
主な内容
2面：�自主防災組織を結成しましょう
3面：下水道に接続しましょう

5〜7面：�お知らせ＆イベントコーナー
8面：大腸がん検診と肺がん・結核検診を行います

10面：フォトレポート／緊急連絡先などのご案内

・人口：63,929（＋98）・男：32,301（＋54）・女：31,628（＋44） ・世帯：27,285（+45） 
・転入：265〈男138/女127〉・転出：157〈男80/女77〉・出生：35〈男18/女17〉・死亡：45〈男22/女23〉

人口の動き
8月1日現在（　）内は前月比

袖ケ浦市ホームページ　https://www.city.sodegaura.lg.jp/ 袖ケ浦市ホームページ
QRコード
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FAX 0438-62-3034
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• 関東大震災（大正12年9月1日発生）
　死者の約8割は、地震後の「火災」と「火災旋風」
によるものでした。
地震規模　マグニチュード7.9
• 阪神・淡路大震災（平成7年1月17日発生）
　死者の約8割は、「建物の倒壊」や「家具の転倒」
による圧死や窒息死でした。
地震規模　マグニチュード7.3
• 東日本大震災（平成23年3月11日発生）
　死者・行方不明者の多くは、「津波」によるもの
でした。
地震規模　マグニチュード9.0
• 熊本地震（平成28年4月14日・16日発生）
　マグニチュード6.5の地震の後にさらに大きな地震
が発生した、観測史上初の大地震となりました。
地�震規模　マグニチュード6.5（14日）、マグニチュー
ド7.3（16日）

　L字金具やポール式の
器具で家具を固定し、万
が一倒れても家具の下敷
きになったり、出入口を
ふさがないように向きや
配置を工夫しましょう。
　また、ガラスには飛散
防止フィルムを貼りましょ
う。

　大規模災害時には、公共交通機関がマヒし、帰宅
が困難になる恐れがあります。
　多くの人が一斉に帰宅を始めると、救助・救急活動
の妨げとなるほか、余震などで二次災害に遭う可能
性もあるため、交通情報、被害情報、家族の安否を確
認し、落ち着いてから移動しましょう。

　コンビニエンスストア
など、協定を結んでいる
一部の店舗では、水道水
やトイレの提供などを可
能な範囲で受けることが
できます。

携帯電話災害用伝言板サービス
　携帯電話などから、安否情報を文字で登録・確
認できます。
災害用伝言ダイヤル「171」
　安否情報を音声で登録・確認できます。

　市が発令する避難勧告などの情報は、防災行政
無線やテレビのデータ放送、インターネットなどで
確認できます。

　1人最低3日分の飲食料などを備蓄しましょう。
また、保存食のほか、日常で使用できる食材を少し
多めに買い置きし、消費しながら買い足すことで、
無駄なく備えることができます。
※�大規模災害時には、1週間分の備蓄が望ましいと
されています。

備�蓄品の例　飲料水（1人1日
3リットル）、食料品（アル
ファ米など）、トイレット
ペーパー、マッチ、ろうそ
く、カセットコンロ、ガスボ
ンベ

　自宅が被災した時に、持ち出せるようにしましょ
う。
用�意するものの例　飲料水、食料品、貴重品、救急
用品、防災頭巾、マスク、軍手、懐中電灯、携帯ラ
ジオ、電池、衣類、日用品、携帯トイレ

※�小さいお子さんがいる家庭は、ミルクや紙おむつ
など

・�屋内では、座布団や防災頭巾、ヘルメットなどで
頭を保護し、棚や照明器具などの下から離れ、安
全な場所にとどまりましょう。
　➡慌てて出口や階段などに殺到すると危険です
・�屋外では、ブロック塀や看板、ガラスの破片が落
ちてきそうな場所から離れましょう。

大規模地震による被害
時間・場所・気象状況などで異なります

災害発生時の心得
むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を

家の中の安全対策

非常用持ち出しバッグ

徒歩帰宅支援の取組み

災害時における家族などの安否確認方法

避難情報をテレビなどで見ることができます

いざというときの身の守り方

ライフラインの停止に備える

このステッカーが目印です
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9月1日は防災の日
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根形公民館での防災体験
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　市では、市内在住の障がい者、または高年齢者を常用労働者として雇用した
事業主に対し、雇用促進奨励金を交付しています。詳細は、お問い合わせくださ
い。
交付対象　次のいずれかに該当する市内の事業主
・�市内に1年以上住所を有する障がい者や65歳以上の高年齢者を、職業安定所
などからの紹介により、相当期間常用労働者として雇用している
・�労働規約などにより、退職年齢を65歳以上と定めている市内事業所で、定年
退職した後、引き続き常用労働者として再雇用している

奨励金額　一人につき月20,000円　　交付期間　雇用した翌月から12カ月
対象期間　平成31年4月～令和元年9月分
申�請方法　所定の書類などに必要事項を記入し、商工観光課に提出してください。
申請期間　9月20日（金）～30日（月）
申 �商工観光課�☎（62）3428

　令和2・3年度に、市が発注する建設工事の請負、業務委託、物品購入などの入
札に参加を希望する方は、市の入札参加資格審査を受け、入札参加資格者名簿に
登載されることが必要になりますので、申請してください。
　なお、社会保険などへの未加入者は、参加できません。
申�請方法　ちば電子調達システム「入札参加資格申請システム」より電子申請を行
い、必要書類を千葉県電子自治体共同運営協議会へ送付してください。詳細は、
千葉県電子自治体共同運営協議会、または市ホームページをご確認ください。

申請期間　9月17日（火）～11月15日（金）午後5時
資格有効期間　令和2年4月1日～令和4年3月31日
問 �▶千葉県電子自治体共同運営協議会�☎043（441）5551
� ▶袖ケ浦市�管財契約課�☎（62）2219

令和2・3年度建設工事等入札参加資格審査の申請を受け付けます
　9月1日から、ゆりまち袖ケ浦
駅前モール内に、小規模保育事業
スクルドエンジェル保育園袖ケ
浦園Ⅰ・Ⅱの2園が開園しました。
開園日　月曜日～土曜日
開園時間　午前7時～午後7時
場�所　ゆりまち袖ケ浦駅前モー
ル�2階　

対象　生後57日目～3歳未満
定員　各19名　合計38名
保育内容　通常保育、延長保育
▶�9月入所の申込みは締め切りました。詳細は、お問い合わせください。
問 �▶保育課�☎（62）3276
� ▶スクルドエンジェル保育園�袖ケ浦園�☎（42）1553

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
スクルドエンジェル保育園袖ケ浦園Ⅰ・Ⅱの2園が開園

雇用促進奨励金の申請を受け付けます

地震に備え、住宅の状態を確認しましょう
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
　無料耐震相談会では、自宅の図面をもとに、耐震診断士が行う簡易な耐震
診断や、耐震の知識と補強方法の説明を行っています。
　また、市では無料耐震相談会のほか、耐震診断と耐震改修工事費用の補助
も行っていますので、相談のうえ補助制度などをご活用ください。
無料耐震相談会（要申込）

期日　9月8日（日）
時間　1件あたり60分程度
場所　市役所�7階会議室
※�都合がつかない場合、個別相談も対応しますので、
ご連絡ください。

対�象　平成12年以前に建てられた木造在来軸組工法の戸建て住宅に居住
し、その住宅を所有している方、または同居している方

申込方法　電話
申込期限　9月6日（金）
木造住宅耐震精密診断
　無料耐震相談会で住宅の耐震性が低いと診断された場合は、耐震精密診断
を受けることができます。耐震精密診断では、市から認定された診断士が現
地を調査し、より詳しい耐震診断と耐震補強のアドバイスを行います。
自己負担額　5,000円
耐震改修工事の費用補助
　耐震精密診断で倒壊の危険性があると判定された住宅で、市登録業者による
適切な耐震設計や耐震工事が行われたものについて、費用の補助を行います。
リフォーム工事の費用補助
　耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事に要した費用を補助します。
　なお、工事業者は耐震改修業者と同一業者に限ります。
▶�補助額などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
申 �都市整備課�☎（62）3645

主�な業務　生涯スポーツに関する提案および企画運営を行い、会議に出席し
て建設的な意見を述べる。また、各種大会、研修会などへ参加する。

募集人数　1名　　任期　11月10日～令和3年11月9日（2年間）
応�募資格　平岡地区に在住する20歳以上で、年5回の定例会議や各種大会・
研修会などに30回程度出席できる方

