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主な内容

2面：台風15号の被災住宅に対する応急
修理工事について助成を行います
3面：街
 頭防犯カメラを設置しました
4〜5面：イベント&お知らせコーナー
6面：市 民三学大学講座／緊急連絡先な
どのご案内

袖ケ浦市ホームページ
QRコード

袖ケ浦ではたらく
袖ケ浦市の臨海部は京葉工業地域の一角を担
い、
内陸部は椎の森工業団地の造成により、
多くの
企業が立地しています。
東関東自動車道やアクアラインなどによる、
首
都圏各地と直結する交通アクセスのよさが、
多く
の企業が袖ケ浦に立地する理由の一つです。
また、
アクアラインを通る高速バスなどの交通
利便性の向上により、
県外からの通勤者もいます。
現在、
市では企業の誘致に取り組み、
就労と雇用
機会の促進を図っていますが、
市内の企業では、
人
材不足という課題を抱えており、
働いてくれる人
材を求めています。
あなたも袖ケ浦で、
自分にあった仕事をみつけ
ませんか？

市内の企業を集め
た就職説明会を開
催するガウ！

袖ケ浦で働こう！

市内合同就職説明会を開催

市内の企業や事業所が、会社概要や業務内容などを直接説明します。出張ハ
ローワークも同時開催しますので、
ぜひご参加ください。
日時 12月14日（土）午後1時～4時
場所 保健センター
対象 市内で就職を希望している方
（市外在住者も可） 定員 50名
申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号を、窓口、電話、FAX、またはメールでお知
らせください。
申込期限 12月5日（木）
▶詳細は、チラシまたは市ホームページをご覧ください。
申 〒299－0292
（住所不要） 袖ケ浦市役所 商工観光課
☎（62）3428 FAX（62）7485
sode19@city.sodegaura.chiba.jp

市内合同就職説明会参加企業で働く方に、
袖ケ浦で働く魅力を聞いてみました！
広栄化学工業

小笠原 敦 さん

コ
 ミュニケーションを
大切に

当社は、
職場環境や業務の改善に
積極的に取り組む一方、
アットホー
ムな雰囲気でコミュニケーション
をとても大切にしています。
入社から27年。
部下には、
「基本を大切に、
愚直に
現在は、主に医薬品
の中間 体を製 造 す
ABC（あたりまえのことを、ばかに
る部署で、課長を務
しないで、
ちゃんとやる）
」
といつも
めています。
指導しています。
また、
「われわれ製
造は、
安全に製品を作ってなんぼ」
と常に声をかけることで、
部下が成長し、
業績に
貢献することや、
笑顔で仕事に取り組む姿を見ることもやりがいの1つです。

広栄化学工業は、
化学薬
品メーカーです。
製品は国
内外に販売され、
さまざま
な場面で多くの人の役に
立っています。

袖ケ浦の魅力はアクセスがいいところ

私は袖ケ浦で育ったので、
当たり前に感じていますが、
都心へのアクセスがいい
ところが魅力だと思います。
また、
当社は京葉コンビナート地区に位置しているた
め、生産に必要なエネルギーは、
近隣企業からパイプラインで受け入れており、
輸
送コスト削減や地球環境への配慮にもつながっています。
あとは、
自然が多いことも魅力です。
都会すぎず、
田舎すぎていないので、
とても
過ごしやすいです。

君津メデカルサービス

間宮 樹子 さん

君津メデカルサービスは、さつき台病
院内にある売店とレストランの経営をし
ています。
子育て世代からシニア層まで、
幅広い年代の方が勤務しています。

「美味しかったよ」
の言葉がやりがい

私は食事の提供を主に行っていますが、
お
客さんと関わる機会が多いので、
「 美味し
かったよ」
などの感想を直接聞けることがや
りがいです。

地元で働く魅力

生まれてから今まで、
ずっと袖ケ浦に住ん
でいます。
市内で働くと、
以前の職場と比べて通勤時間が短くなり、
朝の忙しい
時間に余裕が生まれ、
家事をしてから出社できるようになりました。
地元に残っている昔からの知り合いと再会できるのも、
魅力だと思います。

子育てしやすい環境

2年前にさつき台病院内に
あるレストラン
「ドルチェ」
で
働き始め、現在、3人のお子さ
んの子育てに奮闘中。

他の市町村に住んだことがないので、
当たり前だと思っていることが多いと
思いますが、
自分の頃と比べて恵まれているなと思うことが多々あります。地
元での子育てはしやすいですし、
母校に通う子どもの姿を見ると懐かしくなり
ます。
また、
職場では、
医療職の方も利用するので、
子どもの病気などで気軽に相談
できたり、同僚の先輩ママさんにアドバイスをもらえたりと、子育て中の私に
はとても心強いです。子どもの体調不良で突然お休みが必要になった時も、休
ませてくれるので助かります。

