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主な内容

2面：図書館特集
3面：Go To Eatキャンペーン
4面：10月は3R推進月間
5面：イベント＆お知らせコーナー
6面：緊急連絡先などのご案内

はじめまして、

読 蔵書数を誇り、多くの本と出会える場所です。

書の秋。袖ケ浦の図書館は、千葉県内でも有数の

図書館では、
「 本を借りる」だけでなく、赤ちゃんか
らお年寄りまで、楽しめるイベントや企画を行ってい
ます。
今年の秋は、図書館で新たな本との出会いを探しま
せんか。
問 ▶中央図書館 ☎
（63）
4646 FAX
（63）
4650
▶長浦おかのうえ図書館
☎️
（64）
1046 FAX
（64）
1481
▶平川図書館 ☎
（75）
7392
▶根形公民館図書室 ☎
（62）
6163
▶平岡公民館図書室 ☎
（75）
6663

多くの本と出会える
人口1人あたりの蔵書冊数
県内2位！
（平成30年度時点）
順位 市町村名

1人あたりの冊数

蔵書数（総冊数）

1

横芝光町

12.71

391,643

2

袖ケ浦市

11.13

696,708

3

白井市

8.93

587,796

ほかにも...
・人口1人あたりの貸出冊数 県内6位
（8.76冊／年）
（平成30年度時点）
・図書館を使った調べる学習コンクール上位入賞者数
20年連続全国1位
（令和元年度時点）

図書館でできる 5つのこと
0歳からだれでも

なんでも聞いてください

①資料が借りられる

②レファレンスサービス

図書館の資料を借りるために必要な資料利用券
は、0歳から作成できます。
資料利用券を新しく発行する場合は、作成する
方の住所・氏名が確認できるもの（保険証など）を
持参して、ご本人がお越しください。
また、お子さんの資料利用券をつくる場合は、お
子さんご本人と一緒にお越しください。
対象 市内または近隣市在住の方

情報を求めている方のお手伝いをします。探し
ている情報が見つからない時、本が選べない時な
ど、困ったことがあれば、なんでも相談してくださ
い。調べ学習の相談にも応じます。

最新情報配信中！

図書館公式ツイッター
イベント情報や館内の様子な
ど、最新の情報を発信します。
メールマガジン
毎月1回、新着図書の紹介など
を、配信します。キーワード登録
をすると、好きな作家やジャン
ルの新着資料の情報を、いちは
やく入手できます。

続きは2面で紹介します。

こんなことも調べます！
地域の歴史について知りたい！
昔 読んだ本のタイトルを忘れてしまったが、探
してほしい！
道端で見つけた植物の種類を知りたい！

図書館
公式ツイッター

メールマガジン
登録ページ

日曜日の住民票などの証明書交付窓口開設日

期日
時間

10月25日、11月8日・22日 ※毎月第2・第4日曜日
午前9時〜正午
場所 市役所 市民課
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図書館でできる 5つのこと
お子さんに絵本をプレゼント

③ブックスタート

おうちで絵本を楽しんでもらうため、市内在住
の1歳未満のお子さんに、絵本をプレゼントしてい
ます。まだもらっていない方は、母子手帳を持参し
て、午後5時15分までに中央図書館、または長浦お
かのうえ図書館で受け取ってください。
※通常は、4か月児教室で読み聞かせをして配布し
ていますが、新型コロナウイルス感染症の影響
により、中止しています。再開までは、すこやか
相談で配布のみ行います。

事前
予約

いろんな物語に出会える

図書館（中央・長浦・平川）では、おはなしの楽し
さを知ってもらうため、4歳から小学生のお子さん
を対象に、昔話の語りやおすすめ絵本の読み聞か
せをする「おはなし会」を行っています。
イベント情報は、本紙や図書館ホームページ、図
書館公式ツイッターなどでお知らせします。

Next

場所・期日
・長浦おかのうえ図書館 10月18日（日）
・平川図書館 10月31日（土）
・中央図書館 11月7日（土）
時間 午後2時〜2時30分
参加費 無料
申込方法 電話

1面から続いています。

アノ名作をもう一度

事前
予約

④おはなし会
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⑤名画鑑賞会

図書館（中央・長浦）では、国内外の名作映画を上
映する
「名画鑑賞会」
を行っています。
イベント情報は、本紙や図書館ホームページ、図
書館公式ツイッターなどでお知らせします。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、平川図
書館の名画鑑賞会は、
当面の間中止します。