応�募方法　郵便番号・住所・氏名・生年月日・性別・電話番号・職業・「スポーツ
推進委員として取り組みたいこと」をテーマにした作文（800字以内）を、
封書またはメールで応募してください（書式の指定なし）。
※後日、面接試験を行います。
応募期限　9月30日（月）消印有効
申 �〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所�体育振興課�☎（62）3791
�sode31＠city.sodegaura.chiba.jp

スポーツ推進委員募集

　この制度は、災害時に、自力または家族の支援だけでは避難できない方（要援
護者）が自身の情報を事前に市に登録し、その支援情報を地域の関係者（民生委
員、自主防災組織、自治会など）に提供することで、災害時の安否確認や避難支
援などに役立てるものです。
対象　市内在住で次のいずれかに該当する方
・65歳以上の高齢者のみの世帯の方　　・介護保険の要介護認定者
・身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度以上、精神障害者保健福祉手帳1級の方
登�録方法　危機管理課、地域福祉課、または障がい者支援課の窓口で申し込ん
でください。登録のための届出書は、申込先と長浦・平川行政センター、社会
福祉協議会、各公民館で配布しています。

申 �危機管理課�☎（62）2119

災害時要援護者の登録受付を行っています

　大災害が発生したとき、交通網の寸断や同
時多発火災などにより、防災機関が対応でき
ない可能性があります。そんな時に力を発揮
するのが自主防災組織です。自主防災組織
は、自主的な防災活動を行うため、自治会な
どが中心となって、地域住民が組織するもの
で、平時には防災の啓発活動や避難訓練、災
害時には避難誘導や避難所の運営などを行
います。
　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、市から防災資機材を貸与しますのでお問い合わせください。
　いざというときに地域で助け合うために、日ごろから地域の自治会活動など
に参加し、地域のことや地域の人たちのことを知っておきましょう。
問 �危機管理課�☎（62）2119　

自主防災組織を結成しましょう

~緊急地震速報が出されたら、身の安全を最優先に考えた行動を！~
ワンポイントアドバイス防災

　緊急地震速報は、地震の発生直後に震源の近くで地震波をキャッチし、
強い揺れが始まる直前に知らせるもので、最大震度5弱以上が推定される
場合に、テレビやラジオなどを通じてお知らせします。
　緊急地震速報が出されてから強い揺れが来るまでの時間は、数秒から数
十秒しかありません。その短い間に、自分の身を守ることを最優先に行動
しましょう。
　なお、震源に近い地域では、緊急地震速報が間に合わないことがあります。
問 �危機管理課�☎（62）2119

住民票の写しと
印鑑証明書の時間外交付

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。
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　　�問 �市民課�☎（62）2970

　大規模災害が発生
した場合、地域住民を
守る大きな力となるの
が消防団です。消防団
は、地域に住む方々に
より組織され、消防団
員一人一人が生業を
持ちながら、「自らの地
域は自らが守る」とい
う精神に基づき、地域
の安全・安心の為に
日々活動しています。

　いつ来てもおかしくない災害に備え、家族を守る、地域を守る消防団は、今、あ
なたの力を必要としています。
問 �消防本部�総務課�☎（62）0119

消防団員（男・女）を募集しています

自らの地域は
自らが守る
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消費税改定に伴い水道料金などを変更します
水道料金、加入負担金、水道開閉栓手数料、下水道使用料、農業集落排水使用料
　10月1日から、消費税率8％から10％の税込価格に変わります。
料金の例
・水道料金　� ※下記の水道料金は、袖ケ浦市区域の料金です。

変更前 変更後
基本料金（水道メーターの口径20㎜） 1,944円 1,980円　　
水量料金（20㎥まで１㎥につき） 139円32銭 141円90銭
・下水道使用料、農業集落排水使用料

変更前 変更後
基本料金（20㎥まで） 2,118円96銭 2,158円20銭　　
▶使用期間により税率の適用が異なります。
・10月1日前から水道などを使用している方
　…12月以降の検針分から消費税率10％を適用
・10月1日以後に水道などの使用を開始する方
　…10月以降の検針分から消費税率10％を適用
・開栓・閉栓の手数料
　10月1日以後に行われた開栓または閉栓は、消費税率10％が適用されます。

変更前 変更後
540円 550円

・加入負担金
　�給水装置工事にかかる加入負担金は、10月1日以後に承認となるものから、
消費税率10％が適用されます。

問 �▶水道料金、加入負担金、水道開閉栓手数料について
� 　かずさ水道広域連合企業団�☎（38）3276
� ▶下水道使用料、農業集落排水使用料について
� 　袖ケ浦市下水対策課��☎（62）3651

対象者　次のすべてに該当する方
・�自主返納時に、65歳以上の市内在
住の方
・�平成31年4月1日から令和3年3月
31日までに運転免許証を自主返納し、
運転経歴証明書（千葉県公安委員会
発行）、ノーカー・サポート優待証（日東
交通発行・65歳以上の方対象）または
ノーカー優待証（小湊鐵道発行・69歳
以上の方対象）の交付を受けた方

・�市町村税や国民健康保険料の滞
納をしていない方

助成額
・�運転経歴証明書交付手数料
� � 1,100円
・�ノーカー・サポート優待証交付手数料
� � 520円
・ノーカー優待証交付手数料� 520円
▶詳細は、お問い合わせください。
申 �市民活動支援課�☎（62）3106

　9月1日から、三井アウトレットパーク木更津～袖ケ浦
バスターミナル・木更津金田バスターミナル線は、土休日
のみの運行となります。ご利用の際はご注意ください。
問 �▶小湊鐡道�木更津営業所�☎（37）7299
� ▶企画課�☎（62）2327

路線バスの
ダイヤ改正
について

運転免許証を自主返納した高齢者を支援しています

　君津管内（袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市）では、君津市産の令和元年度
産米を対象に、千葉県が放射性物質検査を行い、安全性が確認されました。
　詳細は、順次、千葉県ホームページに掲載されます。
問 �農林振興課�☎（62）3426

新米の放射性物質検査で
君津管内のお米の安全性が確認されました

　国土交通省では、毎年9月1日から10日を屋外広告物適正化旬間と定め、屋外
広告物の適正化を推進しています。市でも、この期間に合わせて是正指導や除
去活動を行います。
　屋外広告物の設置は、法律や条例で定められた基準により、原則として許可
が必要です。また、設置者には、景観を害したり通行者に危険が及ばないよう、
補修や管理が義務付けられています。
　屋外広告物の設置後も、日頃から目視などによる点検を行い、安全性を確認
するようお願いします。また、屋外広告物には許可期限が決まっていますので、
引き続き設置を行う場合は、都市整備課に申請してください。
問 �都市整備課�☎（62）3514

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間です！

　農業集落排水は、農村地域の下水道です。農村地域に適した排水処理を行
うことで、農業用排水の水質保全、農村地域の住環境保全、河川や海などの水
質保全を図ることを目的としています。
　対象地域にお住まいで、未接続の方は、接続にご協力をお願いします。
供用地区　
・袖ケ浦東部地区（高谷、三箇、百目木、横田の一部の地域）
・松川地区（三黒、谷中、永地、横田の一部の地域）
・平岡地区（野里、永地、上泉、下泉、永吉の一部の地域）
問 �下水対策課�☎（62）3651

農業集落排水に接続しましょう

　道路は、歩行者や車の通行のほか、電気・水道・ガスなどの施設を収容す
る役割も担っています。また、災害時には、緊急避難路や消火救援活動にも
利用される大切な施設です。しかし、市内には道幅が狭く、安全な通行の妨
げとなっている道路もあります。
　市では、沿線の土地所有者の合意形成のもと、安全で安心して道路を利
用できるように、市街化区域内の道路の道路拡幅事業を推進しています。
▶�制度の詳細について知りたい方や制度を活用したい方は、お問い合わせ
ください。

問 �都市整備課�☎（62）3516

市街化区域内の道路拡幅事業を推進しています
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公共下水道を利用することで
まちが清潔になります
　家庭などから出る汚水を、下水道管に直接流すので、家
のまわりの道路側溝に汚れた水が溜まらず、異臭や害虫が
発生しなくなり、まちが清潔になります。
川や海がきれいになります
　汚水は、下水道管を通り、終末処理場できれいな水に処理
してから海へ放流するので、水環境の保全に役立っています。
トイレを水洗化できます
　汲