日曜日の住民票などの証明書交付窓口開設日

期日
時間

11月24日、12月8日・22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
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おめでとうございます

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）
小澤
健 氏
瑞宝単光章（矯正業務功労） 田中 謙一 氏
（消防功労）
進藤 敏子 氏

市民委員を募集します
都市計画審議会委員
開かれた都市行政と市民参加のまちづくりを推進するため、都市計画審
議会の委員を募集します。
主な業務 市の土地利用や、道路・公園・下水道などの都市計画の決定・変更
について審議を行う。
募集人数 2名
任期 令和2年4月1日～令和4年3月31日
応募資格 令和2年4月1日現在で市内に住所を有し、平日に開催する会議
（年4回程度）
に出席でき、
まちづくりについて意欲がある、20歳以上の方
※現在の都市計画審議会公募委員は、応募できません。また、令和2年4月1
日現在で、市議会議員、公務員、他の附属機関などの公募委員との併任は
できません。
応募方法 「これからのまちづくりについて」がテーマの小論文（800字程
度）に、住所・氏名・年齢・性別・電話番号・職業・経歴を記入し、郵送、FAX、
メール、
または持参してください
（書式の指定なし）。

景観審議会委員
景観計画と景観条例に基づき、
景観審議会委員を募集します。
主な業務 景観計画の変更や景観重要建造物の指定など、景観まちづくり
を推進するための重要事項について審議を行う。
募集人数 3名
任期 令和2年4月1日～令和5年3月31日
応募資格 令和2年4月1日現在で市内に住所を有し、平日に開催する会議
（年2回程度）
に出席でき、
景観やまちづくりに関心がある、20歳以上の方
※現在の景観審議会公募委員は、応募できません。また、令和2年4月1日現
在で、市議会議員、公務員、他の附属機関などの公募委員との併任はでき
ません。
応募方法 「袖ケ浦らしい景観とそれを守り育てていくためには」がテーマ
の小論文（800字程度）に、住所・氏名・年齢・性別・電話番号・職業・経歴を
記入し、
郵送、
FAX、
メール、
または持参してください（書式の指定なし）。
共通事項
応募期限 12月27日
（金）
消印有効 ※持参の場合は、
土・日曜日、
祝日を除く。
▶書類選考のうえ、
令和2年3月末までに選考結果を郵送します。
申 	〒299－0292
（住所不要） 袖ケ浦市役所 都市整備課
		 ☎
（62）
3514 FAX
（63）
9670
sode25@city.sodegaura.chiba.jp
		

もしもの時に備えましょう

家具転倒防止器具の取付けの代行を
行っています
市では、自分で家具転倒防止器具の取付けが難しい高齢者な
どに代わって、取付け作業を行います。申請は随時受け付けてい
ますので、
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 主として寝室や居間にある家具
（3個まで）
申請方法 申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課、または地
域包括支援ひらかわ・ながうらサブセンターに提出してくだ
さい。
注意事項
・家具転倒防止器具は、
各自で用意してください。
・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。
・取付け前にご自宅に訪問し、取付箇所の調査や器具の種類について、相談し
ます。
・器具によっては、
ビスや釘を使用するため、
家具や壁に穴が開きます。
・取付けの際、
家具や壁の補強、
大幅な家具の移動は行いません。
・部屋の構造や家具の配置によっては、
取付けができない場合があります。
・利用回数は、
1世帯につき1回です。
・取付けを行った家具による事故が発生した場合でも、市と取付事業者は一切
の賠償責任を負いません。
申 高齢者支援課 ☎
（62）
3219 FAX
（62）
3165

マイナンバーカードを作りませんか
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台風15号の被災住宅に対する
応急修理工事について助成を行います
台風15号により被災した住宅を、災害救助法に基づく応急修理制度と防災・
安全交付金により、日常生活に欠くことのできない部分の応急修理工事につい
て、助成します。
対象 次のすべてに該当する者
（世帯）
・罹 災証明により「全壊」
・
「大規模半壊」
・
「半壊」
・
「一部損壊」の住家被害を受
け、自らの資力では応急修理を行うことができない者
・応急修理を行うことによって、避難所などへの避難を要しなくなると見込ま
れること
・応急住宅（仮設住宅）を利用しないこと ※応急修理制度のみ
費用限度額 ・全壊・大規模半壊・半壊 1世帯あたり、
上限59万5千円
・一部損壊 1世帯あたり、
上限30万円
※一部損壊は、工事費が150万円を超える場合に、超えた額の20％（上限20万
円）までが上乗せされます。
注意事項
・応急修理の範囲は、屋根などの基本的な部分などの日常生活に欠くことので
きない部分で、緊急に応急修理を行うことが適当となる箇所です。
・台風の被害と直接関係がある修理のみが対象です。通電火災による被害は対
象となりません。
・内装に関するものは、原則として対象外です。
・家電製品は、対象外です。
・補助費用は制度の運用上、市が修理業者に支払う場合と申請者に支払う場合
があります。
▶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。
申 	都市整備課 ☎
（62）3645 FAX
（63）
9670
り さ い