Next

「南国土佐を後にして」
日時 11月18日
（水）
午前10時～11時20分
場所 長浦おかのうえ図書館
定員 50名
（申込先着順） 参加費 無料
その他 字幕なし
申込方法 電話
参加をお待ちしています！

映画会ボランティアの皆さん

図書館を支えるひと
おはなし会ボランティア

長谷川 幸子 さん

映画会ボランティア

幸田 幸夫 さん

本と親しむきっかけづくりを
おはなし会ボランティアは、図書館のイベントは
もちろん、幼稚園や保育園、学校などに出向き、絵本
の読み聞かせや昔話の語りなどを行います。
本を見ないで語るおはなしを聞いた時に、自分の
中で物語が描かれ、想像ができたことに感動し、私
も学んで語りたいと思い、図書館の講座に参加した
ことがきっかけで、
20年以上活動を続けています。
おはなし会のプログラムを作成したり、年齢に
あったおはなしを選んだりと、工夫を凝らしている
ので
「おもしろかった！」
や
「参加したことあります」
と声をかけてもらえることが、
とても嬉しいです。
私たちのおはなしが、お子さんが本と親しくなる
きっかけづくりになれば嬉しいです。
おすすめの映画を共有したい
映画会ボランティアは、
名画鑑賞会の上映作品を選
んだり、
当日の受付などを行います。
映画好きな方が多く集まり、私も昔から映画が好
きだったことや、図書館の近所に住んでいることも
あり、
発足した5年前に加入しました。
毎月の定例会では、自分のおすすめ作品の紹介
や、上映作品の選定を行います。私は日頃から、鑑賞
した作品の感想をまとめ、活動に活かしています。
私のおすすめの作品を上映できたことが、活動の
中で1番嬉しかったです。
これからも元気なかぎり、ボランティアを続けた
いと思います。

Ｍy本棚を利用しよう
資料利用券をお持ちの方は、図書館ホームページでパスワー
ドを登録すると、
マイページが利用できます。
マイページでは、貸出期間の延長手続きや、My本棚が利用で
きます。My本棚では、本棚を複数作ることができ、読みたい本や
図書館
気 に 入 っ た 本 ホームページ
の 情 報 を 、コ メ
ント付きで記録できます。
また、マイページ内で一度
設定すると、借りた本の履
歴を自動で保存できます。
お子さんと読んだ本の
記録を、思い出として残し
てはいかがですか？
パソコン版

社会教育推進員

佐藤 志津子 さん

みんなが楽しめるイベントを作りたい
社会教育推進員は、
イベントの企画や準備、
当日の
運営など、
図書館事業全般のお手伝いをします。
本に触
れる活動がしたいと思い、
平成19年に加入しました。
今年は新型コロナの影響で縮小していますが、
年に
2回
「トショロ月間」
というイベントを行います。
昨年のトショロ月間では「はらぺこあおむしの手
づくり工作」
を行い、
多くの方が訪れてくれました。
また、子どもたちに英語を教えている経験から、
ナーサリーライム（英語のわらべうた）を紹介する
イベントを行ったときに、
「お家でやる！」と言って
くれたことは、
とても嬉しかったです。
図書館にたくさん足を運んでもらえるよう、今後
も楽しい企画を作りたいです。

注目イベント！

10/24～11/23 秋のトショロ月間

中央図書館
社会教育推進員企画
歌舞伎 図書館座
「勧進帳」
11月13日
（金）
午前10時〜11時30分
長浦おかのうえ図書館
大人のためのお話し会
11月15日
（日）
午後1時30分〜2時30分
▶詳細は、本紙10月1日号、または図書
館ホームページをご確認ください。

PICK UP！

秋のこどもスタンプラリー

子どもの本の返却冊数分、ま
たは期間内の子ども向けイベン
トに参加すると、スタンプをが
もらえ、20個ためるごとにプレ
ゼントがあります。
対象 0歳～小学生のお子さん

安心してご利用ください

図書館の新型コロナウイルス感染症対策
資料の消毒

ウイルスの生存期間は、紙の上では24時
間、プラスチックでは72時間といわれている
ため、返却された資料は、図書は1日、CDは
3日おいてから消毒し、棚に返却しています。
また、一度手に取った資料用の返却かごを
設置し、定期的に消毒をしています。

資料の消毒

ソーシャルディスタンスの確保

座席数を減らし、間隔をあけて利用できる
ようにしています。
また、おはなし会や名画鑑賞会などのイベ
ントは、定員数を減らし、予約制で行ってい
ます。

名画鑑賞会のようす
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ご存知ですか？
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Go To Eat 千葉
〜お得に外食を楽しもう〜

