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日曜日の住民票などの証明書交付窓口開設日 期日　9月27日、10月11日・25日　※毎月第2・第4日曜日
時間　午前9時〜正午　　場所　市役所 市民課

　販売場所などの詳細は、市
観光協会ホームページをご確
認ください。

市観光協会
ホームページ

審査委員を募集します
　特産推奨品を認定する、審査委員を募集し
ます。
　美味しいものに目がない方、お土産品の開
発に興味がある方など、皆さんのご応募をお
待ちしています。
募集人数　2名（応募多数の場合は抽選）
応募資格　市内在住の18歳以上の方
応募方法　「特産推奨品審査委員希望」と記載

し、住所・氏名・性別・年齢・職業・電話番号
を、はがき、封書、またはFAXでお知らせく
ださい。

応募期限　10月16日（金）
申   〒299−0292（住所不要）　
  市観光協会（市役所5階）
  ☎（62）3436
  FAX（62）7485

　市商工会と市観光協会では、3年に1度、市内の商
工農業者などが開発・製品化した商品を、特産推奨
品として認定し、観光ガイドマップやホームページ
などで、PRしています。
　今回、新たに特産推奨品となる商品を募集しま
す。ぜひ、ご応募ください。
応募者の条件　次の条件をすべて満たす方
・市商工会、または市観光協会の会員である
※未加入の方は、いずれかの組織に入会してください。
・応募品の製造または販売を、応募者自らが行って

いる
・食品衛生などの関係する各種法律などを、遵守し

ている
応募品の条件
　次のいずれかに該当する加工品で、食品衛生など
の関係する各種法律などを遵守しているもの（同一
事業者からの応募は、3点まで）
・市内で生産・加工したものである。
・市内の産物を主原料に商品化し、販売している。
・市のイメージ・地名・歴史（伝承・伝説）・行事・マス

コットキャラクター（市の使用承認が必要）などを
活用するなど、市の地域性にちなんだ商品である。

応募方法　市商工会、または市観光協会に用意して
ある申込書を記入し、必要書類を添付して、市商
工会、または市観光協会に提出してください。募
集案内と申込書は、市観光協会ホームページから
ダウンロードできます。

応募期間　10月1日（木）〜30日（金）　　
審査会　11月13日（金）午後3時
認定期間　認定のあった日から3年間
▶審査後、市の特産推奨品として認定された応募者

には「袖ケ浦市特産推奨品認定証」を交付し、推奨
品シールを付与します。
申   ▶市商工会
  　〒299−0261
  　袖ケ浦市福王台3−1−3
  　☎（62）0539
   ▶市観光協会（市役所5階）
  　〒299−0292
  　（住所不要）
  　☎（62）3436
  　FAX（62）7485

袖ケ浦市特産推奨品を募集します

食べてみない？

市観光協会
ホームページ市観光協会

ホームページ

　特産推奨品は、市商工会と市観光協会が認定した、いわ
ゆる「市公認のお土産」です。
　袖ケ浦ならではのおいしいものを、家族と、友人と、味
わってみてはいかがですか？

そでがうらの特
おいしいもの

産推奨品
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農業委員会の業務や農地に関する手続きなどを紹介します
問  農業委員会事務局
 ☎（62）3918
 FAX（62）7454

　市税などの滞納により、差し押さえた不動産の公売を行います。
　公売とは、市が差し押さえた財産を、入札などにより売却する制度で、定めら
れた公売保証金を納付すれば、原則、どなたでも参加できます。
　今回の対象地は農地のため、農業委員会の買受適格証明書が必要となりま
す。入札を希望する方は、事前に手続きを行ってください。
　なお、公売を中止する場合がありますので、入札日前に納税課へご確認くだ
さい。
公売不動産一覧表
区分番号 所在 地目（登記） 面積（㎡） 見積価額（円）

81-1 袖ケ浦市下新田字大沼357番 田 1,021 385,000 
入札日時　11月30日（月）午後1時30分〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
問  ▶公売について　納税課 ☎（62）2653　FAX（62）1934
 ▶買受適格証明書について　農業委員会事務局
 　☎（62）3918　FAX（62）7454

不動産公売を行います

農業委員会の活動
　農業委員会とは、農地法などの事務を行う行政機関で
あり、農業者の利益代表機関です。
　主に次の業務を行っています。
・農地の貸し借り、賃貸借の解約や所有権の移転、農地

の転用などの審査や許認可の業務
・農地などの利用の最適化（担い手への農地利用の集

積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促
進）の推進に関する業務
・農家台帳の作成・管理 など

農地利用最適化推進委員の活動
　農地利用最適化推進委員は、主に農業に関す
る現場活動を行い、遊休農地の解消と防止（農
地パトロールなど）や、担い手への農地の利用
集積（農地のあっせんなど）、新規参入者などの
支援（農地相談の受付など）を、主な役割として
います。
　また、農業委員と連携した取組みとして、意見交換会を行い、各委員が担当地
区の課題などを話し合い、活動内容などを決め、農地利用の最適化に向けた推進
活動に努めています。農地に関する悩みがある場合は、気軽にご相談ください。