災害などに関する税務説明会
税理士による無料相談会
災害などに関する税務手続きの説明や、税理士による無料の個別相談を行い
ます。また、災害以外の一般相談も行います。
期日 12月2日（月）
内容・時間
・税務説明会 午前9時30分～10時、
午後1時～1時30分
・無料相談会 午前10時～正午、
午後1時30分～4時
場所 市役所 旧館3階大会議室
▶個別相談は、当日先着順です。申込が定員に達し次
第、受付を終了します。
問 ▶千葉県税理士会 木更津支部 ☎
（37）
9000
		 ▶木更津税務署 ☎（23）6161

パブリックコメント ご意見を募集します
計画（案）の名称 下水道事業経営戦略
（案）
概要 下水道事業は、令和2年4月1日より地方公営企業法の一部を適用し、
公営企業会計へ移行を予定しています。公営企業としての投資と財源状況
の将来試算を行い、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、経
営の効率化、健全化を図るものです。
閲覧場所 下水対策課、市政情報室
（市役所2階）
、
各公民館、
市ホームページ
※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 11月25日（月）
～12月24日
（火）
意見の提出場所 〒299－0292
（住所不要） 袖ケ浦市役所 下水対策課
☎（62）3651 FAX
（62）
7485
sode26@city.sodegaura.chiba.jp

11月30日は「年金の日」です
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すると、いつでも自分の年金記
録を確認できるほか、将来の受給見込額をさまざまなパ
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、ご自身の年金
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。
問 木更津年金事務所 ☎
（23）7616

令和2年3月2日から、住民票などがコンビニで取得できます。
コンビニ交付をする場合は、
問 市民課 ☎
（60）
1147
マイナンバーカードが必要となりますので、ぜひお作りください。
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生涯学習奨励賞の候補者を推薦してください

街頭防犯カメラを設置しました

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・団体を毎年表彰しています。
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31年1月1日～令和元年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、他の模範となるもの
・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、
他の模範となるもの
推薦方法 所定の「表彰推薦調書」に必要事項を記入し、生涯学習課に提出して
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6日
（金）
▶表彰式は、
令和2年2月15日
（土）
に開催する生涯学習推進大会で行います。
申 生涯学習課 ☎
（62）
3743 FAX
（63）
9680

市民の皆さんが、安全で安心できる犯罪のない快適な生活環境を実現す
るため、新たに市内2カ所、4台の街頭防犯カメラを設置しました。
これにより、
街頭防犯カメラは市内全域で合計10カ所18台となりました。
新規設置場所
・市道南袖大野台線と市道福王台4丁目9号線の交差点
（昭和中学校付近）
・主要地方道千葉鴨川線と一般県道横田停車場上泉線の交差点（平岡小学
校付近）

住宅用省エネルギー設備の設置補助金の
申請を受け付けています
補助対象設備 太陽光発電システム、燃料電池システム、リチウムイオン蓄電
システム
対象 自分の居住する市内の住宅（店舗・事務所などとの併用住宅を含む）に、
新たに省エネルギー設備を設置する方で、
市税を滞納していない方
※設置工事着手前に申請が必要です。当該設備を設置済み、または設置工事中
の方は申請できません。なお、太陽光発電システムは、既築住宅のみ対象とな
ります。
補助額 ※いずれも千円未満は切り捨て
・太陽光発電システム 最大出力
（kW）
に2万円を乗じた額（上限9万円）
・燃料電池システム 設置に要する経費
（上限5万円）
・リチウムイオン蓄電システム 設置に要する経費
（上限10万円）
申請方法 申請書と必要書類を添えて、持参してください（郵送による受付は
できません）。申請書は、環境管理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。
なお、
受付は予算内で、
申込先着順となります。
申請期限 令和2年2月14日
（金）
▶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。
申 環境管理課 ☎
（62）
3404 FAX
（62）
7485