く

み取り便所から水洗トイレに改造すると、家の中で嫌
な臭いがしなくなり、快適な生活ができます。

公共下水道利用上の注意
・水洗トイレにはトイレットペーパー以外の紙は流さないよ
うにしましょう。
・油は流さず、資源回収に出すか、固めたりボロ布にし
みこませて捨てましょう。
・お風呂の排水口に髪の毛は流さず、目皿にたまった髪
の毛などは、歯ブラシなどで取り除いてください。
・公共下水道に雨水排水を接続しないでください。
市内の公共下水道の地区別接続状況　　平成31年4月1日現在

下水道が
利用できる区域 下水道接続済 下水道未接続 下水道

接続済
人口の
割合

世帯
（件）

人口
（人）

世帯
（件）

人口
（人）

世帯
（件）

人口
（人）

昭和地区 6,238 14,729 6,137 14,542 101 187 98.7%

長浦地区 10,243 23,067 9,901 22,430 342 637 97.2%

のぞみ野 1,374 3,401 1,374 3,401 0 0 100.0%

横田地区 675 1,781 468 1,239 207 542 69.6%

合計 18,530 42,978 17,880 41,612 650 1,366 96.8%

悪質業者にご注意を
　「排水設備の点検」などを口実に、業者が個人宅を訪問し、
高額な料金を請求するトラブルが市内で発生しています。
　「市役所の紹介で来た」「市職員です」などと語って、市の
指導や法律の義務があるかのような説明をするなど、手口
は様々です。
　市職員や市から業務を依頼された業者などは、市が発行
する身分証明書を携帯していますので、確認してくださ
い。
　また、市では、排水設備の点検や清掃などを行う業者を
勝手に派遣し、料金を請求することはありません。

下水道接続工事は市指定の業者で
　市では、下水道接続工事を行うのに十分な知識、技術、施
工能力を有する業者を指定しています。この指定排水設備
業者でなければ、接続工事ができません。
　工事や市への各種手続きの代行は、指定排水設備業者へ
直接依頼してください。

無利子貸付金制度があります
水洗便所改造資金無利子貸付金
　汲み取り便所や浄化槽排水から公共下水道に接続する
ための工事を行う場合、一定の条件を設けて無利子で貸付
を行っています。
　この貸付金制度は、一時的に高額となる負担を軽減する
ために設けています。
貸付額
・一般住宅　1槽につき最高60万円まで
・アパート・貸店舗など　1槽につき最高100万円まで
※償還は、借りた翌月から48カ月の月賦償還です。
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そでがうらプレミアム商品券
市民税非課税の方の申請を受け付けています

対象となる世帯の条件や、商品券を使用できる店舗などの詳細は、本紙8月1日号、または市ホーム
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
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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）プレミアム商品券の取扱店を募集しています

無償化の対象となるお子さん
・�幼稚園、保育所（園）、または認定こども園などを利用する3歳～5歳のお
子さん
※�幼稚園は、満3歳を迎えた日から対象となります。認可保育園・保育所、就
学前の障がい児の発達支援施設などは、3歳になった最初の4月から就学前
までの期間が対象となります。
・住民税非課税世帯の0歳～2歳のお子さん

無償化のための保育給付を受けるには認定が必要です
　無償化のための保育給付を受けるには、市から認定を受けている必要があり
ます。また、「保育の必要性」の認定が必要なサービスもあります。
▶�新制度未移行の幼稚園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、
病児保育、病後児保育、ファミリーサポートセンターのサービスを利用する
場合は、新たに認定申請が必要になりますので、忘れずに手続きを行ってく
ださい。

10月1日から幼児教育・保育の
無償化がはじまります

　10月1日から、幼稚園、保育所（園）、認定こども園などを利用するお子さんの
保育料が無償となります。「幼児教育・保育無償化」の内容について紹介します。
問 �▶保育所（園）、認定こども園、認可外保育施設などに関すること
� 　保育課�☎（62）3276
� ▶幼稚園に関すること　学校教育課�☎（62）3718
� ▶障がい児の発達支援に関すること　障がい者支援課�☎（62）3187

対象サービスと無償化の内容
対象となる施設 対象となるサービス 無償化の内容 問い合わせ先

幼稚園

幼稚園（新制度） 保育料を無償化

学校教育課
☎（62）3718

幼稚園（新制度未移行） 月額 25,700 円まで無償化

預かり保育
※�保育の必要性の認定が必要

月額 11,300 円まで無償化
（住民税非課税世帯の満 3歳のお子さ
んは月額 16,300 円まで）

認定こども園
認定こども園
※�保育園部分利用の方は、保育の必要
性の認定が必要

保育料を無償化

保育課
☎（62）3276

認可保育園・保育所
保育所、小規模保育、家庭的保育、事
業所内保育
※保育の必要性の認定が必要

保育料を無償化

認可外保育施設�など

認可外保育施設、一時預かり、病児保
育、病後児保育、ファミリーサポート
センター
※�保育の必要性の認定が必要

月額 37,000 円まで無償化
（住民税非課税世帯の 0歳～ 2歳のお
子さんは月額 42,000 円まで）

就学前の障がい児の
発達支援施設 児童発達支援、保育所等訪問支援�など

利用者負担を無償化
※�他の施設などを併用の場合、両方と
も無償

障がい者支援課
☎（62）3187

※その他、企業主導型保育も対象となります。

注意事項
・�食材費、行事費、通園送迎費など
は、原則実費負担となります。
・�無償化の対象とならないお子さん
は、現行制度と変更ありません。

「保育の必要性」とは
　保護者が就労している場合や、病
気、障がいがある場合、妊娠・出産、保
護者の同居親族の看護・介護などのた
め、保護者にかわって子どもを保育す
る必要性があると認定される事由の
こと。

保護者の皆様

保育料

これまで

副食費

主食費

市町村を経由

保育所 保護者の皆様

無償化

無償化後（令和元年10月以降）

主食費
保育所

副食費

副食分と主食分の給食費
をお支払いいただきます。

保育料の支払いは不要に
なります。

　有害鳥獣の生態と対策を知り、農業被害や生活
環境被害を未然に防ぎましょう。
日時　9月22日（日）午前9時30分～正午頃
場所　長浦おかのうえ図書館�3階大会議室　
定員　30名（申込先着順）
申込方法　住所・氏名・電話番号を、電話でお知ら
せください。
申込期限　9月17日（火）
申 �農林振興課�☎（62）3426

アライグマ、カラス、イノシシなどへの対策を学ぶ！

有害鳥獣対策のための講座

イノシシ並みの繁殖力�!?�捕獲をしないと
10年後には100倍に！？

・�アライグマは体重が重く（約4kg～10kg）、細長い5本
指で爪を使って家屋の柱などを登るため、ネコのひっ
かき傷のような爪痕が残ります。畑の足跡は、小さな
子どもの手形の様な形です。一方、ハクビシンは体重
が軽く（約2kg～3kg)、手足のひらで登るため、丸みを
帯びた足跡がよくつきます。
・�両方とも木登りが得意な動物で、本来は木の洞や樹上
で生活しますが、屋根裏や空家は雨風がしのげるた
め、かっこうの生活場所となります。人の生活圏に入り
込んで、糞

ふんにょう

尿や騒音などの生活被害を引き起こすほ
か、感染症を持ち込み、健康被害を起こします。
・�アライグマは毎年2頭～6頭の子どもを産み、イノシシ
並みの繁殖力があるので、繁殖定着した地区では早め
に捕獲しないと、被害が大きくなります。

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 アライグマ・
ハクビシン

　市では、労働力不足に悩む農家の労働力を補う
とともに、市民に就業の場を提供するため、農業
ヘルパー制度を設けています。
対象
・雇いたい方　市内在住の農業経営者
・�働きたい方　どなたでも（農作業経験は不問）
雇�用条件　受け入れ先の農家により異なります。
事前に、お互いの希望する雇用条件を確認する
ことができます。

利�用方法　農林振興課と農業センターに用意し
てある登録票を記入し、提出してください。ま
た、登録票は市ホームページからダウンロード
できます。

申 �▶農林振興課
� 　☎（62）3460
� ▶農業センター
� 　☎（60）5171

農業ヘルパー制度の
利用者を募集

　これまで3歳～5歳までのお子さんの
副食費は保育料の一部に含まれていま
したが、保育料が無償化になることに伴
い、副食費と主食費を保育所（園）へ支
払うことになります。
※�年収360万円未満相当世帯のお子さ
んや第3子以降のお子さんなどは、副
食費が免除されます。免除の手続き
は必要ありません。
　�なお、新制度未移行の幼稚園にも、副
食費を免除する制度がありますが、免
除を受けようとする場合には、申請が
必要です。