農業委員会の業務

農地の所有権移転などは許可が必要です
　農地を農業上の収益を目的として、所有権移転（売買・贈与）や権利設定（貸借）
をする場合には、農業委員会の許可が必要です（農地法第3条）。
　農地を相続した場合は、10カ月以内に農業委員会への届出が必要です。
　賃貸借した農地の貸し借りをやめる場合は、農業委員会で手続きが必要です。
　農地を転用（耕作目的以外の土地にすること）する場合は、市街化調整区域内
の農地は知事の許可、市街化区域内の農地は農業委員会への届出が必要です（農
地法第4条、第5条）。
　農地に建物を建築する場合、都市計画法に基づく開発行為の許可も、併せて必
要になる場合があります。
　なお、農地を一時的に資材置場などとして利用する場合も、農地転用の許可が
必要です。また、転用の許可申請には多くの添付書類が必要となりますので、事
前にご相談ください。

農地の違反転用を見かけたら通報を！
　許可を得ずに農地を転用した場合や、許可どおりに転用していない場合は、農
地法違反となり、工事の中止や原状回復などの命令がなされることがあります。
違反した場合は、3年以下の懲役または300万円（法人は1億円）以下の罰金があ
ります。違反転用を発見した場合は、通報してください。

耕作放棄地をなくしましょう！耕作放棄は責務違反です！
　農地法では、農地の所有者などは、農地を適正に管理することと規定されてお
り、農地を耕作放棄することは、責務違反です（農地法第2条の2）。耕作放棄地の
増加は、雑草の繁茂や病害虫の発生などにより、近隣農地などへ悪影響を及ぼし
ます。
　農地を耕作できなくなったときは、他の農業者への貸付などをご検討くだ
さい。

農地法以外での農地の貸借などができます
　農業経営基盤強化促進法に基づき、市が定める農用地利用集積計画によっ
て、農地の賃貸借や使用貸借などができ、期間満了により農地は確実に返還さ
れます。

農業者だけが加入できる年金制度があります
　農業者年金は、農業者だけが加入できるもので、国民年金に上乗せする公的年
金です。加入のための条件などの詳細は、お問い合わせください。

農地に関する手続き など

　日没の時間が急激に早まるこの時期は、夕暮れ
時や夜間に、道路の混雑や視認性の低下などによ
る重大事故の発生が心配されます。
　「事故を起こさない」だけでなく、「事故に遭わな
い」ためにも、一人ひとりが交通ルールとマナーを
守り、交通事故を防止しましょう。
重点目標
・子どもを始めとする歩行者の安全と、自転車の

安全利用の確保
・高齢の運転者などの安全運転の励行
・夕暮れ時と夜間の交通事故防止と、飲酒運転などの危険運転の防止
問  市民活動支援課 ☎（62）3106　FAX（62）3877

9/21～30  秋の全国交通安全運動
～夕暮れの 一番星は 反射材～

9月30日「交通事故死ゼロを目指す日」

令和元年台風15号などによる住宅修繕の補助金申請の受付がまもなく終了します 申請期限　9月30日（水）　※詳細は、市ホームページをご確認く
ださい。　　問  都市整備課 ☎（53）8012　FAX（63）9670

意見交換会の様子

市街化区域内の道路拡幅事業を
推進しています

　道路は、交通機能やライフラインの収容、災害時の避難路など、重要な役割を
担っていますが、中には道幅が狭く、安全の妨げとなっている道路もあります。
　市では、このような問題がある道路を、沿線の方の合意のもと、道幅を広げて
安全に利用できる、市街化区域内の道路拡幅事業を推進しています。
▶詳細は、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

問  都市整備課 ☎（62）3516　FAX（63）9670

道幅を広げる前 道幅を広げた後

　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　FAX（62）7485
 ▶農業センター ☎（60）5171　FAX（60）5172

農業ヘルパー制度の利用者を募集
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被災住宅の修理でお困りの方へ
木造建設事業協会 千葉県協会の相談窓口

台風15号・19号・大雨被害で、り災証明書をもらったけれど、工務店が見つからない方は、ご相談ください。
問  被災住宅工事相談窓口 0120（029）289　※月〜土曜日の午前9時〜午後4時

　新型コロナウイルス感染症の検査で陽性と
なった方のうち、無症状の方や症状が軽い方は、
自宅療養となる場合があります。
　新型コロナウイルス感染症は、いつ・どこで・
だれが感染するかわからない状況です。ご自身
や家族が、感染または感染が疑われた場合に備
えて、普段から意識しておきましょう。
療養中の注意事項
・服薬中の薬がある方は、自宅療養期間中は、かかりつけ医療機関などに相談