肺がん・結核検診と特定健康診査の
振替日をお知らせします

平岡小学校付近

▶設置場所には、
「防犯カメラ作動中」
の標識看板を設置しています。
問 市民活動支援課 ☎
（62）3106 FAX
（62）
3877

介護保険・高齢者福祉に関する
アンケート調査にご協力ください
市では、高齢者福祉計画と第8期介護保険事業計画の基礎資料とするため、高
齢者の生活状況や健康状態、高齢者福祉に関するアンケート調査を行います。
対象の方には、11月下旬から12月上旬に調査票を発送しますので、調査票を
記入し、同封の返信用封筒で返信してください。
対象 次のいずれかに該当する市内在住の方
・要支援認定者
・総合事業対象者
・要介護認定者（無作為抽出）
・上記以外で、年齢が40歳以上である方
（無作為抽出）
回答期限 12月27日（金）
問 高齢者支援課 ☎
（62）3219 FAX
（62）
3165

けもの通信

エーマック

アドバイザー：合同会社AMAC

台風19号の影響により延期となっていた、10月13日の健（検）診振替日
をお知らせします。
当日受診できなかった方や、まだ受診していない方は、ぜひ受診してく
ださい。
日時 12月8日
（日）
午前9時～11時
※肺がん・結核検診は、
午前8時30分から番号札を配布します。
場所 長浦公民館
▶詳細は、
本紙10月1日号、
または市ホームページをご覧ください。
問 ▶肺がん・結核検診について 健康推進課
		 ☎
（62）
3162 FAX
（62）
3877
		 ▶特定健康診査について 保険年金課
		 ☎
（62）
3031 FAX
（62）
1934

緑のカーテンコンテストの
入賞作品が決定しました

昭和中学校付近

賢いカラスにも負けない！
カラス対策

カラスは人里に暮らす雑食性の動物で、果実や種子、動物の死骸などを食
べます。
農作物の残 渣を農地の周りに放置すると、カラスを呼び寄せる原因とな
り、被害が拡大します。防鳥網で囲ったり、テグスを1m以下の間隔で張り巡
らせて、食べられないようにしましょう。見えにくい黒テグスを使用すると、
より効果的です。
カラスは、嗅覚や聴覚が鈍いため、臭いや音を使用した追い払いは困難で
す。初めは警戒しますが、数日経つとすぐに慣れてしまうため、長期的な効果
は低いです。
また、学習能力が高く、色彩感覚が優れているため、視界に入る家庭の生ゴ
ミは餌と識別されて狙われます。ゴミ袋にネットを被せたり、中身を見えな
くするために、バケツに入れるなどして、触れさせないようにしましょう。
問 農林振興課 ☎
（62）3426 FAX
（62）
7485
ざ ん さ

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11作品、団体の部で8作品の応募があり、選考の結果、個人・団
体の部でそれぞれ3作品が入賞しました。来年度もコンテストの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。
問 環境管理課 ☎
（62）3404 FAX（62）7485

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

宗政 丈夫、平川 直子

最優秀賞作品（個人の部）

団体の部 ・最優秀賞

奈良輪小学校

・優秀賞

最優秀賞作品（団体の部）

根形小学校、
平川公民館

▶イベントコーナーは、5面から4面へ続いています。

11月～12月は
「労働保険適用促進強化期間」

労働者を一人でも使用する
（農林水
産業の一部を除く）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。
問 千葉労働局 労働保険微収課
		☎043
（221）
4317

ハロートレーニング（公的職業訓
練）
を利用しませんか

ハロートレーニングは、
希望する仕
事に就くために必要な職業スキルや
知識を習得できる、
公的な制度です。
訓練コース 事務実務・IT・製造・介
護・デザイン・システム開発 など
受講料 無料
（テキスト代などは実費
負担）
▶受講者の世帯収入により、
受講中の
生活支援のための給付金がありま
す。
詳細は、
お問い合わせください。
問 ▶ハローワーク木更津		
☎
（25）
8609
		▶千葉労働局 訓練室		
☎043
（221）
4087

後期ビジネス・キャリア検定試験
企業実務に即した専門的知識・能
力を客観的に評価する公的資格試験
です。
試験日 令和2年2月16日
（日）
試験会場 千葉商科大学
申込期限 12月13日
（金）
▶ 詳 細 は 、中 央 職 業 能 力 開 発 協 会
ホームページをご覧ください。
問 ▶受験について
ビ ジネス・キャリア検定試験運
営事務局 ☎03
（3233）
6810
		▶試験会場について
		 千葉県職業能力開発協会
		 ☎043
（296）
1150

長浦中学校
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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
※推薦入学により入学する者を含む
受験資格
・農学科：高等学校を卒業した方
・研究科：農業大学校または短期大学
などを卒業した方
※いずれも令和2年3月卒業見込みの
方を含む
試験期日
・A日程：令和2年1月9日（木）
・B日程：令和2年2月20日（木）
試験場所 千葉県立農業大学校
願書受付
・A日程：12月9日（月）～20日（金）
・B日程：令和2年1月27日（月）～2月
7日（金）
▶詳細は、お問い合わせください。
問 千葉県立農業大学校
		☎0475
（52）5121