保育所などの給食費の取扱いが変わります
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緑のカーテン作りに取り組んでいる家庭、または事業所のご応募をお待ちしています。詳細は、市
ホームページをご覧ください。　　申込期限　9月13日（金）　問 �環境管理課�☎（62）3404緑のカーテンコンテスト参加者募集中

information

ナ ーーコ知お せら

　�お知らせ
ありがとうございます
災害への義援金 　
　平成30年度より市で受付をはじめ
た義援金の総額は、8月20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

1,084,372円
・�北海道胆

い ぶ り

振東部地震災害義援金
84,564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

緑の募金へのご協力
ありがとうございました 　
　今年度の緑の募金活動は、皆さんの
ご協力により、合計金額が612,850円
となりました。この募金は、千葉県緑化
推進委員会で行っている、緑化推進事
業や森林整備事業などに活用されま
す。
問 �環境管理課�☎（62）3404

z9月の移動交番開設予定 　
場所・日時
・�臨海スポーツセンター　2日（月）・
17日（火）午後1時～2時30分
・�市民会館　3日（火）・24日（火）午
後1時～2時30分
・�長浦公民館　4日（水）・13日（金）
午後1時～2時30分
・�袖ケ浦公園　9日（月）・24日（火）
午前10時～11時30分
・�平川公民館　10日（火）午後1時～
2時30分、20日（金）午前10時～
11時30分
▶�事件・事故の発生や天候などにより、
変更となる場合があります。詳細は、
お問い合わせください。

問 �木更津警察署�地域課
� ☎（22）0110

全国家計構造調査に
ご協力をお願いします 　
　全国家計構造調査は、5年ごとに行
われる調査で、家計における消費、所
得、資産、負債の実態を総合的に把握
することを目的に、10月から11月にか
けて家計の収支や資産を調査します。
　対象地域は、神納、福王台、今井、野
里、高谷、三箇、上泉の一部です。調査
員が伺いますので、ご協力をお願いし
ます。
問 �総務課�☎（62）1212

￥z市営墓地公園の開園時間を早めます　
期間　9月20日（金）～23日（祝）
時間　午前7時30分～午後5時
※�通常は午前8時30分～午後5時です。
問 �環境管理課�☎（62）3413

z危険物取扱者試験 　
試験日　11月24日（日）
場�所　清和大学・木更津総合高等学校
電�子受付期間
　9月10日（火）～27日（金）
書�面受付期間
　9月13日（金）～30日（月）
※�書面の受付は、消防試験研究セン
ター千葉県支部で行います。なお、
土・日曜日、祝日は除きます。
▶�乙種第四類受験者を対象とした講
習会も行います。試験申請書配布と
講習会受付のみ、袖ケ浦市消防本
部で行います。

問 �消防本部�予防課�☎（63）6191　

下水道排水設備工事責任技術者
の共通試験を行います 　

申�込書配布期間　9月2日（月）～10月
4日（金）　※土・日曜日、祝日を除く

申�込書配布場所　千葉県下水道協会
事務局（千葉市役所�下水道経営課内）

受�験資格　平成12年1月13日までに
生まれ、修学歴、下水道排水設備工
事の職歴により一定の経験年数など
を有する方

申�込書受付期間　9月2日（月）～10月
4日（金）消印有効

受験料　10,000円　
試験日　令和2年1月11日（土）
試�験場所　千葉市総合保健医療センター
▶�詳細は、千葉県下水道協会ホームペー
ジをご覧ください。

問 �千葉県下水道協会事務局
� ☎043（245）6112

z千葉県立農業大学校 推薦入試 　
募�集人数　・農学科：約40名
　　　　　・研究科：約10名
受験資格
・�農学科：高等学校を卒業した方、ま
たは令和2年3月卒業見込みで学校
長の推薦がある方
・�研究科：農業大学校などの農学科
などを卒業した方、または令和2年
3月卒業見込みで学校長の推薦が
ある方

願�書受付期間　9月27日（金）～10月
11日（金）

試験期日　10月29日（火）
試験場所　千葉県立農業大学校
問 �千葉県立農業大学校
� ☎0475（52）5121

　�相談
z全国一斉法務局休日相談所 　
日�時　10月6日（日）午前10時～午後
4時
※相談時間は一人30分程度
場所　千葉地方法務局�本局
内容　法務局の業務に関する相談
▶�同日に相続登記などの公開講座を
開催します。詳細は、お問い合わせく
ださい。

問 �千葉地方法務局�総務課
� ☎043（302）1311

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
※10月分は9月20日（金）から予約受付

9月5日（木） 市役所第2相談室

13時〜16時9月12日（木） 平川行政センター

9月19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

9月5日（木）
◎長浦行政センター

13時〜16時

平川行政センター

9月12日（木）
◎市役所第2相談室
長浦行政センター

9月19日（木）
◎平川行政センター
市役所第2相談室

9月26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
※9月20日（金）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
9月25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。

事業承継　出張相談会
　中小企業者を対象に、事業承継の出
張相談会を開催します。
　親族内外での承継、会社譲渡（M＆
A）など、内容ごとに専門のスタッフ
が相談に応じます。
日�時　9月26日（木）午前10時～午後
4時

場所　袖ケ浦市商工会館
申�込方法　申込書をFAXで送付して
ください。申込書は事業引継ぎ支援
センターホームページからダウン
ロードできます。
▶詳細は、お問い合わせください。
申 ��千葉県事業引継ぎ支援センター
� ☎043（445）8205
� FAX043（445）8206

　�審議会
スポーツ推進委員定例会議 　

日時　9月20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　9月6日（金）
申 ��体育振興課�☎（62）3791

子ども・子育て支援会議 　
日時　9月27日（金）午前10時～
場所　市役所�旧館3階大会議室
議�題
　次期計画の骨子案について�ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　9月26日（木）
▶�保育があります。希望する方は、9月
20日（金）までに申し込んでください。
保育代などで1人300円が必要です。

申 ��子育て支援課�☎（62）3286
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かずさDNA研究所
開所25周年記念事業 　

記念式典・記念講演会
日�時　10月26日（土）午後1時～4時
場所　かずさアカデミアホール
内容　講演「“21世紀のDNA研究”～
その歴史と今後の展開～」、「イネの品
種改良～来し方行く末～」
定�員　700名（申込多数の場合は抽選）
研究所一日公開
日�時　11月16日（土）午前10時～午
後3時

場所　かずさDNA研究所
内�容　研究所所内見学・ミニセミ
ナー・実験講座�など
共通事項

申�込方法　かずさDNA研究所ホーム
ページの予約フォーム、または往復
はがきで申し込んでください。

申込期限　9月27日（金）必着
▶�木更津駅東口から無料送迎バスを
運行します（要申込）。

申 ��〒292−0818　木更津市かずさ
鎌足2−6−7�かずさDNA研究所

� ☎（52）3930　FAX（52）3931

　��講座・セミナー
認知症予防のための「頭の元気度測定会」

期日・場所
①�9月5日（木）、市役所�地域包括支援
センター
②�9月9日（月）、ひらかわ健康福祉支
援室
③�9月27日（金）、ながうら健康福祉支
援室

時間　・午前9時30分～11時30分
　　　・午後1時～3時
内�容　タッチパネル操作で頭の元気
度測定、認知症予防のアドバイス

申込方法　電話
▶�出張測定会も行っています。5名以
上で申し込んでください。

申 �①地域包括支援センター
� 　☎（62）3225
� ②ひらかわ健康福祉支援室
� 　☎（75）3344
� ③ながうら健康福祉支援室
� 　☎（64）2100

家族介護教室
日�時　9月22日（日）午後2時～3時30分
場所　特別養護老人ホーム�サニーヒル
テーマ　介護施設ってどんなとこ？
施設見学会

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 �サニーヒル�☎（63）0058

ちょいボラ講座「ヨガ教室」
　講座後は、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（ちょいボラ）。
期日　9月12日、10月10日、11月7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
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）
申込方法　電話
申 ��生涯学習課�☎（62）3743

袖ケ浦学参加者募集
　今回は、旧進藤家住宅にも使われて
いる茅葺屋根の技術を、世界の茅葺屋
根と比較しながら学びます。
日�時　9月21日（土）午後1時30分～
3時

場所　郷土博物館�研修室
テーマ　日本の茅葺、世界の茅葺
　−その多様性と技術−
定員　40名（申込先着順）
参加費　100円（資料代）
申込方法　電話、窓口
申 �郷土博物館�☎（63）0811