する必要があります。
・外出を控えるため、配食サービスなどの確認をしておきましょう。
・こまめに手洗いをしましょう。
・感染拡大防止のため、本人は外出せず、自宅内でも必要最低限の行動に留め

ます。
・感染している方と、部屋を分けましょう。個室が難しい場合は、マスクをし、

十分に換気をしましょう。
・手で触れる共有の場所（ドアノブ・手すり など）を、消毒しましょう。
・汚れた衣服などは、手袋・マスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全

に乾かしてください。
・外部からの不要不急の訪問者は、受け入れないようにしましょう。
・同居の方も、不要不急の外出は避けましょう。
・感染者のお世話は、限られた方で行いましょう。
・同居の方も、毎日の健康観察を行いましょう。
・ごみは、密閉して捨てましょう。
問  新型コロナウイルス対策支援室 ☎（62）2323　FAX（62）3877

自宅療養をするときの注意点
新型コロナウイルス感染症

　根形中学校の最も特色のある教育活動は、毎年12月に行う「百人一首大会」で
す。平成6年に始まり、今年で27回目を迎える歴史のある大会です。大会の目標
は「日本の伝統文化である百人一首を学び、楽しみ、学年を越えて交流を深め
る」「仲間と協力しながらかるた遊びを通して学級としてのまとまりを高める」
です。
　大会に備え、1カ月前から個人で学びを深め、昼休みや清掃後の「学びの時間」
などを活用して、百人一首の歌や取り方のコツ、ルールを覚えます。大会競技は、
学年・クラスを越えた、全校オープンの班対抗戦で行います。クラスごとに4〜5名
の班を、全校で30班編成し、抽選で決まった相手チームと対戦します。体育館に
並べた畳を囲んで、競技を行います。一
枚でも多く取ろうと集中している生徒、
また、班員で協力して札を取っている生
徒と、それぞれが目標を持って試合に臨
みます。総得点で団体優勝クラスが選ば
れ、取った札の数で個人賞が選ばれま
す。昨年度は、新千葉新聞とJ：COM木更
津の取材を受けました。
　これからも、この伝統ある大会を大切
にして「学び」を深めていきたいです。

　昭和小学校の1つ目の自慢は、「特色ある校内研修」です。算数科と学校図書館
活用の2つの研修をしていますが、学校図書館活用の研修は、千葉県でもとても
珍しい取組みです。子どもたちが多くの本に
出会い、読書活動を充実させること、情報活
用能力の基礎を固めること、自分で進んで調
べ学習ができることを目指しています。主体
的な学びの基礎となる研修です。
　2つ目の自慢は、保護者ボランティアによ
る「下校パトロール」です。地域の方に協力し
てもらい、安全指導を行っています。また、
1・2年生の保護者全員が、当番で週1回、お子
さんの下校時刻に合わせ、学校から自宅まで
を一緒に歩きながら、パトロールをしていま
す。多くの方に見守られ、子どもたちは安心
して下校しています。
　これからも、学校・家庭・地域が手を取り合
い、「笑顔いっぱい昭和小」を築いていきま
す。

わたしたちの伝統
「百人一首大会」「笑顔いっぱい」

私たちの学校自慢
根形中学校昭和小学校

問  学校教育課
  ☎（62）3727　FAX（63）9680

　一人ひとりの気持ちと行動で、美しい袖ケ浦を目指しましょう。
日時　10月12日（月）午後3時30分〜5時頃
※雨天時は、15日（木）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　10月2日(金)
▶車でお越しの方は、臨海スポーツセンターの駐車場をご利用ください。
申   環境管理課 ☎（62）3413　FAX（62）7485

～まちをきれいに～
ポイ捨て防止啓発活動ボランティア募集

　消防団協力事業所表示制度は、事業所の消防団活動への協力が社会貢献と
して広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制が一層
充実されることを目的とした制度です。消防団協力事業所として認められた
事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークをホームペー
ジなどで公表することができます。
　現在、市では5事業所を認定しています。多くの事業所の皆さんの参加を、
お待ちしています。
問  消防本部 総務課 ☎（62）0119　FAX（62）9729

消防団協力事業所表示制度をご利用ください

　大規模災害が発生したとき、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、消防団員一人ひとりが生業を持
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
心のために、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　FAX（62）9729