相談

千葉県農林水産就業相談会
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 11月23日（祝）
午前10時～午後3時
場所
蘇我コミュニティセンター 4階
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
問 ▶千 葉県 担い手支援課
☎043（223）2904
		▶千葉県園芸協会 		
☎043（223）3008

その他

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 12月4日
（水）
午前10時～11時
45分、
午後1時～4時
場所 保健センター 1階集団指導室
▶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 FAX（62）3877

私たちの学校自慢
スローガンは
「～夢・挑戦・感動～」

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～

永年培った知識や経験が役に立ち、
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
※令和2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
6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。
問 シルバー人材センター
		☎
（63）
6053

認知症介護者カフェ のぞみの
認知症家族介護者や、
介護経験者の
交流を行います。また、認知症キャラ
バンメイトや元専門職などが、
相談に
応じます。
日時
第1・3火曜日、午前10時～正午
場所 長浦おかのうえ図書館 3階福
祉交流室
問 高安 ☎090
（7414）6873

審議会
国民健康保険運営協議会
日時 11月20日（水）午後2時～
場所 保健センター 1階集団指導室
議題 市国民健康保険財政運営方針
（素案）について ほか（予定）
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 11月19日（火）
申 	保険年金課
		☎（62）3031 FAX（62）1934
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文化財審議会
日時

11月28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
申込期限 11月21日
（木）
申 	生涯学習課
		☎
（62）
3744 FAX
（63）
9680

農業委員会総会
日時 12月5日
（木）
午後2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 12月4日
（水）
申 	農業委員会事務局
		☎
（62）
3918 FAX
（62）
7454

子ども・子育て支援会議
日時 12月13日
（金）
午前10時～
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題
子育て応援プラン
（案）
について
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 12月12日
（木）
▶保育があります。
希望する方は、
12月
6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 FAX
（62）
3877

公民館運営審議会
日時

12月13日
（金）
午後2時30分～
場所 市民会館 2階研修室
議題 市民会館・公民館まつりの実施
結果について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 12月6日
（金）
申 	市民会館
		☎
（62）
3135 FAX
（62）
3138

教育委員会議
日時

11月27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25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。
申 	教育総務課
		☎（62）3691 FAX（63）9680
問 学校教育課
		 ☎（62）3727

FAX（63）
9680

「かすたネットで育む
中川っ子」

中川小学校

学校教育目標「心豊かに たくましく 求めて学ぶ生徒の育成」と、スローガン
「かすたネット」は、中川小学校の教育を表しています。
「かすた」は目指す児
「～夢・挑戦・感動～」に向け、充実した感動いっぱいの学校生活となるよう、 童像である「かしこい子・すなおな子・たくましい子」の頭文字を、
「 ネット」は
日々の活動に取り組んでいます。
「学校・家庭・地域」の三者のネットワークを意味しています。この言葉のとお
教育の特色として大切にしていることを、
いくつか紹介します。
り、中川小学校ではさまざまな方からの協
まず、縦割り活動です。生徒会活動をはじめ、体育祭や合唱コンクールなど
力のもと、日々の教育に取り組んでいます。
の行事や、清掃などの日常活動にも取り入れています。上級生が模範を示す場
例えば、ビオトープの会が整備している
面やリーダーとして活躍する場面が増え、よりよい校風づくりにつながって
ビオトープを活用し、昆虫や植物の観察、
います。
バードウォッチングなどの授業を行ってい
次に、基礎基本の定着に向けた学習支援です。個人差の大きい英語科、数学
ます。
科では、基礎学力向上支援教員を活用して、個に応じた学習支援を行っていま
そのほかにも、学校支援ボランティア・中
す。また、数学科の計算分野や英語科の文法のまとめで「習熟度別学習」を行
富ふれあいの会・
「チーム中川」学校見守り
ハロウィンの授業
い、基本コースと発展コースに分かれて、個々の生徒に応じた学習指導を行っ
隊（交通安全推進隊）
・中富ふれすぽクラブ
ています。
などは、多くの場面で協力していただいて
最後に、
「夢・挑戦・感動」のある教
います。あやとりやコマ回しなどの昔遊び
育です。さまざまな場面において、な
や、ハロウィンの由来などを教えてくれる
りたい姿（夢や目標）を描き、挑戦を
ボランティアの先生などにより、さまざま
続ける学校生活を大切にしていま
な授業を行っています。
す。
「 夢への挑戦」と題した全校道徳
中川小学校では「笑顔 元気 ありがとう」
や全校講話、体験を重視したキャリ
をキャッチフレーズに、今後も教育活動に
体育祭
あやとり
ア教育を推進しています。
取り組んでいきます。
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イ ベ ン ト ＆ お 知 ら せ
コ ー ナ ー