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、
公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下
の年金受給者の生活を支援するため、
年金に上乗せして支給されるものです。
対象
・老齢基礎年金を受給していて、
次の条件をすべて満たしている方
・65歳以上である
・世帯全員が、
市民税非課税である
・年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下である
・障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が約
462万円以下の方
請求手続き
・新たに年金生活者支援給付金を受け取る方
対象者には、日本年金機構から案内が届きます。同封のはがき（年金生活
者支援給付金請求書）
に必要事項を記入し、
早めに提出してください。
※令和3年2月1日（月）までに請求手続きが完了すると、令和2年8月分から
さかのぼって受け取ることができます。
・年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きとあわせて、年金事務所または市役所で手続きをして
ください。
年金生活者支援給付金の請求に関する問い合わせ
専用ダイヤル ☎0570
（05）
1165
問 ▶木更津年金事務所 ☎
（23）
7616 FAX
（22）
5711
厚生労働省
▶袖ケ浦市 保険年金課 ☎
（62）
3092 FAX
（62）
1934
ホームページ

就学援助（入学準備学用品費）
を
小学校入学前に支給します

教育委員会では、経済的な理由で就学が困難と認められる児童・生徒の保護
者に、学用品費などの学校で必要となる費用の一部を援助しています。ランド
セルや上履きなど、市立小学校入学前に準備が必要な学用品を購入する場合、
入学前に援助を受けることができます。
申請期間 11月19日
（木）～12月28日
（月）
申請方法 申請書に必要事項を記入し、学校教育課に提出してくだ
さい。申請書は、学校教育課で配布、または市ホームページからダ
ウンロードできます。
▶詳細は、
就学時健康診断で配布する案内をご確認ください。
市ホームページ
問 学校教育課 ☎
（62）
3718 FAX
（63）
9680

ひとり親家庭等医療費等助成制度の
助成方法が変わります

県内の医療機関で受診する場合の助成方法が現物給付に
11月1日
（日）から、医療機関の窓口で、市発行の受給券と健康
保険証などを提示し、自己負担金（通院1回300円・入院1日300
円、市民税所得割非課税世帯は無料）
を支払う方法（現物給付）
に
市ホームページ
変更となります。
受給券は、
10月末に送付します。
なお、10月31日（土）までにかかった医療費などは、従来どおり、子育て支
援課に必要書類を提出し、
指定の口座からお受け取りください。
注意事項
・所得制限を超過している世帯や、子ども医療費助成受給券を交付されてい
る児童には、
ひとり親家庭等医療費等助成受給券は交付されません。
・県外の医療機関を受診した場合や、医療機関の窓口で受給券を提示しな
かった場合は、
従来の方法で申請をしてください。
問 子育て支援課 ☎
（62）
3272 FAX
（62）
3877

木更津市新火葬場整備運営事業の
進捗状況をお知らせします
4市共同（袖ケ浦・木更津・君津・富津）による新火葬
場整備は、事業主体である木更津市と、かずさまごころ
サービス株式会社が昨年6月にPFI事業契約を締結し、
令和4年度中の供用開始に向けて取り組んでいます。

工事用道路および新火葬場敷地の造成工事
工事用車両の進入道路を確保するため、整備工事を行いました。また、造成設
計が完了し、
本体敷地の造成工事に向けて準備を進めています。
新火葬場の施設整備
基本設計が完了し、工事を的確に行えるよう実施設計に取り組み、設計内容
が要求水準や各種法令などに適合しているか、専門家を交えたモニタリング業
務を行っています。

施設の概要
計画地 木更津市大久保840−3
（現木更津市火葬場隣）
敷地面積 33,457.02㎡
建築面積 3,254.42㎡
構造規模 火葬棟：鉄筋コンクリート造、
待合棟：鉄骨造地上２階
主要諸室 告別・収骨室5室、
待合室10室、
多目的室 ほか
火葬炉数 10基
火葬件数 25件／日
問 環境管理課 ☎
（62）
3413 FAX
（62）
7485