根形公民館　地域再発見講座
　袖ケ浦市の土地の成り立ちについ
て、台地と平野の観点から学びます。
期日・内容
・�10月5日（土）、台地編
・�10月19日（土）、平野編
時間　午後1時30分～3時
場所　根形公民館
定員　40名（申込多数の場合は抽選）
持ち物　色鉛筆
申�込方法　住所・氏名・年齢・電話番号
を、電話または窓口でお知らせくだ
さい。

申込期限　9月13日（金）
申 �根形公民館�☎（62）6161

災害対策コーディネーター
養成講座 　

期日　11月2日・9日・16日
※�すべて土曜日で全3回、1回のみの
参加も可能。

時間　午前9時～午後4時30分
場所　長浦公民館�2階研修室
内�容　袖ケ浦市の地域防災計画につ
いて�ほか

定員　50名程度（申込先着順）
申�込方法　受講申込書を提出してく
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。

申込期限　10月25日（金）
申 �危機管理課�☎（62）2119

ファミサポ・いきいき体操
　健康づくりに役立つ簡単な体操を保
健師から学びます。
日�時　9月11日（水）午前10時30分
～正午

場所　保健センター�機能訓練室
対象　市内在住の方
定員　20名（申込先着順）
持�ち物　タオル、飲み物、動きやすい
服装

申込方法　電話
申込期限　9月10日（火）午後4時
▶�保育があります。希望する方は、9月
4日（水）午後4時までに申し込んで
ください。対象は2歳～就学前のお
子さんで、1人300円が必要です。

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

� ☎・FAX（64）3115シルバー人材センター
プロに学ぶお掃除教室 　

日�時　9月24日（火）午前9時30分～
正午

場�所　サニクリーン中央研究所
　（袖ケ浦市椎の森385−36）
対象　市内在住の方
定�員　20名（申込多数の場合は、60歳
以上の方を優先し抽選）

申�込方法　住所・氏名・電話番号を、電
話、FAX、またはメールでお知らせく
ださい。
※�抽選結果と当日の詳細は、後日通知
します。

申込期限　9月12日（木）
申 �シルバー人材センター
� ☎（63）6053　FAX（62）9938
� �sodegaura@sjc.ne.jp

失語症者向け意思疎通支援者
養成研修講座必修基礎コース 　

期�間　9月29日（日）～11月17日
（日）の間の全9回（40時間）
場�所　市川市急病診療・ふれあいセン
ター�ほか

定�員　20名（申込多数の場合は審査
のうえ決定）

申�込方法　千葉県言語聴覚士会ホー
ムページの申込フォーム

申込期限　9月14日（土）
申 ��千葉県言語聴覚士会
� ☎080（7187）2524

　�スポーツ
臨海スポーツセンター
キッズダンス教室幼児 　

期�日　毎月木曜日のうち3回
時間　午後3時30分～4時30分
場�所　臨海スポーツセンター�剣道場
対�象　年中、年長の幼稚園児・保育園児
定員　20名（申込先着順）
受講料　月3,000円
申込方法　電話、窓口
申 �臨海スポーツセンター�☎（63）2711

　�募集
長浦太極拳サークル　会員募集
　見学はいつでも可能です。
活動日　毎週土曜日
活動時間　午前10時～11時30分
活動場所　長浦公民館
問 �関�☎（62）9428

その他
貸衣装　9月の貸出日

期日　3日（火）・10日（火）・17日
（火）・20日（金）・27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

問 ��田中�☎（62）2032
� （貸出日の午前を除く）

袖ケ浦ふれあい30周年記念
地域福祉を考える集い 　

日�時　9月28日（土）午後1時30分
（1時開場）
場所　長浦おかのうえ図書館�視聴覚室
内�容　「高齢になっても自分らしく生き
るために」をテーマに、毎日の暮らし
の中のちょっとした手助けを行う、市
内の活動グループを紹介します。
▶手話通訳があります。
問 ��在宅福祉サービス袖ケ浦ふれあい
� ☎（64）0802

ポイ捨て防止啓発活動ボランティア
日�時　10月3日（木）午後3時30分～
5時頃　
※雨天の場合は9日（水）に延期
集合場所　長浦駅�北口　
持ち物　軍手　
※�ゴミ袋とゴミばさみは市で用意します。
申込期限　9月24日（火）
申 ��環境管理課�☎（62）3413

臨海スポーツセンター
10月13日はトレーニングルームとプールの利用を停止します

10月13日（日）は臨スポフェスタ開催のため、トレーニングルームとプールの利用を終日停止します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。　　問 �臨海スポーツセンター�☎（63）2711

▶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

37 男
40 男
40 男
58 男
64 男
43 女
39 女
38 女
36 女
35 女

大卒
高卒
高卒
大卒
高卒

専門卒
高卒

短大卒
高卒
大卒

会社員
会社員
会社員
パート
パート
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員

木更津
市原
市原
市原
千葉
千葉

袖ケ浦
木更津
市原
千葉

ドライブ
読書

スノボー
ゴルフ
旅行
読書
読書

音楽鑑賞
料理
旅行

170
163
164
187
163
160
163
154
166
160

60
63
50
105
58
51
82
50
－
53

再
初
初
再
再
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5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

年齢・性別 学歴 職業 勤務地 趣味 身長 体重 結婚歴
私の略歴

37 男
40 男
40 男
58 男
64 男
43 女
39 女
38 女
36 女
35 女

大卒
高卒
高卒
大卒
高卒

専門卒
高卒

短大卒
高卒
大卒

会社員
会社員
会社員
パート
パート
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員

木更津
市原
市原
市原
千葉
千葉

袖ケ浦
木更津
市原
千葉

ドライブ
読書

スノボー
ゴルフ
旅行
読書
読書

音楽鑑賞
料理
旅行

170
163
164
187
163
160
163
154
166
160

60
63
50
105
58
51
82
50
－
53

再
初
初
再
再
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5面の相談案内でご確認ください。

問

▶イベントコーナーは、7面から6面へ続いています。

　7月6日にオークラ千葉ホテルにて「七夕物語～ここから始まるふたりの
ストーリー～」を開催しました。当日は、3組のカップルが成立しました。

　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　　

申�込期限　9月9日（月）必着
▶�詳細は、本紙8月15日号を
ご覧ください。

申 ��商工観光課�☎（62）3428

「ガウラ婚

 in ファクトリー」

次回開催は！

問 �市民活動支援課�☎（62）3102

婚 活 イ ベ ン ト を 開 催 し ま し た
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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≫
9月2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）

10月7日（月）

≪午後≫
9月9日（月）

①13：30〜
　15：00
②13：30〜
　15：30

10月21日（月）

離乳食と歯の
相談会
〈要申込〉

平成31年
2月生まれ 9月6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

10月11日（金）
（平成31年3月生まれ）
申込期限　10月4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＞
『歴史を変えた100冊の本』
　スコット・クリスチャンソン
『測りすぎ』ジェリー・Ｚ・ミュラー
『ゴリラの森、言葉の海』
　山極寿一、小川洋子
『カリスマ失墜　ゴーン帝国の20年』
　日経ビジネス編集
『ゼロから分かる！図解歌舞伎入門』
　新居典子
『日日是日本語』今野真二
＜文学・小説・エッセイ＞
『井上靖�未発表初期短篇集』井上靖

『掌篇歳時記�春夏』
　瀬戸内寂聴ほか
『椿宿の辺りに』梨木香歩
『昭和よ、』山藤章二
＜児童書＞
『タケの大研究』内村悦三
『竜之介先生、走る！』片野ゆか
＜絵本＞
『さんびきのおさる』あべけんじ
『いないいないばあさん』
　佐々木マキ
『おーい、こちら灯台』
　ソフィー・ブラッコール

問 ��中央図書館�☎（63）4646

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。

ナ ーーコベイ トン

　�イベント
小・中学校科学工夫論文作品展
　アイディアあふれる作品や、長期間
にわたって研究に取り組んだ論文など
を、ぜひご覧ください。
期日　9月7日（土）・8日（日）
時間　午前9時30分～午後5時
※受付は4時30分まで
場所　市民会館�3階中ホール
問 ���総合教育センター�☎（62）2254