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。

イベント

袖ケ浦落語同好会・発表会

地域福祉フェスタ
日時 11月17日（日）午前10時30分
～午後1時30分
（予定）
場所 長浦公民館
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
・団体による発表（社会福祉施設等連
絡協議会・長浦小学校合唱・ボラン
ティア連絡協議会 など）
・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、久
保田保育所と桜ヶ丘幼稚園のぬり
絵展示、スナッグゴルフ体験、簡単
工作コーナー など）
・模擬店（やきそば・フランクフルト・
わたあめ・揚げパン・おでん・焼き芋
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。
問 社会福祉協議会
☎（63）
3888 FAX
（63）
0825

古典落語4席のほか、腹話術・手話
ダンス・マジックなどもお楽しみくだ
さい。
日時 12月1日（日）
午後1時30分～3時30分
場所 長浦公民館 2階研修室
対象 小学1年生以上
定員 80名
（当日先着順）
入場料 100円
問 袖ケ浦落語同好会 山田家きさっぺ
		☎090
（9203）5107

袖ケ浦学
台 風 1 5 号 の 影 響 に よ り 、延 期 に
なっていた袖ケ浦学を開催します。
日時 12月15日（日）
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 FAX（63）3693

キッズパレット防災体験
～地震から身を守る！～

来て、見て、感じて！子どもたち
の感性に感動！
小・中学校造形作品展

10月29日に行われた「小・中学校
造形作品審査会」で、推選・特選に選ば
れた作品を展示します。
感性豊かな平面・立体作品など、子
どもたちの取組の成果を、ぜひご覧く
ださい。
期日 12月7日
（土）
・8日
（日）
時間 午前9時～午後4時30分
場所 市民会館 3階中ホール
問 総合教育センター
☎（62）
2254 FAX
（62）
3816

災害時にどう行動すればよいか、実
際に体験し、被害を最小限にする方法
を学びます。
日時 12月24日（火）
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
（保護者も参加可）
定員
150名
（申込多数の場合は抽選）
参加費 一人100円（材料代・保険料）
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
の氏名（フリガナ）
・電話番号・生年
月日・学校名・学年を入力し、メール
で申し込んでください。
※送信後、
24時間以内に自動返信が無
い場合は、
お問い合わせください。
申込期限 12月8日（日）必着
▶この催しは「子どもゆめ基金助成活
動」
です。
申 	キッズパレット事務局
☎・FAX
（53）7682
（平日の10：00～13：00）
kids_moushikomi@yahoo.co.jp

長浦おかのうえ図書館 市民ギャラリー
ねこ作家おおくらのぼる 絵の展示
期間 11月20日(水)午前9時30分～24日(日)午後5時
市民ギャラリーの受付について
市民ギャラリーは、市内在住・在勤・在学の個人、
または団体が創作する作品を発表する場です。市
民ギャラリーを利用する場合は、使用する日が属
する4カ月前の月の開館初日から申請を受け付け
ています。
電算システムの更新に伴い、市内の図書館・図書
室全館が11月25日（月）～12月4日（水）まで臨時
休館となるため、その期間は会議室や市民ギャラリーの使用申請を受け付
けできません。
市民ギャラリーの3月使用分の受付は、12月5日（木）午前9時30分から行
います。
ご不便をおかけしますが、
ご理解をお願いします。
問 長浦おかのうえ図書館 ☎
（64）
1046 FAX
（64）
1481

掃除でできる省エネ

  講座・セミナー

ファミサポ 説明会

自宅での子ど
もの預かりや、保
育所への送迎な
ど、子育ての支援
をしたい方を対
象に、説明会を開
催します。
日時 11月25日（月）午前10時30分
～正午、または午後1時30分～3時
場所 そでがうらこども館 多目的室
対象 市内在住の20歳以上で、心身
ともに健康な方
申込方法 電話、FAX
申込期限 11月22日（金）
申 	ファミリーサポートセンター
☎・FAX（64）3115

植物画体験講座「初めての植物画」
日時 11月30日（土）午後1時～3時
場所 郷土博物館 研修室
講師 瀧 良子 氏
対象 中学生以上
定員 12名（申込先着順）
参加費 300円（材料代）
ソデフローラⅦ
市民学芸員「葉月の会」
の会員が1年間描いてき
た 植 物 画（ ボ タ ニ カ ル
アート）を展示します。
期間 11月19日（火）～
12月15日（日）
※休館日を除く。最終日
は午後3時終了。
場所 アクアラインなるほど館
申 	郷土博物館
☎（63）0811 FAX（63）3693