消防団員（男・女）を募集しています

　「救急車を呼んだはずが、消防車も一緒に来
たのですがなぜですか」と聞かれることがあ
ります。
　これは、救急支援活動（PA連携）といい、消防
車（Pumper）と救急車（Ambulance）が連携し
て活動を行うことです。救急出動の中でも、傷病者の収容困難が予想される場合
や、重症者の場合など、迅速に対応するために消防隊と連携して活動します。
　また、消防隊は交通量の多い道路や、燃料など危険物漏れを伴う事故にも出
動し、車両誘導などの二次災害の防止活動も行います。
　市内の救急車が全隊出動している場合には、市原市や木更津市から救急車が
応援に来ることもあり、その際は、近くの消防車が先に救急現場に出動し、資器
材を使用していち早く救急活動を開始します。
　このように、日々活動していますので、皆さんのご理解をお願いします。
問  中央消防署 ☎（64）0165　FAX（62）9729

救急車と消防車は一緒に出動することがあります

　

　

　健康管理や健康増進のために、散歩やウォーキングを習慣にしている方や、
これから始める方を応援します。新型コロナウイルス感染症を予防しながら、
仲間と活動して不活発を防止する取組みです。エントリー団体には、情報提供
などにより、活動をサポートします。
袖ケ浦さんぽプロジェクトとは
・やりたい人が主体の活動です
・市に活動の登録をして、活動の輪を広げます
・「さんぽ」を主とした、運動と人との交流です
募集期限　11月30日（月）
対象　市内在住のおおむね65歳以上の方で、2名以上の

グループ
参加条件　
・グループ名を決め、必ず語尾に「さんぽ」をつけること
　例：「ガウラさんぽ」
・活動（散歩）について、エントリー用紙に記入して届出すること
申   ▶高齢者支援課 ☎（62）3225　FAX（62）3165
  ▶社会福祉協議会 ☎（63）3888　FAX（63）0825

袖ケ浦さんぽプロジェクト エントリー（登録）募集

おさんぽで地域活動しませんか

　昨年の百人一首大会
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令和3年4月入学
小学校入学児の就学時健康診断を行います

　令和3年4月に、小学校へ入学するお子さんの就学時健康診断を、学校ごと
に行います。入学対象者の保護者には、10月上旬に就学時健康診断の通知書
を郵送しますので、10月9日（金）までに届かない場合は、ご連絡ください。
　また、入学する学校で受診できない場合や、不明な点がある場合は、お問い
合わせください。
内容　内科・歯科検診、言語検査、面接
※視力・聴力検査は、希望者のみ行います。
対象　平成26年4月2日〜平成27年4月1日生まれのお子さん
保育があります

　保育を希望する方は、10月9日（金）までに、学校教育課へ申し込んでくだ
さい。保育の対象は、2歳〜就学前のお子さん(入学対象者を除く)で、一人200円
が必要です（当日集金）。
入学予定校以外への入学希望がある場合は、ご相談ください。
　私立学校への入学や、家庭の事情などで入学予定校への入学が困難な
場合は、就学時健康診断前にご相談ください。
問  学校教育課 ☎（62）3718　FAX（63）9680

学校（場所） 期日 受付時間 診察開始時間 入学説明会
長浦小学校 10月27日（火）13：00〜13：30 13：30

同時開催

根形小学校 11月2日（月） 13：10〜13：20 13：20
中川小学校 11月6日（金） 13：10〜13：25 13：30
昭和小学校 11月10日（火）13：00〜13：20 13：20
蔵波小学校 11月11日（水）12：50〜13：20 13：20
平岡小学校 

（幽谷分校同時開催）11月12日（木）13：00〜13：20 13：30

奈良輪小学校 11月18日（水）13：00〜13：20 13：20

　認定こども園まりんでは、令和3年4月入園の園児（1号認定）を募集しま
す。また、入園希望者の説明会を開催します。
園児募集
対象　令和3年4月1日時点の年齢が3歳のお子さん
定員　30名
応募方法　応募書類に必要事項を記入し、認定こども園まりんに提出してく

ださい。応募書類は、認定こども園まりんで、9月25日（金）〜10月12日
（月）に配布します。

※土・日曜日、祝日を除く。
応募期間　10月13日（火）〜15日（木）午前10時〜午後3時30分
入園希望者説明会
　新型コロナウイルス感染症対策のため、保護者の参加は各家庭1名まで
の、予約制で行います。また、当日はマスクの着用にご協力ください。
日時　9月25日（金）午前10時〜、午後1時30分〜
場所　認定こども園まりん 遊戯室　　定員　各30名（申込先着順）
申込方法　電話　　申込期間　9月16日（水）〜24日（木）
▶保育所部分（2号・3号認定）の募集は、12月頃に行う予定です。詳細は、本紙