Go To Eatキャンペーン
・予約サイトの利用でポイントがもらえる
オンライン飲食予約サイトの利用で、次回以降に飲食店で利用で
きるポイントを、昼食時間帯は1回500円分、夕食時間帯は1回
市ホームページ
1,000円分のポイントを、
1回の予約で最大10,000円分付与します。
・
「プレミアム付食事券」をお得に購入
登録飲食店で利用できる12,500円分の「プレミアム付食事券」
を、10,000円で購入できます。
食事券は、LINEで購入できる「電子クーポン」と、抽選購入の「紙 電子（LINE）
クーポン
クーポン」があります。
紙クーポンの抽選申込を郵送で行います
申込方法 氏名
（フリガナ）
・郵便番号・住所・電話番号・年齢・希望冊数
（1人2冊
まで）
・引換希望場所（千葉県内の商工会議所・商工会・東武トップツアーズ
店舗のいずれか）を第2希望まで記入し、
はがきでお知らせください。
申込期限 10月30日（金） ※消印有効
▶当選者には、11月中旬に当選はがきを送付します。
申 〒260−0028
		 千葉市中央区新町18−10 千葉第一生命ビル5階
		（東武トップツアーズ（株）千葉支店内）
		 Go To Eatキャンペーン 千葉県事務局
▶詳細は、市ホームページをご確認ください。
問 コールセンター ☎0570
（052）
120
（10：00〜19：00）

11/15
（日）

市内一斉清掃日

自宅周辺の道路や公園、
ごみ集積場所などの清掃を行います。
当日収集した
ごみは、
指定された場所に出してください。
皆さんのご協力をお願いします。
日時 11月15日
（日）
午前8時～正午
※小雨決行。
荒天の場合は、
12月6日
（日）
に延期します。
▶実施・順延などは、
防災行政無線、
または通話料無料のテレホンサービス
0120
（031）
240でご確認ください。
注意事項
・ごみの分別にご協力ください。
・粗大ごみは収集しないでください。
・側溝などの清掃を行う自治会などには、土のう袋を窓口で配布します。な
お、
必ず事前に土のう袋の収集場所を連絡してください。
問 環境管理課 ☎
（62）
3413 FAX
（62）
7485

12/28
まで

令和元年台風15号などによる被災住宅修繕の
補助金申請の受付期間を延長します
り

令和元年台風15号などにより被災し、
罹災証明書で損害が判定された住宅の
応急修理工事の補助金申請期間は、9月30日まででしたが、工事の手配や着手
が遅れている方のため、申請期間を延長しました。
修繕をお考えの方は、まずはご相談ください。
申請期限 12月28日（月）
※10月30日（金）
までに、罹災証明の申請をしてください。
対象
・令和元年台風15号などにより被災し、罹災証明書を10月30日
（金）までに申請した方
・居住する住宅の応急修理工事をする方で、
修理工事が令和3年2月
市ホームページ
26日（金）までに完了する方
▶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。
申 都市整備課 ☎
（53）8012 FAX
（63）
9670

1/31
まで

袖ケ浦市中小企業支援臨時給付金
申請期限を延長します

8月31日に受付を終了した、袖ケ浦市中小企業支援臨時給付金は、新型コ
ロナウイルス感染症による影響が続いているため、売上減少月の比較期間と
受付期限を延長します。
対象
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、令和2年1月から12月まで
の間に、売上高が前年同月比で20％以上減少している月があるもの
の、
「千葉県中小企業再建支援金」
の対象とならない中小企業者 など
・市内に主たる事業所を有し、かつ、今後も本市で事業を継続する意思が
あること
・
「袖ケ浦市飲食店支援事業臨時給付金」
の対象ではないこと
給付額 1事業者につき10万円
申請方法 申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封して、郵送してくだ
さい。申請書は、市ホームページからダウンロードできます。
申請期限 令和3年1月31日（日） ※消印有効
▶詳細は、市ホームページをご確認ください。
申 商工観光課 ☎
（62）3428 FAX
（62）
7485

市ホームページ

市ホームページ
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R educe

リデュース

省資源化や長寿命化により、廃棄
物などの発生自体を抑制すること
ごみとなるものを家庭に持ち込
まないようにしましょう。日々の
生活での工夫の積み重ねが効果を
発揮します。
・買い物は、
マイバッグを持参する
・割り箸などはもらわない
・使い捨て商品は買わず、詰め替
え商品などを利用する

個人や家庭でできる

減量化・資源化への取組み
ごみの減量やリサイクル意識を生活習慣として定着させるには、理解と関心
を深めることが重要です。
ごみを排出する主体は自分たちだということを、一人ひとりが意識して、ご
みや資源を取り巻く課題の解決に向け、
取り組んでいく意識を持ちましょう。
買った食材を使い切ることや、
食べ残しを減らす食生活を目指す。
使い捨て商品や過剰包装のものは、
買わないようにする。
買い物袋を持参し、
レジ袋を買わないようにする。
マイボトルの使用や、
詰め替え商品の購入などで、容器包装の削減を図る。
長く使えるものを買い、
修理して使うなど、
ものを大切にする。
捨てる前に、
リユースや修理して使えないか検討する。
資源にできる雑がみなどは、
資源物の日に出してリサイクルする。
台所の生ごみは、
水を切り、
ごみの減量化を行う。
分別
してみる
ガウ…