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。
期日・講習種別
①令和2年1月22日（水）
午 前：給 油 取 扱 所 、午 後：コ ン ビ
ナート
②令和2年1月30日（木）
午前：給油取扱所、午後：一般
③令和2年2月13日（木）
午前：一般、午後：コンビナート
場所 ①市原市市民会館
②③千葉市文化センター
定員 ①各450名、②③各500名
受講料 4,700円（千葉県収入証紙
を、申請書に貼付してください。）
申込期間
11月25日（月）
～29日（金）
申 	消防本部 予防課
		☎（63）6191 FAX（62）9729

スポーツ

市民インドア・ローンボウルズ
講習会と楽しくゲーム

インドア・ローンボウルズは、
カーリ
ングに似た、
子どもからお年寄りまで
楽しめるゲームです。
日時 12月7日
（土）
午後1時30分～4時
※受付は12時50分からで、講習会は
1時10分からです。
場所 根形公民館 多目的ホール
対象 どなたでも
定員 40名（申込先着順、空きがあれ
ば当日参加も可）
参加費 500円
（賞品代・保険料）
持ち物 上靴
申込方法 住所・氏名・電話番号を、電
話、FAX、またははがきでお知らせ
ください。
申込期限 12月5日
（木）
申 	〒299－0262
		袖ケ浦市坂戸市場1393−3
		市レクリエーション協会
		☎
（62）
3139 FAX
（62）
4950
ガウラ健康マイレージ対象事業

臨海スポーツセンター
フリーチョイスプログラム

フリーチョイスとは、事前申込なし
で誰でも参加できるレッスンです。エ
アロやヨガ、ZUMBAなどの講座を平
日に開催しています。興味がある方
は、
ぜひ参加してください。
対象 高校生以上
（当日先着順）
料金 1回550円（楽ストレッチポー
ルのみ、
60歳以上の方は300円）
※10回5,000円の回数券も販売して
います。
持ち物
運動できる服装、
室内用シューズ
▶詳細は、本紙10月15日号をご覧い
ただくか、
お問い合わせください。
問 臨海スポーツセンター
☎
（63）
2711
FAX
（63）
4865

お知らせ

労働力調査を行います
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。
問 千葉県 統計課
☎043
（223）
2220

●「ガウラ・ナビ」って知ってる？ ●
「ガウラ・ナビ」を利用してみませんか？
ガウラ・ナビでは、市民活動団体やボランティア団体、NPO法人の団体情報や
活動情報などを見ることができます。
ボランティア活動や団体が開催するイベントに参加してみたい方は、ぜひご
利用ください。
「ガウラ・ナビ」の登録団体を募集しています
ガウラ・ナビに登録することで、ホームページを持っていない団体は、イン
ターネット上で情報発信を行うことができます。また、ホームページを持って
いる団体は、リンクを貼ることで、より多くの方に情報を発信することができ
ます。登録は無料ですので、ぜひご利用ください。
チェックするガウ！

ガウラ・ナビ

ガ ウ ラ・ナ ビ
の登録団体募
集ページ

▶詳細は、ガウラ・ナビをご覧いただくか、
お問い合わせください。
申 市民活動支援課 ☎
（62）3102 FAX
（62）
3877

エアコンやヒーター、掃除機、空気清浄機などのフィルターは、定期的に掃除をすることで器具本
問 環境管理課 ☎
（62）
3404 FAX
（62）
7485
来の性能を生かし、省エネにつながります。

2019年（令和元年）11月15日

広 報

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12月6日（金）と12月17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
期日

中学校

12月6日（金）
※荒天時は12月10日（火）に延期

12月17日
（火）
※荒天時は12月18日
（水）
に順延

コース 袖ケ浦公園 上池周回コース

時間

8：30 開会式
（アスレチック広場）
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・生徒への温かい声援と、道をあけるなどのご協力
をお願いします。
練習日 11月21日（木）
・22日（金）
・26日（火）
・27日（水）
・28日（木）
・29日
（金）
、
12月2日
（月）
・3日
（火）
・9日（月）
・10日
（火）
・11日（水）
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。
問 体育振興課 ☎
（62）
3791 FAX
（63）
9680