などでお知らせします。
申   認定こども園まりん ☎（38）5101

令和3年4月入園  認定こども園まりんの園児を募集

「ながらパトロール」とは
　「犬の散歩をしながら」「自転車での通勤途中に」「買い物のついでに」な
ど、日常生活とあわせて行う無理のない防犯パトロールのことです。

　全国的に、児童・生徒が被害者となる、痛ましい事件が後を絶ちません。市内
の小・中学校では、不審者対応訓練やスクールサポーターによる「いかのおすし
体操」の講習を行うなど、児童・生徒が被害にあわないように指導したり、不審
者の目撃情報があった際は、学校職員やスクールサポーターなどがパトロール
をしたりして、児童・生徒の安全確保に努めています。
　児童・生徒の安全を守るためには、多くの方の目が力を発揮します。特に、下
校時、児童・生徒が友達と別れ、1人になるところに危険が潜んでいます。1人で
も多くの方が、登下校時刻にあわせて散歩や買い物などに出かけながら、見守
り活動を行うことが、一層の安全確保につながります。ぜひ、ご協力をお願いし
ます。
　また、市民会館や公民館ごとに、地区住民会議を組織し、「ながらパトロール」
の参加者に、オレンジ帽子を配布しています。パトロールの目印として、オレン
ジ帽子を着用すると、より効果的です。
問  学校教育課 ☎（62）3727　FAX（63）9680

児童・生徒の安全確保のため
「ながらパトロール」にご協力ください

　放課後児童クラブは、放課後などに就労などの
理由で、家庭に保護者がいない小学生が、安全に
楽しく過ごすための施設です。入会説明会など
は、次の日程で予定しています。
▶申込方法などの詳細は、各連絡先へお問い合わ

せください。

小学校区 クラブ名 連絡先 令和3年度の募集 事前見学 入会説明会
対象学年 募集開始 日時 場所

昭和
小学校

学童保育所
あそびっこクラブ キッズパレット

☎（53）7682
（平日10：00〜13：00）

1〜6年生
願書配布
　11月10日（火）
願書受付
　11月17日（火）

（17：00〜19：00）

　新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の
ため、見学はご遠慮
ください。

11月10日（火）
※昭和小学校就学時健康診断終了後〜

昭和小学校
体育館

学童保育所
ひみつきち
昭和放課後
児童クラブ 1年生

奈良輪
小学校

学童保育
オリーブズ 昭和保育園

☎（62）2427
（平日9：00〜16：00）

1・2年生 　奈良輪小学校就
学時健康診断の時
に、お知らせしま
す。

要予約
入会希望者のみ、

令和3年2月〜3月上旬予定
（詳細は、奈良輪小学校就学時健康診断

の時に、お知らせします。）
昭和保育園学童保育

グレープス 3〜6年生

蔵波
小学校

学童保育
子ども会館

ジュニアクラブ
すみれ福祉会
☎（63）9633

（平日8：30〜19：00）
1〜6年生 11月11日（水） 要予約

令和3年1月23日（土）
①10：00〜12：00
②12：00〜14：00

長浦公民館
多目的ホール学童保育

子ども会館
フレンドクラブ

学童保育
子ども会館 ※入会面接は、14：00〜

学童保育
子ども会館

フレンドクラブ学童保育
子ども会館第二
蔵波学童保育所

つくしんぼクラブ
つくしんぼクラブ

☎（62）6464
（平日14：30〜18：00）

1〜6年生 12月1日（火） 要予約 令和3年1月9日（土）9：30〜 蔵波台自治会館

長浦
小学校

長浦第一
放課後児童クラブ すみれ福祉会

☎（63）9633
（平日8：30〜19：00）

1〜2年生
10月27日（火） 要予約

令和3年1月30日（土）
①10：00〜12：00
②12：00〜14：00

長浦公民館
多目的ホール

長浦第二
放課後児童クラブ 3〜6年生 ※入会面接は、14：00〜 長浦第一放課後

児童クラブ
根形

小学校
根形放課後
児童クラブ 社会福祉協議会

☎（63）3888
（平日8：30〜17：15）

1〜6年生 令和3年1月以降 要予約 令和3年1月以降 未定中川
小学校

中川小学校区
放課後児童クラブ

平岡
小学校

平岡放課後
児童クラブ

すみれ福祉会
☎（63）9633

（平日8：30〜19：00）
1〜6年生 11月12日（木） 要予約

令和3年1月16日（土）10：00〜12：00 平岡公民館
多目的ホール

※入会面接は、14：00〜 平岡放課後
児童クラブ

放課後児童クラブの児童を募集
　登録には、教員や保育士などの資格の有無は、問いません。また、勤務時間
は、主に小学校の放課後（土曜日や夏休みなどの期間は終日）となります。希
望する方は、各連絡先へお問い合わせください。
問   子育て支援課 ☎（62）3272　FAX（62）3877

指導員の登録を受付中

乳がん検診（マンモグラフィ）の予約申込を終了しました マンモグラフィ（X線）検査は、定員に達したため、予約申込を終了しました。超音波検査の予
約申込は、引き続き受け付けています。　　問  健康推進課 ☎（62）3162　FAX（62）3877
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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。
　なお、9月4日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更となる
　場合があります。最新の情報は、主催者へお問い合わせください。