分別すれば、
ごみの量も減るし、
負担も小さくなる
ガウ！

私たちの学校自慢
「ひまわりに願いを込めて」

R euse

リユース

一旦使用された製品などを、形状
を維持したまま再び使用すること
捨てる前に、まだ使える物は、活
用しましょう。
・欲しい人に譲る
・修理して使う
・残ったおかずは冷凍保存
・衣類はぞうきんに

— 4 —

問 廃棄物対策課

☎
（63）
1881
FAX
（62）
2820

R ecycle

リサイクル

一旦使用された製品などを、再資
源化して、新たな製品の原材料と
して利用すること
分別をしっかり行い、資源物は
資源物として出しましょう。

食品ロスを減らしましょう
食品ロスとは
まだ食べられるのに、捨てられてしまう食品のことです。
食品ロスが発生する理由
・過剰除去 調理時に、食べられる部分を捨ててしまう。
・期限切れ・買い過ぎ 消費期限や賞味期限が切れて、
捨ててしまう。
・食べ残し 食べきれずに、捨ててしまう。

食品ロスを削減するには
食品ロス削減には、一人ひとりが、日々の生活の中で少しずつ気を付けるこ
とが重要です。自分でもできることを、
考えてみましょう。
買い物
・食材の二重買いをしないよう、
冷蔵庫の中身を確認してから買いましょう。
・食べきれずに捨てることがないよう、安売りしていても食べきれる分だけを
買い、バラ売りや少量パックを活用しましょう。
料理
・食べきれる分だけを、調理しましょう。
・消費者庁が、食品ロス削減のためのレシピを、インターネットで
公開しています。
消費者庁の
食事
キッチン
・おいしく残さず食べきりましょう。
・残してしまったときは、
捨てずに冷凍保存して、
お弁当などで活用しましょう。
・外食では、食べきれる量だけ注文しましょう。

3010運動を行いましょう

3010運動は、会食時の食べ残しを減らすため、食事開始後30分と終了前
10分を、食べきりタイムとして、
料理を残さないように努めましょう。

蔵波小学校

夏の代表的な花として、ひまわりを育てた経験がある方は、多いと思いま
す。さまざまな行事が延期や中止となるなか、休校中に植えたひまわりは、ぐ
んぐん大きくなり、今では子どもたちや職員、保護者、来校者に元気を与えて
います。
ひまわりの花言葉で有名なのは「あなただけを見つめる」ですが、それ以外に
も「情熱」という花言葉もあります。この花言葉は、厳しい夏の暑さに負けずに、
ひまわりが元気に咲きほこる様子に由来しているそうです。
「情熱」という言葉
は「物事に対して激しく燃え上がる感情」を表しています。困難な状況にも、一
生懸命に立ち向かう子どもた
ちに贈りたい言葉です。
情熱をもって取り組む子ど
もたちは、キラキラ輝いて見え
ます。早く元気な日常が戻り、
グラウンドいっぱいに走り回
る子どもたちの姿を願い、大き
なひまわりを育てています。
問 学校教育課
☎
（62）
3727
FAX
（63）
9680

冬に向けて感染予防対策をしましょう
冬のインフルエンザの流行に備えて、
感染予防対策をしましょう。
今年は特に、新型コロナウイルス感染症との同時流行が心配されています。
普段の感染予防対策に加え、インフルエンザ予防接種を受けましょう。
感染防止の3つの基本
こまめな手洗い
咳エチケット
身体的距離の確保

インフルエンザ予防接種
発症をある程度抑えたり、重症化を予防する効果があります。ワクチンの免
疫がつくまでに2週間程度かかるため、
流行前の接種をおすすめします。
インフルエンザワクチン接種時期 ご協力のお願い
・65歳以上などの定期接種対象の方で、接種を希望する方は、早めに接種しま
しょう。
・定期接種対象以外の方は、10月26日（月）以降の接種に、ご協力ください。
特に、医療従事者や基礎疾患を有する方、妊婦、生後6か月～小学2年生のお子
さんは、10月26日（月）以降、
早めに接種しましょう。
※10月26日（月）は、あくまで目安であり、それ以前の接種を妨げるものではあ
りません。
問 新型コロナウイルス対策支援室 ☎
（62）
2323