図書館の障がい者向けサービスをご案内します
宅配サービス
図書館の資料を自宅まで宅配し、返却時も自宅へ伺います。最大4週間資料を
借りることができます。
電話、
メール、
またはFAXで申し込んでください。
利用できる方 身体障害者手帳の1級～4級（肢体不自由は6級まで）の方、また
は何らかの障がいにより、
自力での来館が困難な方
▶宅配サービスを利用する際は、図書館の利用登録のほか、宅配サービスの申
請が必要になります。申請時に、身体障害者手帳などの障がいの程度・状態を
示す書類の提示を求める場合があります。
サピエ図書館
袖ケ浦市の図書館は、図書や雑誌などを、点字や音声データの形式で利用で
きるネットワークサービス
「サピエ図書館」
に加入しています。
約18万タイトルの点字データ、
約7万タイトルの音声データを利用できます。
図書館で利用登録をすると、読みたい資料をリクエストするだけで、図書館
の職員がサピエ図書館を利用して点字・音声データをCDなどに保存し、自宅へ
お届けします。
利用できる方 視覚障がい者、視覚による表現の認識に障がいのある方、寝た
きりやマヒなどにより読書が困難な方
音声読書機
「よむべえ」
の設置
中央図書館では、目の不自由な方のために、印刷された活字文書を読み上げ
る音声読書機
「よむべえ」
を設置しています。
また、
長浦おかのうえ図書館では、
拡大読書機を設置しています。
問 長浦おかのうえ図書館 ☎
（64）
1046 FAX
（64）1481
otk33800@sodegaura.ed.jp
		

市民三学大学講座
12月14日
（土）
入場自由
事前申込不要
手話通訳あり
今回の市民三学大学講座は、元
サッカー日本代表の前園真聖さん
講師 前園 真聖 氏
を講師にお迎えします。午前中は
（元サッカー日本代表）
サッカー教室（見学のみ）を、午後は
トークショーを行っていただきます。
レッツトライ！「前園サッカー教室」
（見学のみ）
時間 午前10時～正午
場所 総合運動場 陸上競技場
※雨天時は、臨海スポーツセンター
トークショー「フォー・ザ・ミラクル ～チャレンジすることの素晴らしさ～」
時間 午後1時30分～2時40分
場所 市民会館 大ホール
講師プロフィール
1992年、Jリーグ・横浜フリューゲルスに入団。1996年のアトランタオリン
ピック本大会では、ブラジルを破る「マイアミの奇跡」でチームのキャプテンと
して活躍し、ブラジルのサントスFCやゴイアスECなど海外クラブでプレーし
ました。現在はメディアに出演しながら、ZONOサッカースクールを主催し、
普及活動を行っています。
保育があります
お子さんの保育を希望する方は、12月6日（金）までに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、
一人300円が必要です。
問 生涯学習課 ☎
（62）3743 FAX
（63）
9680
まさきよ

袖ケ浦美術展
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
大の美術展です。絵画や書道、
工芸、
写真の作品168点を展示します。
作品の解説や鑑賞方法について、各分野の専門家を招いて紹介するギャラ
リートークも行います。ぜひお越しください。
期間 11月20日（水）～12月1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
ギャラリートーク
日時 11月30日（土）午前10時～正午
場所 根形公民館 各展示室
講師 中島 敏明 氏（絵画）、辻元 大雲 氏（書道）、飯塚 勝康 氏（工芸）、山口
秀輝 氏（写真）
問 ▶袖ケ浦美術展実行委員会事務局 小沢 ☎090
（7184）
0106
		 ▶生涯学習課 ☎（62）3744 FAX
（63）
9680

緊急連絡先などのご案内

市の情報はこちらから

便利で確実な
口座振替のご利用を

あの人に会える

袖ケ浦公園 上池折り返しコース

8：40 開会式（アスレチック広場）
9：30 女子駅伝スタート
10：15 男子駅伝スタート
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

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。
また、
無料宅配も行っています。
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
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q夜間急病診療所  ☎（25）6284

q休日当番医
診療時間

11月

午前9時〜午後5時

当番医

井出医院
17日
〔横田3669〕
23日

犬丸内科皮膚科クリニック
〔蔵波台2-28-5〕

菱沼医院
24日
〔福王台3-1-1〕

診療科目

電話

内科
小児科 （75）2010
消化器内科
内科
小児科 （64）1191
皮膚科

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。

内科
（62）1822
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/

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、振替休日 午前9時～午後11時
☎＃7009 または☎03
（6735）
8305

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）

11月15日～16日

橋立管工

（62）
5255

11月17日～23日

シバサキ建設

（63）
0911

11月24日～30日

長浦設備

（62）
2754

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

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日

11月18日（月）～22日（金）
・30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
●国民健康保険税

11月16日～12月2日

5期

納税課 ☎
（62）
2647

●後期高齢者医療保険料

保険年金課 ☎
（62）
3092

5期

—納期内納付を心がけましょう—

編集室から
（O.A）

11月上旬に行われた公民館まつりの取
材に行ってきました。屋台や発表、講座な
ど子どもから大人まで楽しめる催しが行
われる公民館まつりは、11月23日・24日
に長浦・平川公民館で開催します。
皆さんもぜひ、遊びに行ってみてはいか
がですか？

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。