知 ら せお＆ベイ トン
ナ ーーコ

　 イベント
長浦おかのうえ図書館

市民ギャラリー
富嶽の会「富士山写真展」
期間　9月17日（木）午後0時30分〜

29日（火）午後1時30分
問  長浦おかのうえ図書館
  ☎（64）1046　FAX（64）1481

　  講座・セミナー
有害鳥獣対策のための講座
アライグマ、イノシシなどへの
対策を学ぶ！ 　

　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　10月18日（日）
　　　午前10時〜正午頃
場所　根形公民館 2階視聴覚室
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　10月9日（金）
申  農林振興課
  ☎（62）3426　FAX（62）7485

かずさDNA研究所
開所記念講演会 　

日時　10月24日（土）
　　　午後1時45分〜4時
場所　かずさアカデミアホール
※木更津駅東口から無料送迎バス
（12：45発）を運行します（要申
込）。

内容　講演「おいしいイチゴのプロ
フィール〜最新のイチゴ情勢、特
徴、品種改良〜」・「ウイルスと戦
う！感染症に対する宿主免疫」

定員　200名（申込多数の場合は抽
選）

申込方法　かずさDNA研究所ホーム
ページの予約フォームで申し込む
か、参加者全員の郵便番号・住所・氏
名・ふりがな・電話番号・送迎バスの
利用の有無を、往復はがき、または
FAXで申し込んでください。

申込期限　9月28日（月）必着
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

　 スポーツ
マラソンクリニック

　ベテランコーチが、フォーム確認や
練習方法を紹介・実践します。
日時　10月31日（土）
　　　午前9時〜11時
※天候・グラウンドの状態が不良の場

合は中止。
場所　陸上競技場
持ち物　シューズ・着替え・タオル・飲

み物・マスク
参加費　大人1,500円、学生500円
申込方法　電話
申   総合運動場
  ☎・FAX（62）5350

　 募集
長浦英会話クラブ 新入会員募集

　外国人講師とのコミュニケーショ
ンを中心に、ビギナーからベテランま
で楽しめるクラブです。コロナ対策を
して活動していますので、ぜひ見学に
お越しください。
活動日時　毎週土曜日の午後7時15分

〜8時45分
活動場所　長浦公民館 2階研修室
会費　1カ月2,000円（3カ月ごとに

集金）
※入会金1,000円がかかります。　
申   髙品 ☎080（3758）4887
  馬場 ☎080（5514）8245

シニアクラブ新規会員を大募集
　シニアクラブ連合会は、高齢者の生
きがいや健康、仲間づくりのため、同
世代で支え合い「より良い地域づく
り」を目指して、日々活動しています。
　仲間と一緒にスポーツなどを楽し
んだり、美化活動などの地域貢献を
行ったりして、楽しい時間を過ごしま
せんか。
▶詳細は、お問い合わせください。
申  社会福祉協議会
  ☎（63）3888　FAX（63）0825

　 お知らせ
路線バスでは感染症対策を
行っています 　

　市内を運行する路線バスは、安心し
て利用できるよう、車内の換気や、待
機中に車内の消毒をするなど、感染症
対策を行っています。
　現在、減便などをせずに、通常どお
り運行しています。通勤・通学時に、ぜ
ひご利用ください。
問  企画課
  ☎（62）2327　FAX（62）5916

テレビ受信障害対策工事を行います
　市内に、700MHz（メガヘルツ）帯
携帯電話基地局が開設されます。新し
い電波の利用が始まると、一部の地域
でテレビ画像が乱れたり、映らないな
どの受信障害が発生する可能性があ
ります。
　700MHz利用推進協会では、その
影響を防止するための対策工事を
行っており、受信障害の発生する可能
性がある地域にお住まいの方へ、チラ
シの配布と協会指定の工事作業員が
説明に伺います。
　なお、今回の工事は、費用が発生し
ません。
▶詳細は、お問い合わせください。
問   700MHzテレビ受信障害対策

コールセンター（9：00〜22：00）
  0120（700）012
  ☎050（3786）0700（有料）

灯油はクリーンセンターでは
処分できません 　

　石油ストーブを処分する際は、必ず
灯油を抜いてから出してください。
問   廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセ

ンター内）
  ☎（63）1881　FAX（62）2820

国勢調査
ご協力をお願いします 　

回答期間
・インターネット
　調査表が届いた日〜10月7日（水）
・郵送　10月1日（木）〜7日（水）
※原則、調査員による調査票回収は行

いません。
▶詳細は、国勢調査総合サイトをご確

認ください。
問  ▶ 調査票の回答方法について
 　 国勢調査コールセンター
 　☎0570（07）2020
 ▶ 調査票の不足につ

いて
 　 国勢調査 袖ケ浦市 

実施本部事務局
 　☎（62）1212
 　FAX（62）5916

危険物取扱者試験
試験日　11月29日（日）
場所　清和大学・木更津総合高等学校
受付期間
・電子　10月6日（火）まで
・書面　9月17日（木）〜10月9日（金）
※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（土・日
曜日、祝日を除く）。