FAX
（62）
3877
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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。
なお、10月6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。

イベント

全国秋のウォークラリー大会
日時 11月3日（祝）午前9時30分～
正午（9時受付） ※雨天中止
場所 長浦公民館 多目的広場、蔵波・
野田地区里山
内容 ウォーキング・スポーツ・レク
リエーション
定員 50組200名
※1組4名以下の家族またはグループ
持ち物 筆記用具・雨具
参加費 一人100円
（未就学児は無料)
※当日集金
申込方法 申込書に必要事項を記入
し、長浦公民館の申込箱に投函して
ください。申込書は、市民会館・各公
民館・各図書館で配布しています。
申込期限 10月27日
（火）
その他
・当日はマスクを着用し、自宅での検
温をお願いします。
・体調チェックにご協力ください。
申 	市レクリエーション協会
（社教連協内）
		☎（62）3139（土・日曜日、祝日を
除く10：00〜16：00）
問 	▶伊藤 ☎090
（4700）
3508
		▶NAGAX ☎080
（5403）
0006

しいのもり 自然散策会
秋を彩る草花や生き物の説明を聞
きながら、
散策しませんか。
期日 11月7日
（土） ※雨天中止
時間 午前9時～11時30分頃
集合場所 椎の森自然環境保全緑地
「しいのもり」
定員 30名
（申込先着順）
申込方法 電話
▶当日は、マスクを着用し、自宅での
検温をお願いします。
申 環境管理課
		☎（62）
3404 FAX
（62）
7485

東京ドイツ村
ウインターイルミネーション

相談
困ったら一人で悩まず行政相談
10月19日～25日は行政相談週間
総務省では、国の仕事に関する苦情
などの相談を受け、解決や要望の実現
を図る
「行政相談」を行っています。
行政相談専用ダイヤル
☎0570
（090110）
（平日8：30～17：15）
▶市では、毎月行政相談委員による相
談を受け付けています。定例行政相
談の詳細は、本紙1日号、または市
ホームぺージをご確認
ください。
問 	市民活動支援課
		☎
（62）
3102
インターネット
		FAX
（62）
3877
相談はこちら

営農状況に変更がある場合は
申し出を
農地の取得や賃借などをするため
の要件確認や、農業経営実態証明書発
行などのため、営農状況は、更新する
必要があります。
所有する農地や農機具、従事者、従
事日数などに変更があった場合は、申
し出てください。
問 農業委員会事務局
		☎（62）3918 FAX（62）7454

SUN SMILE プロジェクト
～コロナに負けない!！～
多くの賛同とご協力ありがとうご
ざいました。来夏もリボンを付けたひ
まわりを見つけたら、インスタグラム
で「♯サンスマイルプロジェクト」で
投稿してください。
サンスマイルの活動をご支援ください
チャリティ活動とボランティア活動
を行います。オリジナルステッカーの
売り上げは、
袖ケ浦市へ寄付します。
問 	SUN SMILE PROJECT事務局
☎050（3782）1608

使用者はこの額より低い賃金で労
働者を使用できず、この額より低い賃
金を定めていても、法律により無効と
されます。
▶詳細は、
お問い合わせください。
千葉県最低賃金時間額
925円
（従来は923円）
問 	▶千葉労働局
☎043
（221）
2328
		▶木更津労働基準監督署
		 ☎
（22）
6165

審議会

青少年問題協議会
日時 10月27日
（火）
午後3時～
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 令和2年度青少年健全育成事
業の実施状況について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 10月23日
（金）
申 生涯学習課
		☎
（62）
3743 FAX
（63）
9680

教育委員会議
日時

10月28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 10月26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

農業委員会総会
日時 11月6日
（金）
午後2時～
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 農地法の規定による許可申請
について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 11月5日
（木）
申 農業委員会事務局
		☎
（62）
3918 FAX
（62）
7454
日時

SUN SMILE
PROJECT
ホームページ

国勢調査
回答はお済みですか？

市文化協会 袖ケ浦俳壇選

炎天や戦車をよける峠道
初秋や一人旅する地図の上
職退いて一人長梅雨籠りをり
朝もやにとげの鋭き茄子を捥ぐ
母の名の新茶案内また届く
詫間
山本
浜野
鈴木
森松
久栄
昌子
勝
桜
清

