親の性格の違いについて理解
する
・�9月20日（金）、子どもの小さなSOSに気づく	コミュニケーションやモチベーショ
ンアップの方法について
時間　午前10時～11時30分　　場所　根形公民館
対�象　これから働くことを考えている、または働いている3歳～5歳の子ども
を持つ母親　※2回目以降は、母親であればどなたでも
定員　20名（申込多数の場合は抽選）　　参加費　無料
申�込方法　講座名（ワーキングママ支援講座）、住所、氏名、年齢、電話番号、保育
の有無、保育希望の場合はお子さんの名前、ふりがな、生年月日を記入して、
往復はがき、メールまたはFAXで申し込んでください。
※保育の対象は、2歳～就学前のお子さんで、1人300円が必要です。
申込期限　8月15日（木）
申 	〒299−0255	下新田1277　根形公民館	☎︎（62）6161　FAX（62）6162　
	sode63@city.sodegaura.chiba.jp

保育ボランティア養成講座

根形公民館　ワーキングママ支援講座

大地震を想定した
総合防災訓練を行います

袖ケ浦市総合防災訓練

　千葉県では、オリンピック4競技、パラリンピック4競技が開催されます。
その中から今回は、「テコンドー」について紹介します。
テコンドー

　テコンドーは韓国発祥の格闘技で、韓国では国技となっています。「足の
ボクシング」とも言われており、スピーディで見応えある足技が特徴です。
　キョルギ（組手）とプムセ（型）がありますが、オリンピックではキョルギ
（組手）のみが競技として採用されており、8メートルの八角形のマットで
1ラウンド2分間を3ラウンド行います。ノックアウトで決着する場合と、得
点・減点の集計で決まる場合があります。
　テコンドーには、手技も存在しますが、なんといっても華麗かつダイナ
ミックな蹴り技の応酬が魅力で、前蹴り、横蹴り、回し
蹴り、後ろ回し蹴りなど、多彩な蹴り技が繰り出されま
す。時には飛んだり宙を回ったり、アクロバティックな
動きは見る者を魅了します。
日程　令和2年7月25日(土)～28日(火)
場所　幕張メッセ
問 	企画課	☎︎（62）2327

ガウラが教える！
オリンピック・パラリンピック

　長浦小学校は、「本気」を合言葉にや
かたの子（やさしい子・かしこい子・たく
ましい子）の育成を目指しています。
　昨年度、長浦小学校のスクールキャ
ラクターである3匹のやかたリス「や
さりん」「かっちー」「たくまる」が誕生
しました。子どもたちは、「やさりん」
「かっちー」「たくまる」みたいにやさ
しく、かしこく、たくましくなろうと
頑張っています。
　先日のいじめゼロ集会「やさりん集
会」では、531名の児童全員が友だち
にやさしく、なかよく学校生活できる
「やさりん」になろうと誓い合いました。

　また、運動会では、児童全員が「たく
まる」のように最後まであきらめない
姿を見せてくれました。
　そして、来年度は千葉県理科教育研
究大会で、授業公開と実践発表を行う
予定です。「児童が本気で学習する姿
を実現する理科教育」を研究主題とし
て授業を進め、「なぜ？どうして？」の
疑問をもって進んで学習する「かっ
ちー」を目指します。
　これからも地域の方や保護者と協
力し、「やかたの子」の育成を目指して
いきたいと思います。
問 	学校教育課	☎︎（62）3727

「やさりん」「かっちー」「たくまる」
を目指して

　私たちの学校自慢
長浦小学校

自主防災組織とは
　自主防災組織は、自主的な防災活動を行う
ことを目的として、自治会などが中心となり、
地域住民で組織するものです。
　市では、自治会などに対し、自主防災組織づ
くりを勧めています。自主防災組織には、申請
により、市から防災資機材を貸与します。 日本シェイクアウト提唱会議

華麗な蹴り技の応
酬、緊迫した攻防の
連続に注目ガウ！

プロ野球イースタン・リーグ公式戦チケット発売中 千葉ロッテマリーンズ�VS�読売ジャイアンツ　　日時　8月31日（土）午後5時～
チケット販売場所　市営球場	☎︎（62）5350　　問 	社教連協事務局	☎︎（62）3139