▶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　FAX（62）9729

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3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3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28日（月）〜10月
9日（金）

試験期日　10月27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
目の愛護デー　無料電話相談

　眼科医が、目の健康についての相談
にお答えします。
日時　10月11日（日）
　　　午前9時〜午後4時
相談電話　☎043（242）4271（当日

のみ通話可）
問   千葉県眼科医会事務局
  （祝日を除く、毎週火・金曜日） 
  ☎04（7186）7425　

　 審議会
　新型コロナウイルス感染症の影響
により、傍聴を中止、または開催を延
期・中止する場合があります。

介護保険運営協議会
日時　9月23日（水）午後2時〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　袖ケ浦市高齢者福祉計画・第8期

介護保険事業計画（骨子案）につい
て ほか

傍聴定員　3名（申込先着順）
申込期限　9月18日（金）
申   介護保険課
  ☎（62）3158　FAX（62）3165

教育委員会議
日時　9月23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　9月18日（金）
その他　人事に関する議件などは、非

公開とすることがあります。
申   教育総務課
  ☎（62）3691　FAX（63）9680

総合教育会議
日時　9月23日（水）午後4時〜
場所　市役所 2階第一会議室
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　9月18日（金）
その他　人事に関する議件などは、非

公開とすることがあります。
申   教育総務課
  ☎（62）3691　FAX（63）9680

農業委員会総会
日時　10月7日（水）午後2時〜
場所　農業センター 講習室
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　10月6日（火）
申   農業委員会事務局
  ☎（62）3918　FAX（62）7454

社会教育委員会議
日時　10月9日（金）午後3時〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　市の生涯学習の推進について
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　10月6日（火）
申   生涯学習課
  ☎（62）3743　FAX（63）9680

SUN SMILE プロジェクト ～コロナに負けない!!～ 医療従事者の方をはじめとする仕事に携わるすべての方へ、感謝の気持ちと私たちのこれからの希望を
込め、ひまわりに赤いリボンを結んでください。　　問  SUN SMILE PROJECT ☎050（3782）1608

国勢調査
総合サイト

　市では、不用になった古布類を回収し、工業用雑巾（ウエス）や中古衣料と
して、再利用しています。ごみステーションや自治会の資源回収で回収して
いますので、リサイクルにご協力ください。

資源にできる古布類の例
・古着（シャツ・ズボン・スカート・スーツ など）
・古布（タオル・シーツ・ハンカチ など）
資源として回収できない古布類（燃せるごみ、または粗大ごみ）
・汚れたものや濡れたもの、臭いがあるものなどの不潔な布類
・厚手の冬物衣類　　・社名の入った作業服・ユニフォーム
・和服　　・わたや羽毛の入った衣類・まくら・布団・毛布
・反物・カーペット・ぬいぐるみ・裁断くず・カーテン　　・下着類 など
▶古布類は、洗濯してから出してください。また、雨天時は、次の回収日に出

してください。
問  廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内） ☎（63）1881　FAX（62）2820

古布類のリサイクルにご協力ください
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編集室から
（O.A）

　袖ケ浦の特産推奨品、みなさんはいく
つ知っていましたか？今回、表紙で紹介
できたのは一部で、他にも
たくさんの推奨品があり
ます。地域の「おいしいも
の」食べてみてはいかがで
すか？

緊急連絡先などのご案内 　
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

12:40と18:30〜　かずさFM（83.4MHz）
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

市の情報はこちらから
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

20日 Kenクリニック
〔蔵波台6-19-1〕

外科
内科
小児科

（64）0211

21日 こいで胃腸科・内科
〔蔵波台6-1-5〕

外科
内科 （60）7451

22日 袖ケ浦さつき台病院
〔長浦駅前5-21〕 内科 （62）1113

27日 佐野医院
〔奈良輪1-9-8〕 内科 （62）2338

※�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（15歳未満）
	 相談時間
　毎日�午後7時〜翌日午前6時
� ☎＃8000�または�☎043（242）9939
q救急安心電話相談（15歳以上）
　相談時間
　●平日、土曜日　午後6時〜翌日午前6時
　●日曜日、祝日、振替休日　午前9時〜翌日午前6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。

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日
9月23日（水）～26日（土）・28日（月）・29日

（火）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

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

市税などの納期	 9月16日～30日   
●国民健康保険税　3期
　納税課�☎（62）2647
●介護保険料　3期
　介護保険課�☎（62）3158
●後期高齢者医療保険料　3期
　保険年金課�☎（62）3092