中村 幸子
木曽野真紀
鈴木 和枝
西山たかし
高松 光陽

賢司

律子

小林

義人

國昭
袖ケ浦市民

石川

隆

東雲川柳会

西山

労働力調査にご協力ください

袖ケ浦川柳会選

70

11月17日
（火）
午後1時30分～
場所 長浦おかのうえ図書館 3階大
会議室
議題 図書館利用者アンケートにつ
いて ほか
傍聴定員 3名
（申込先着順）
申込期限 11月13日
（金）
申 中央図書館
		☎
（63）
4646 FAX
（63）
4650

天災へ人の無力さあたたかさ
蛙の子やはり蛙になってきた
先のこと話し合ってる夫婦箸
二〇二〇台風さんよ寝ていてね
困ったなコロナコロナであけ暮れて

未回答の方は、
至急回答してください。
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、回答は、インターネットか
郵送でお願いします。原則、調査員に
よる調査票回収は行いません。
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
国勢調査
		 ☎
（62）
1212
総合サイト
		 FAX
（62）5916

今回の調査対象は、蔵波台地区の一
部世帯です。
調査員が、
調査票を持って伺います。
問 	千葉県 統計課
		☎043
（223）2220

10月1日から千葉県の最低賃金
が改正されました

図書館協議会

お知らせ

袖ケ浦俳檀

音楽好きのシニア（原則50歳以上）
の方、一緒に楽器を楽しみませんか。
初心者の方も大歓迎です。見学をお待
ちしています。
活動日時 毎週金曜日午後1時～3時
活動場所 根形公民館 ほか
会費 月2,500円 ※別途入会金1,500円
募集パート ピアノ・キーボード・弦
楽器 など
申 田村 ☎090
（5431）
6039

尿失禁予防教室「もれなく講座」
日時 11月11日（水）
午後1時30分～2時30分
場所 老人福祉会館
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 11月20日（金）
午後1時30分～3時
場所 平川公民館
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）
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

10月28日（水）～11月2日（月）は、
施設点検のため、休場します。
問 	ガウランド
		（袖ケ浦健康づくり支援センター）
		☎（64）3200 FAX（64）3201

雨止みを待ちてひらりと飛ぶあげ羽
小野
日々草の花から花へ
病室のカーテン越しに「だいじょうぶ」
小暮
術衣のパパへ少女の声する

上総シニアアンサンブル 団員募集

定例講座

ガウランド
施設休場のお知らせ

八ケ村巡る神輿の笛太鼓

募集

高齢者支援課

今年度の袖ケ浦美術展は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、中
止となりました。
問 	▶袖ケ浦美術展実行委員会事務局
		 ☎0439（35）3474
		▶生涯学習課
		 ☎（62）3744 FAX（63）9680

聞えぬ夕べに提灯ゆるる
年毎に花のひとつを増すと言う
山百合のごと八十路越えたし
コロナ禍と猛暑にあえぐ列島に
風速 の台風ぞ来る

開催期間中は、周辺道路の混雑によ
り、入園や退出に時間がかかることが
予想されます。市民の皆さんには、ご
迷惑をおかけしますが、ご理解をお願
いします。
開催期間 10月30日（金）～令和3年
3月28日
（日）
営業時間 午前9時30分～午後8時
▶特に混雑が予想される日は、12月
23日（水）
～1月3日
（日）
です。
問 	東京ドイツ村 ☎
（60）
5511

講座・セミナー

袖ケ浦美術展の中止について
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市民会館・公民館サークル作品展
今年度の市民会館・公民館まつりは、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止とし、サークル・団体活動など
の発表の機会として、サークル作品展な
どを行います。
当日は、新型コロナウイルス感染症対
策のため、検温や名簿の記入、マスクの着用にご協力ください。また、
発熱や、風邪などの症状がある方は、来場をお控えください。なお、今
後の状況によっては、
中止となる場合があります。
▶詳細は、
お問い合わせください。