やさりん かっちー たくまる



—   　—82019年（令和元年）8月1日広 報

　7月1日に、袖ケ浦・長浦・横田
駅の駅前で、社会を明るくする
運動を行いました。これは、犯罪
や非行のない安全・安心な地域
社会を築くための取組みの推進
と、犯罪や非行をした人たちの
立ち直りの支援を目的に啓発活
動を行うものです。
　当日は、保護司会、更生保護女
性会、袖ヶ浦高校ボランティア同好会など45名が参加しました。
問 	地域福祉課	☎︎（62）3157

　7月7日～9日に平岡公民
館で通学合宿を行いました。
　平岡地区住民会議名幸ヶ
丘の会の主催で行い、当日は
平岡小学校5・6年生が公民
館に宿泊し、自分たちで食事
作りや学習などを行いなが
ら学校へ通いました。
問 	平岡公民館
	 ☎︎（75）6677

　7月4日～6日に昭和小学校の5年生が、南房総市へ行きました。
南房総の自然を満喫し、仲間と過ごすことの楽しさ、大切さを学ぶことができました。
問 	学校教育課	☎︎（62）3727

　7月13日に開催し、13組38名が参加しました。
　当日は、細野農園でブルーベリー狩り、ひらおかの里
で園内散策や流しそうめん、ドイツ村でものづくりなど
の体験を行いました。
問 	秘書広報課	☎︎（53）7522

自然体験学習（昭和小学校）
2泊3日で非日常を体験！

通学合宿（平岡公民館） 社会を明るくする運動
仲間との忘れられない思い出 市内の駅前で啓発活動！

市内施設見学バスツアー
市内の魅力を体感

三
み か み

上 葵
あ お と

斗くん
（1歳）

竹
た け う ち

内 結
ゆ あ

愛ちゃん
（8か月）

“我が家のやんちゃ娘♥”

“食べるの大好き”

qかずさ水道広域連合企業団
　水道工事当番店（緊急）
　 緊急以外の修繕工事は指定工事店へ

月日 工事店・電話（9：00〜17：30）
8月1日〜3日 北袖商事 （63）3271
8月4日〜6日 鈴木住宅設備 （62）0020

8月7日 協同建設 （75）7077
8月8日 飯島設備 （63）0748
8月9日 橋立管工 （62）5255
8月10日 シバサキ建設 （63）0911
8月11日 長浦設備 （62）2754
8月12日 田辺設備 （75）5001
8月13日 大久保 （62）5111
8月14日 産洋設備 （25）5434
8月15日 北袖商事 （63）3271

q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

4日 田中医院
〔神納2-10-7〕

内科
小児科

呼吸器内科
（62）4800

4日 さくま耳鼻咽喉科医院
〔神納617-1〕

午前9時〜正午
耳鼻咽喉科 （60）2787

11日 田部整形外科
〔蔵波台5-19-7〕 整形外科 （62）4155

12日 石井内科小児科医院
〔蔵波台4-13-8〕

内科
小児科 （62）7360

※ 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。

緊急連絡先などのご案内

編集室から
（S.Y）

　

水道事故の緊急時連絡先
かずさ水道広域連合企業団 ☎（23）0743

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

　「広報そでがうら」は、新聞折込みや市
の公共施設、市内一部のスーパー・コンビ
ニエンスストアなどで配布しています。
　また、市ホームページへの掲載やス
マートフォンの無料アプリなどでも配信し
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も行っています
ので、希望する方はご連絡ください。
問 	秘書広報課	☎︎（62）2465

「広報そでがうら」は
毎月1日と15日に発行しています

　女性の立場から、犯罪や非行を未
然に防止するための啓発活動を行
います。
　また、過ちを犯した人たちの更生に
協力することで、犯罪や非行のない明
るい社会の実現を目指しています。

　法務大臣から委嘱を受け、保護観
察官と協力して活動しています。
　過ちを犯した人たちの立ち直り
の支援、犯罪や非行の防止に関する
助言や指導、啓発活動などを行って
います。

保護司会 更生保護女性会

広報担当、出没注意！　そでがうらの魅力を写真
で伝える「ガウラフォトクラブ」のみなさんに負け
ないように、広報担当も神出鬼没でがんばります！
ガウラフォトクラブのみなさんの写真は、市ホーム
ページやインスタグラムで紹介しています。