ゆりの里　新米まつり
日�時　9月7日（土）午前9時20分～
午後3時

場所　農畜産物直売所「ゆりの里」
内容　新米のすくいどり、餅まき、生
産者などによるPR販売、杵つき餅
販売、野菜の詰め放題�など

問 ���ゆりの里�☎（60）2550

長浦おかのうえ図書館 　
名画鑑賞会『楢山節考』
出演　田中絹代、高橋貞二�ほか
日�時　9月11日（水）午前10時～
11時40分

場所　3階視聴覚室
定員　120名　　その他　字幕なし
※�終了後、映画について語り合う「シ
ネマトーク」を開催します。

子ども映画会『どろんこハリー』
日�時　9月15日（日）午後2時～2時
30分

対�象　幼児～小学校低学年のお子さ
んと、その保護者

場所　3階視聴覚室
定員　120名　　その他　字幕なし
※�終了後、おはなしのへやで「おはな
し会」があります。

問 ���長浦おかのうえ図書館
� ☎(64)1046

平川図書館
名画鑑賞会『長崎ぶらぶら節』 　

出演　吉永小百合、渡哲也�ほか
日時　9月20日（金）午前10時～11時55分
場所　平川公民館�2階視聴覚室
定員　30名　　その他　字幕なし
問 �平川図書館�☎（75）7392

郷土博物館 十五夜コンサート
「上総國一之宮 玉前神社雅楽会に
よる雅楽と尺八・詩吟の夕べ」 　
　雅楽は1200年以上の歴史を持つ
日本古来の音楽で、現在でも宮内庁楽
部により伝統が受け継がれ、皇室行事
などで演奏されています。
　中秋の名月を見ながら、雅楽と尺八・
詩吟の調べで風雅な平安時代にタイム
スリップしてみませんか。
日�時　9月14日（土）午後6時30分～
7時30分　※荒天中止

場所　郷土博物館�正面広場
※雨天の場合は館内で行います。
出�演　上総國一之宮�玉前神社雅楽
会、尺八・詩吟演者

問 ���郷土博物館�☎（63）0811

中央図書館
名画鑑賞会『バック・トゥ・ザ・フュー
チャー�～日本語吹替版～』
出演　マイケル・Ｊ・フォックス�ほか
日時　9月19日（木）午前10時～正午
場所　2階視聴覚ホール
定員　80名　　その他　字幕なし
文芸講座
期日　10月5日・12日・19日・26日　
※すべて土曜日で、全4回
時間　午後1時30分～3時
※�10月26日は、講座終了後に講師と
の座談会を行います。

場所　2階視聴覚ホール
テ�ーマ　アガサ・クリスティーの世界
を楽しむ～“ミステリーの女王”ク
リスティーの様々な魅力を紹介～

対象　成人の方
定員　60名（申込先着順）
申込方法　電話
申 �中央図書館�☎（63）4646
　
なかよし動物フェスティバル2019

日�時　9月15日（日）午前10時～午後
3時

場所　イオンモール成田
内�容　犬とのふれあい、動
物相談、獣医師体験、
チーバくんと写真撮影�
ほか

問 ��千葉県動物愛護センター
� ☎0476（93）5711

「ケアニン ～あなたでよかった～」
上映会 　

日�時　9月20日（金）午後3時30分～
5時（3時開場）

場所　市民会館�3階中ホール
問 ��袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議
会事務局�☎（75）4585

カントリー・ダンス袖ケ浦
親睦パーティー 　

日�時　9月21日（土）午前10時～午後
6時

場所　長浦公民館�1階多目的ホール
持ち物　室内シューズ
問 ��中野�☎080（1010）4418

根形公民館　書道見学ツアー
日�時　9月28日（土）午前9時～午後
0時30分

場所　千葉県立美術館
集�合場所　根形公民館
※会場までバスで移動します。
定員　40名（申込多数の場合は抽選）
参加費　200円（保険料�ほか）
申�込方法　住所・氏名・年齢・電話番号
を、電話または窓口でお知らせくだ
さい。

申込期限　9月13日（金）
申 �根形公民館�☎（62）6161

9月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
　2日（月）・9日（月）・27日（金）・30日（月）

図書館イメージキャラクター
「トショロ」

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）　
「富嶽の会」富士山写真展

期間　9月14日（土）午後2時30分～10月3日（木）午後1時30分
問 �長浦おかのうえ図書館�☎（64）1046

長浦マンドリンアンサンブル
マンドリンコンサート 　

日�時　9月23日（祝）午後2時
　（1時30分開場）�����
場所　市民会館�大ホール
曲�目　「過去への礼賛」、「古代舞曲と
アリア」�ほか

問 ��日笠�☎（62）6552

「ままんべぃび」赤ちゃんと
お母さんのためのコンサート 　

日�時　9月24日（火）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�加費　1組800円（大人一名の追加
は500円）

定員　20組（申込先着順）
申込方法　電話、FAX、メール
申 �子どもるーぷ袖ケ浦
� �☎・FAX（63）2850
� （月・水・金の10：00～15：00）
�info@kodomoloop.com

嬉泉 ふれあい祭りバザー
日�時　9月29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　参加型演奏会、販売コーナー、
軽食・のびろパン・手作り菓子の販
売、ゲームコーナー�ほか

問 �嬉泉福祉交流センター袖ケ浦
� ☎（62）9121

場所　郷土博物館�研修室�ほか　　対象　中学生以上で4回以上出席できる方
定員　20名（申込多数の場合は抽選）　　参加費　資料、材料代
申込方法　電話、窓口　　申込期限　9月29日（日）
申 �郷土博物館�☎（63）0811

日程
日時 テーマ

第1回 10月19日(土)
午後1時30分～3時30分 縄文時代はどんな時代

第2回 11月9日(土)　
午後1時30分～3時30分 山野貝塚と袖ケ浦の縄文時代

第3回
1月18日(土)
※雨天時は1月19日(日)に延期
午前10時～午後3時

市内の縄文遺跡を歩く（野外調査）

第4回 2月中～下旬　（詳細未定） 山野貝塚講演会へ参加

第5回 3月7日(土)
午後1時30分～3時30分 縄文土器の拓本をとってみよう

～縄文時代を知ろう！～
初歩から始める大人のための縄文講座
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大腸がん検診
対象　昭和55年3月31日までに生まれた方
検診内容　便潜

せ ん け つ

血検査
※�検査容器は、各がん検診会場のほか、健
康推進課、ひらかわ・ながうら健康福祉
支援室で、11月29日（金）まで配布して
います。

自己負担金　100円

肺がん・結核検診
　過去2年以内に受診した方と、すでに申し
込んだ方には、8月中旬に案内を送付しまし
た。新たに受診を希望する方は、健康推進課
窓口、または電話で申し込んでください。
対�象　昭和55年3月31日までに生まれた方
検診内容　胸部Ｘ線検査　
自己負担金　無料
喀
かくたん

痰検査
　市の胸部X線検査を受けた方のうち、50歳
以上の喫煙者で、喫煙指数（1日の本数×喫
煙年数）が600以上の方は、X線検査と併せ
て喀痰検査を受診できます。希望する方
は、検診会場で申し込んでください。
自�己負担金　400円
　（喀痰検査の提出日に集金）
問 �健康推進課�☎（62）3162

大腸がん検診と肺がん・結核検診を行います

大腸がん検診日程（提出日）
期日 場所 時間

9月13日（金） 保健センター 午前9時~11時
9月21日（土） 保健センター 午前9時~11時
9月26日（木） 平岡公民館 午前9時~11時
9月30日（月） 長浦公民館 午前9時~11時
10月4日（金） 富岡分館 午前9時~11時
10月6日（日） 保健センター 午前9時~11時
10月12日（土）長浦公民館 午前9時~11時
10月18日（金）根形公民館 午前9時~11時