—納期内納付を心がけましょう—

緊急以外の修繕工事は指定工事店へ

水道事故の緊急時連絡先

かずさ水道広域連合企業団
浄水2課 施設管理2班 ☎（23）0743
※ 状況により修理や工事の費用は自己

負担となります。

かずさ水道ホームページ

　「親業」とは、「一人の人間を生み、養い、社会的に一人前になるまで育てる」
仕事にたずさわることです。
　「子どもの話を聴こうと思っても、つい口を出してしまう。」そんな悩みを
解決するヒントを学ぶことができます。
期日　11月7日（土）・28日（土）　　時間　午前9時～正午
場所　市民会館 3階中ホール
講師　内田 智代 氏（親業訓練協会シニアインストラクター）
対象　市内在住・在勤の0歳～高校生のお子さんを持つ保護者で、なるべく2日

間とも参加できる方
定員　20名（申込多数の場合は抽選）　　
申込方法　親業訓練入門講座と記載し、住所・氏名・電話番号・お子さんの年

齢を、メール、またはFAXでお知らせください。
申込期限　10月7日（水）
申   市民会館 ☎（62）3135　FAX（62）3138
   sode60@city.sodegaura.chiba.jp

子育て奮闘中の方 必見！
子どもの気持ちがわかる「親子のコミュニケーション」を学ぶ

▶ ▶ ▶ 親業訓練入門講座 ◀ ◀ ◀

　平安時代後期の僧「俊寛」について取り上げられている、
能や浄瑠璃作品についての講義を行います。
期日・内容　※全4回
・10月29日（木）、謡曲「俊寛」
・11月5日（木）、謡曲「俊寛」と「平家物語」
・11月19日（木）、近松作「平家女護島」の俊寛（前）
・11月26日（木）、近松作「平家女護島」の俊寛（後）
時間　午前10時30分～正午　　場所　中央図書館 2階視聴覚ホール
講師　佐藤 勝明 氏（和洋女子大学 日本文学部文化学科教授）
対象　成人　　定員　20名（申込先着順）
参加費　無料　　申込方法　電話
申   中央図書館 ☎（63）4646　FAX（63）4650

文芸講座  俊寛をめぐる能と浄瑠璃

尿失禁予防教室「もれなく講座」
日時　10月7日（水）午後1時30分～2時30分　　場所　平川公民館
持ち物　動きやすく裸足になれる服装・水分補給の飲み物
頭の元気トレーニング
日時　10月9日（金）午後1時30分～3時　　
場所　長浦おかのうえ図書館
内容　簡単な体操・頭の体操・音読 など
持ち物　動きやすい服装・靴、水分補給の飲み物
共通事項

対象　市内在住の成人（おおむね65歳以上）
定員　15名（申込先着順）　　申込方法　電話
▶当日はマスクを着用し、自宅で体温測定をしてきてください。
申   地域包括支援センター ☎（62）3225　FAX（62）3165

高齢者支援課　定例講座

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。
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。　　 問  納税課 ☎（62）2647　FAX（62）1934

▶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　FAX（62）9938

シルバー人材センターでは
さまざまな仕事をお受けします　昔話の語りや、絵本の読み聞かせを行います。

日時　10月11日（日）午後2時～2時30分
場所　中央図書館 2階第一会議室
対象　おはなし会の間、マスクをして一人で座っ

ていられる、4歳～小学6年生のお子さん
※お子さん優先のため、保護者の方は予約できま

せん。
定員　12名（申込先着順）　　参加費　無料
申込方法　電話
▶当日は、5分前までに受付してください。受付で

は、検温結果などを伺います。定員に空きがあ
れば、予約していない方や保護者も参加できま
す。参加者には、トショロカードを配布します。

申   中央図書館 ☎（63）4646　FAX（63）4650

図書館主催  子ども向けおはなし会

図書館イメージキャラクター
「トショロ」

　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9日・16日・23日、11月6日　※すべて金曜日
時間　午前10時～正午
※10月23日（金）は、録音体験を行うため、午前10時～午後3時
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　10名（申込先着順）　　受講料　無料
申込期限　10月5日（月）
▶当日は、マスクの着用をお願いします。
申   ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
  ☎（63）3988　FAX（63）0825

音訳ボランティア入門講座

　会員が蓄積した知識・経験を活かして、丹念に仕事を行います。ぜひ、ご利
用ください。
仕事内容　植木の手入れ、草取り、草刈り、大工仕事、ふすま・障子の張替え、

毛筆賞状書き・工場内軽作業 など

新規会員募集中！
会員の方に「やりがい」を聞いてみました！

樋
ひ う ら

浦 弓
ゆ み こ

子 さん（加入5年目）　
　私は週3回、市内2カ所の工場で清掃の仕事をしていま
す。清掃場所で勤務されている方は皆さん親切で、「お母
さん」と呼んで慕ってくれたり、仕事の合間にお話をし
たりするのが楽しみでもあり、私の生きがいです。
　これからも健康に気を付けて、少しでも長く続け
たいと思います。