場所

日時

主な展示場所

市民会館
（坂戸市場1566）
☎
（62）
3135 FAX
（62）
3138

10月31日（土）
～11月1日（日）
午前9時～午後4時

大ホール 1階ホワイエ

平川公民館
（横田115-1）
☎
（75）
2195 FAX
（60）
5001

11月7日（土）
～8日（日）
午前9時～午後3時

1階多目的室

長浦公民館
（蔵波513-1）
☎
（62）
5713 FAX
（60）
1138

11月7日（土）
～8日（日）
午前9時～午後4時

多目的ホール

根形公民館
（下新田1277）
☎
（62）
6161 FAX
（62）
6162

10月30日（金）
～11月1日（日）
午前10時～午後4時

多目的ホール

平岡公民館
（野里1563-1）
☎
（75）
6677 FAX
（75）
6862

10月30日（金）
～11月1日（日）
午前9時～午後4時

2階研修室

総合運動場 スポーツ教室生募集
ジュニアテニス教室
（硬式）
期日 ①10月28日～11月18日
の水曜日
（全4回）
②10月30日～11月20日
の金曜日
（全4回）
時間 午後4時30分～6時
場所 テニス場
対象 ①小学1～3年生
②小学4～6年生
定員 各12名
（申込先着順）
受講料 4,000円

マラソンクリニック
日時 10月31日（土）
午前9時～11時
場所 陸上競技場
受講料
大人1,500円、学生500円
健康ウォーキング教室
期日 11月10日～12月15日
の火曜日（全6回）
時間 午前10時～11時30分
場所 陸上競技場 など
定員 15名（申込先着順）
受講料 3,000円

共通事項
申込方法 電話
申 	総合運動場
		 ☎・FAX
（62）
5350

11/4

ファミサポ説明会

（水）

地域で子育て相互援助活動を行うファミリーサポートセンター（ファミ
サポ）では、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4日（水）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 市内在住の満20歳以上で、
心身ともに健康な方
持ち物 市内在住が確認できるもの
（運転免許証など）
申込方法 電話・FAX
申込期限 11月2日（月）
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（月～土曜日の9：00～16：30）

11/21
（土）

11/19
（木）

中高年向け再就職支援セミナー

市では、千葉県ジョブサポートセンターと連携し、近隣市と合同で中高
年向けの再就職支援セミナーを開催します。
期日 11月19日
（木）
時間・内容
・午前10時～正午、
セミナー
（書類の書き方や面接対策など）
・午後1時30分～4時、
個別相談
（希望者のみで、
各回30分）
場所 木更津市立中央公民館 アクアB館 3階多目的ホール
対象 おおむね40歳～65歳の求職中の方
定員 30名（申込先着順）
申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号・個別相談の有無を、電話、FAX、また
はメールでお知らせください。
▶雇用保険受給者の就職活動実績になります。
申 	商工観光課 ☎
（62）
3428 FAX
（62）
7485
sode19@city.sodegaura.chiba.jp
		

便利で確実な
口座振替のご利用を

まちづくり講座

福島県浪江町の復興支援をはじめ、地域づくりや市民協働のアドバイ
ザーとして活躍中の講師を招き、
まちづくり講座を開催します。
日時 11月21日（土）午後1時30分～3時30分
場所 市役所 旧館3階大会議室
講師 櫻井 常矢 氏（高崎経済大学 地域政策学部地域づくり学科教授）
対象 市内在住、在勤、または在学の方
定員 20名程度（申込多数の場合は抽選） 受講料 無料
申込方法 住所・氏名（ふりがな）
・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 11月4日（水）
▶当日は、マスクの着用をお願いします。
申 	市民活動支援課 ☎
（62）3102 FAX
（62）
3877
sode03@city.sodegaura.chiba.jp
		

緊急連絡先などのご案内

市の情報はこちらから
広報そでがうら 毎月1日・15日発行
新聞折込みやコンビニなどで配布して
います。
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

10月

午前9時〜午後5時

当番医

診療科目

電話

18日

田中医院
〔神納2-10-7〕

内科
小児科 （62）4800
呼吸器内科

25日

田部整形外科
〔蔵波台5-19-7〕

整形外科 （62）4155

25日

さくま耳鼻咽喉科医院 （午前9時～正午）
（60）2787
〔神納617-1〕
耳鼻咽喉科

※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（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

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。

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

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。
緊急以外の修繕工事は指定工事店へ

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日

10月19日
（月）
～24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
●市県民税 3期
●国民健康保険税

10月16日～11月2日

●介護保険料

介護保険課
☎
（62）
3158

4期

FAX
（62）
1934

FAX
（62）
3165

●後期高齢者医療保険料
保険年金課
☎
（62）
3092

編集室から
（O.A）

4期

納税課 ☎
（62）
2647

かずさ水道ホームページ

4期

FAX
（62）
1934

—納期内納付を心がけましょう—

図書館で取材中に、子どもの頃に買っ
てもらった、私と同じ名前の女の子が出
てくる絵本を見つけました。新たな出会
いだけでなく、再会も
できる場所。図書館で
出会いを探してみては
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 FAX
（62）
1934
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。