10月23日（水）平川公民館 午前9時~11時
午後1時~2時30分

10月31日（木）長浦公民館 午前9時~11時

11月13日（水）長浦公民館 午前9時~11時
午後1時~2時30分

11月14日（木）保健センター 午前9時~11時
午後1時~2時30分

12月1日（日） 平川公民館 午前9時~11時

肺がん・結核検診日程
期日 場所 時間 対象地区 検診車台数

9月2日（月） 平岡公民館 午前9時~11時
午後1時~3時 平岡地区 2

9月5日（木） 平川公民館 午前9時~11時 鹿島・百目木・成蔵・野添 2

9月6日（金） 根形公民館 午前9時~11時 三黒・谷中・岩井
大曽根・勝・のぞみ野 1

9月8日（日） 保健センター 午前9時~11時 全地区 2

9月10日（火） 保健センター 午前9時~11時午後1時~3時
蔵波第1分区
富士見台・牧場団地
坂戸市場・神納東区

2

9月12日（木） 富岡分館 午前9時~11時 富岡地区 1
9月14日（土） 長浦公民館 午前9時~11時 全地区 2

9月20日（金） 長浦公民館
午前9時~11時
午後1時~3時

久保田地区・浜宿
浜宿団地 2

午後5時~7時 全地区 1

9月24日（火） 長浦公民館 午前9時~11時
午後1時~3時 蔵波台1~7丁目・橘 2

10月3日（木） 平川公民館
午前9時~11時
午後1時~3時

上宿・中川団地・中下
山中・大鳥居・小路
高谷・三箇・野里

2

午後5時~7時 全地区 1

10月5日（土） 長浦公民館 午前9時~11時 長浦駅前1、6~8丁目
上蔵波・外野・子者清水 2

10月10日（木）根形公民館 午前9時~11時 飯富・三ツ作・下新田
野田 1

10月11日（金）保健センター
午前9時~11時
午後1時~3時

福王台・高須・奈良輪・
神納1区・今井 2

午後5時~7時 全地区 1

10月13日（日）長浦公民館 午前9時~11時 長浦駅前2~5丁目
代宿・笠上 1

10月17日（木）長浦公民館 午前9時~11時 蔵波第2、3分区
ラミアール 1

10月20日（日）保健センター 午前9時~11時 全地区 1
10月30日（水）保健センター 午前9時~11時 全地区 2
※�10月13日・20日は特定集団検診と同時に行うため、混雑が予想されます。肺がん・
結核検診単独の受診も可能です。
　特定集団検診についての問い合わせは、保険年金課�☎（62）3031

ガウラ健康マイレージ
対象事業

　口腔がんは、直接目で見て発見できる場合が多く、初期のうちに適切な治療
を行えば、十分に治癒が見込めます。ぜひこの機会に検診を受けましょう。
日時　11月7日（木）午前9時～正午　　場所　保健センター
検診内容　歯科医師による問診・診察
対象　市内在住の20歳以上の方
定�員　220名（昨年度に未受診の方を優先
し、申込先着順）　

費用　無料
申�込方法　希望する時間帯・住所・氏名・生
年月日・日中に連絡がとれる電話番号を、
はがき、封書、または健康推進課の窓口で
お知らせください。電話での申込みはで
きません。
▶�希望する時間帯は、次の①～④の中から、
第2希望まで選択してください。
　①希望なし　②9時台　③10時台　④11時台　
※�受診者数に限りがあるため、希望に添えない場合があります。なお、特に希望
の時間がない方は、市で受付時間を決定します。

申込期限　9月20日（金）必着（定員に達し次第、受付終了）
※受診の可否と受付時間は、10月上旬に個人通知します。
申 �〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所�健康推進課�☎（62）3162

救急車と消防車は一緒に出動することがあります
　「救急車を呼んだら、火災でもないの
に消防車も一緒に出動していることが
あるのはなぜですか」とよく質問を受け
ますが、理由をご存じですか？
　救急車と消防車が一緒に出動する
ことを、救急支援活動（PA連携）とい
います。これは、救急現場で消防車
（Pumper）と救急車（Ambulance）が
連携して行う活動です。
　救急支援活動は、救急出動の中で
も、現場から傷病者を搬出することが
困難と予想される時や、心肺停止など
の重症が予想され、一刻も早い救命処
置が必要と判断される時に、人員補強
を目的として行います。
　また、交通量の多い道路での事故

や、オイルやガソリン漏れを伴う交通
事故の場合も、傷病者や活動している
隊員が危険にさらされないよう、警察
官が到着するまで、交通整理やオイ
ル・ガソリンの処理などの二次災害防
止活動のために出動します。
　また、市の救急車が全隊出動してい
る場合は、隣接する市から救急車が応
援出動に来ることがあります。その場
合、一番近くにいる消防車が先に救急
現場に到着し、積載している救急資器
材を使用して処置を行います。
　このように、消防署では日々連携し
た救命救助活動を行っています。
問 �中央消防署�☎（64）0165

申込方法　電話
申 �市総合運動場�☎（62）5350

Jr.テニス教室
期�日　9月6日～10月11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3～6年生
定員　若干名（申込先着順）
参加費　6,000円

ウォーキング教室
期�日　9月17日～10月22日の火曜日
（全6回）
時間　午前10時～11時30分
場所　総合運動場�など
定員　15名（申込先着順）
参加費　3,000円

カラダ元気教室
期�日　9月18日～10月30日の水曜日
（全6回）　※9月25日は休み
時間　午前10時～10時45分
場所　総合運動場�など
定員　10名（申込先着順）
参加費　4,000円

ストレッチ＆ケア
期�日　9月20日～11月8日の金曜日
（全6回）
※9月27日、10月11日は休み
時間　午前9時～9時45分
場所　総合運動場�など
定員　10名（申込先着順）
参加費　4,000円

スポーツ教室生募集！総 合 運 動 場

　市では、若年期健康診査と国民健康保険の特定健康診査の結果をもとに、
保健師や栄養士が訪問し、生活改善に向けた保健・栄養指導を行っています。
　なお、国民健康保険の特定健康診査の結果は、受診した医療機関で返却
されます。まだ手元にない方は、受け取りに行きましょう。
問 �健康推進課�☎（62）3162

保健師と栄養士が家庭を訪問します

身に覚えのない商品が届いたら？
―「代引き」による金銭被害や海外からの小包にご注意ください－

【事例1】
　インターネット通販会社から、自分宛
てに代引きで荷物が届いた。不在だっ
たので、代わりに家族が代金を支払い、
荷物を受け取った。送り主が自分の名
前になっていたため不審に思ったが、開
封して中身を確認すると、注文した覚え
のないライターだった。支払った代金を
返金してほしい。
【事例2】
　送り主不明の海外からの小包が自宅
のポストに投函されていた。開封すると
キーホルダーが入っていた。身に覚えが
ないので、配送業者へ受取拒否の連絡
をしたが、開封したものは受取拒否でき
ないと言われた。代金は支払っていない

し、クレジットカードへの請求もないが、
届いた商品をどう扱えばよいか。
【アドバイス】
・�商品が「代引き」で届いて支払った場
合は、早急に販売元や発送元に連絡
し、返品や返金を依頼しましょう。
・�通販を利用した場合は、代引きなど
の支払方法も含めて、家族間でルー
ルを決めておきましょう。
・�身に覚えのない商品が届いたら、受
け取らないようにしましょう。仮に受
け取っても支払う必要はありません。
・�届いた品物がブランド品のニセ物を
疑われる場合、海外に送り返すと関
税法違反になることがありますの
で、安易に返送してはいけません。

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

ガウラ健康マイレージ対象事業

ガウラ健康マイレージ
対象事業

口腔がん検診希望
希望する時間帯
第1希望 　②9時台
第2希望 　③10時台
住所　坂戸市場2−2
氏名　袖ケ浦 花子
生年月日　S42.4.1
電話番号　090−0000−0000

はがきの記入例

口
こ う く う

腔がん検診
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　市民が一丸となり、交通事故や犯罪を未然に防止し、安全で快適なまちづく
りを推進するための契機として、交通防犯大会を開催します。
　身近な課題である交通安全と地域防犯について、一緒に考えてみませんか。
日時　9月29日（日）午前9時30分～正午
場所　市民会館�大ホール
内�容　式典（交通・防犯功労者の表彰、大会宣言）、防犯団体の活動紹介、木更津
警察署による交通安全と防犯に関する講話、交通・防犯落語（柳亭�芝楽�氏）�
▶���パトカー見学やゲームコーナーなど、子どもが楽しめるイベントも用意して
います。

問 �市民活動支援課�☎（62）3106

スローガン
安全で快適なまちづくりをめざして交通防犯大会

敬老会を開催します

袖ケ浦市の観光情報の発信
●�農畜産物・特産推奨品の販売
●�地元農畜産物を使用した飲食の提供
▶��詳細は、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

袖ケ浦の魅力を発信
するお店ゆりまち袖ケ浦駅前

モール内に

日程
地区 日時 場所
昭和 9月16日（祝）正午～午後3時30分頃 市民会館
長浦 9月16日（祝）午後1時～3時30分頃 長浦公民館
蔵波 10月13日（日）午後1時～4時頃 蔵波小学校
根形 9月16日（祝）午後1時～3時30分頃 根形公民館
平岡 9月16日（祝）午後0時30分～4時頃 平岡公民館
中富 9月16日（祝）午後1時～3時30分頃 平川公民館

内容　演芸発表、金婚記念品の贈呈、抽選会�ほか
対象　市内在住の70歳以上の方
問 �社会福祉協議会�☎（63）3888

　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、「レスリング」について紹介します。
レスリング

　レスリングは古代オリンピックでも行われており、人類最古の格闘技とい
われています。近代オリンピックでは、1896年の第1回アテネ大会から行わ
れています。
　試合は直径9メートルの円形マットの上で行われ、用具や防具を使うこと
なく、一対一で組み合う緊張感が見どころの一つで、相手の両肩を1秒以上
マットにつけることで勝敗が決まります。
　「グレコローマンスタイル」は、上半身のみで攻防を行い、投げ技などダイ
ナミックな技が多く見られ、本来の格闘技
らしい迫力が魅力です。
　「フリースタイル」は、全身を使って攻防
を行い、タックルで相手のバランスを崩す
ことが基本で、スピード感あふれる技の攻
防が見どころです。
日程　令和2年8月2日(日)～8月8日(土)
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

　市内で生産された「アトラン
ティック・ジャイアントカボ
チャ」の重さを競う、ドデカ・カボ
チャ大相撲大会を開催します。
　袖ケ浦の巨大なカボチャたち
が勢ぞろいしますので、ぜひご覧
ください。
日時　9月21日（土）午前10時～　　場所　農畜産物直売所「ゆりの里」
問 �農林振興課�☎（62）3460

ドデカ・カボチャ大相撲大会
でっけっぺぇ～！
こりゃ

幕末維新の西上総-おらがの慶応4年-
　戊辰戦争の終結から150年。戊辰戦争や
明治維新は教科書の中の出来事ではなく、
私たちの郷土袖ケ浦も戦争の舞台となりま
した。
　今回の企画展では、地域に残された資料
や幕末の錦絵・瓦版などから、当時の西上総
の人々の目に映ったリアルな幕末維新を探
ります。
主な展示資料（予定）
　『慶応四戊辰年新聞一』ほか、袖ケ浦市の幕末関係古文書、奈良輪宿宿札、高
札「五榜の掲示」、会津藩士水泳の額（富津市指定文化財）、富津陣屋絵図など
富津幕末関係史料、富津陣屋・飯野陣屋出土資料、真武根陣屋出土資料、戊辰
戦争関係風刺画・瓦版、旧請西藩主林家所蔵資料�ほか

期間　10月5日（土）～12月15日（日）　※月曜日と祝日の翌日は休館
場所　郷土博物館�2階特別展示室
展示解説会を行います
日時　10月5日（土）、11月16日（土）、12月7日（土）午前11時～正午
問 �郷土博物館�☎（63）0811

郷土博物館 企画展Ⅱ

9/13
OPEN

日本の活躍に
期待ガウ！

　グループ遊びを親子で楽しみながら、子育ての悩みを話してみませんか。
期�日（予定）　10月29日（火）、11月12日（火）、12月19日（木）、1月21日（火）、
2月13日（木）、3月5日（木）
※全6回
時間　午前10時～11時45分
場所　保健センター
対象　2歳～3歳のお子さんと、その保護者
定員　10組（申込多数の場合は抽選）
申�込方法　住所・氏名・電話番号・お子さん
の名前と生年月日を、市ホームページの
申込フォーム、はがき、封書またはメールでお知らせください。

申込期限　9月30日（月）必着
申 ��〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所�健康推進課�☎（62）3172
�sode16@city.sodegaura.chiba.jp

のびっこ教室••c••••••••••• ••c•••••••••••

　音訳とは、目で見る情報を声に出して読んで音声化し、目の不自由な方へ情
報を伝えることです。この講座では、音訳に関する知識・技術を学ぶほか、実際
に広報紙などの録音体験を行います。
期日　10月4日・11日・18日・25日　※すべて金曜日
時間　午前10時～正午
※10月18日のみ、午後1時から録音体験を行います。
場所　社会福祉センター（飯富1604）
対�象　音訳に興味があり、受講後に音訳ボラン
ティアとして活動できる方

定員　20名（申込先着順）
受講料　無料
申込方法　電話
申込期限　10月1日（火）
申 ��ボランティアセンター�☎（63）3988

音訳ボランティア入門講座•••••••••••••• ••••••••••••••　平岡小学校では、「ふるさと平岡」を
合言葉に、さまざまな活動をとおして
地域を大切にする心を育てています。
　2年生は平岡地区の事業所で仕事
体験、6年生は平岡地区の古墳巡りと
歴史の学習を行います。また、毎週火
曜日の「わんぱくタイム」にペア学年
で行うレクリエーション活動や、学校
支援ボランティア「平岡小ささえ隊」
による本の読み聞かせ、水泳指導、登
下校の見守りなどをとおして、児童同
士だけでなく、地域の方との人間関係
を豊かにできる場をつくっています。
　幽谷分校ではホタルの飼育などの
環境学習や、少人数を生かした一人一
人にじっくりと関わる教育活動を大
切にしています。
　調べる学習コンクールでは、教員と

学校司書が児童一人一人の支援を行
い、全員がチャレンジします。また、「幽
谷分校名物の一輪車」はみんなが一生
懸命練習し、乗れるようになります。
　本校と幽谷分校合わせて188名の
子どもたちのため、今後も保護者、地
域の方のお力添えをいただきながら、
子どもたちの成長に尽力してまいり
ます。
問 �学校教育課�☎（62）3727

　私たちの学校自慢
平岡小学校
幽谷分校合言葉は「ふるさと平岡」

風刺画「天保山はなの賑ひ」

FARM COURT 袖ケ浦



—   　—102019年（令和元年）9月1日広 報

　7月18日～8月18日に市内図書館で、ボランティアや袖ヶ浦高校の生徒
による読み聞かせ、工作、書庫探検、英語での手遊び、本の貸し出しの仕事体
験など、子ども向けのイベントを行いました。
問 �中央図書館�☎（63）4646

　7月28日にプレ・ママパパ学級を行いました。助産師によるお話や沐浴体
験、おむつ替え体験などを行いました。
　対象者には個別に通知しています。ぜひご参加ください。
問 �健康推進課�☎（62）3172

小
こいずみ

泉 創
そうすけ

奨くん
（11ヵ月）

“おでかけ大好き！
またおでかけしようね。”

プレ・ママパパ学級

q休日当番医
� 診療時間　午前9時〜午後5時
9月 当番医 診療科目 電話

1日 菱沼医院
〔福王台3-1-1〕

内科
小児科 （62）1822

8日 平岡医院
〔野里1773-1〕

内科
小児科 （60）4747

15日 福王台外科内科
〔福王台1-10-9〕

外科
内科 （62）3881

※�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 　

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

夏のトショロ月間

そでがうらわんぱくクエスト

子どもにはやく会いたいな

つらいことたくさん、楽しいこともっとたくさん！

本の世界に連れてって

　7月29日～8月3日までの5泊6日で、君津市や富津市から袖ケ浦市まで徒歩で、帰ってき
ました。たくさんの方の支援や応援のおかげで、参加者42名全員が元気にゴールすることが
できました。ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。
問 �生涯学習課�☎（62）3743

　この6日間の子どもの成長ばかり
を期待していましたが、成長できてい
なかったのは親の方だったのかなと
考えさせられました。
　子どもとともに大人も成長できる
この旅は、家族にとって忘れられない
一生の思い出になりました。

保護者の声

　6日間家族と離れたのは、人生で初め
ての経験でした。旅の途中では、何度も
家族に会いたいと強く思いました。
　それでもこの6日間が終わった瞬
間の感想は、本当に「楽しかった」しか
でてきません。

参加者の声

根形中学校2年
北濃 寿美子さん

　袖ケ浦市の公式ツイッターでは、広報
紙に掲載できなかった写真や、まだ掲載
していない写真などを（なるべく）リア
ルタイムで発信しています。

アカウント名
@sodegaura_city

袖ケ浦市公式ツイッターでも
情報発信中！

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）
9月1日〜7日 橋立管工 （62）5255

9月8日〜14日 シバサキ建設 （63）0911

9月15日〜21日 長浦設備 （62）2754

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

大
お お き

木 大
や ま と

和くん
（6か月）

“おしゃべり大好き！お姉ちゃん大好き！”

掲載を希望する方は
「広報そでがうら 天使の笑顔 掲載」

で検索

お子さんの写真を　　　
　　　掲載しませんか？

秘書広報課 ☎（62）2465問

　2歳半になる息子が朝5時に起き
るので、一緒に電車のおもちゃで遊
んでいると、ふと「内房線の始発よ
り早いなぁ」と思うことがあります。
　朝はもう少しゆっくり寝たいの
で、のびっこ教室に参加して発散さ
せたいと思います。


