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・人口：64,901（＋17）・男：32,864（−7）・女：32,037（＋24） ・世帯：28,156（+25） 
・転入：183〈男94/女89〉・転出：167〈男103/女64〉・出生：54〈男22/女32〉・死亡：53〈男20/女33〉

Wash 
your hands

手を洗う回数　減っていませんか？

　新型コロナウイルス感染症と風邪・インフルエンザは、症状がよく似ていま
す。身体に異変を感じたら早めに休養をとり、かかりつけ医療機関へ相談しま
しょう。

受診の際の注意点
・受診前に必ず医療機関に電話し、受診時間などを相談してください。
・マスクをしたうえで、受診してください。
・受診の際は、なるべく公共の交通機関以外の手段を使用してください。 
こんな時はご相談ください
　発熱しているけれど、かかりつけ医がいない。どこに相談すればいいの？
相談先
▶袖ケ浦市 新型コロナウイルス対策支援室
　☎（62）2323　FAX（62）3877（平日8：30～17：15）
▶千葉県発熱相談センター（24時間毎日対応）
　☎0570（200）613（12月5日（土）午前8時まで）
　☎03（6747）8414（12月5日（土）午前8時以降）

　冬は、クリスマスや大晦日、初日の出などの季節の行事で、人が集まる機会が
増える季節です。季節の行事に参加する際は、基本的な感染対策（身体的距離の
確保・マスクの着用・こまめな手洗い など）を徹底しましょう。
　また、基本的な感染防止策が徹底されていない行事への参加は控えましょ
う。特に主催者がいない、クリスマスや大晦日、初日の出などの不特定多数の人
が密集し、大声などの発生を伴う行事・パーティーなどへの参加は控えましょ
う。
　このほか、街頭や飲食店での大量または長時間、深夜にわたる飲酒や、飲酒し
ての行事への参加は、なるべく控えましょう。
　今年の冬は、家族同士で過ごしたり、オンラインイ
ベントに参加したり、新しい季節の行事の楽しみ方を
検討しましょう。
問  新型コロナウイルス対策支援室
  ☎（62）2323　FAX（62）3877

新型コロナウイルス感染症対策を徹底しましょう
冬を楽しくすごすために！ 医療機関を受診する際は

分科会から
政府への提言

千葉県
ホームページ

要注意！！  感染リスクが高まる5つの場面

飲酒を伴う懇親会 など
仕事で休憩時間に入った時など
の、居場所が切り替わったとき 大人数や長時間の飲食 マスクなしでの会話 狭い空間での共同生活

手を
洗いましょう！
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障がいに関する相談などを受け付けています
障がいを理由とする差別に関する相談窓口
問  ▶袖ケ浦市 障がい者支援課 ☎（62）3187　FAX（63）1310
  ▶君津健康福祉センター（君津保健所） ☎（23）6603　FAX（25）4587
  ▶千葉県 障害者福祉推進課 ☎043（223）2338　FAX043（221）3977

障がい福祉の相談を受け付けています
相談日時　月～金曜日の午前9時～午後5時（祝日、年末年始を除く）
相談場所　障害者相談支援事業所「えがお袖ケ浦」（市役所1階）
問  障害者相談支援事業所「えがお袖ケ浦」 ☎・FAX（62）3334
身体障害者・知的障害者相談員を紹介します　
　障がいのある方や、その家族の心配事・悩み事などにお応えしています。
身体障害者相談員（敬称略）　手塚 正二、高森 美保
知的障害者相談員（敬称略）　山本 幸、前田 三重子
問  障がい者支援課 ☎（62）3187　FAX（63）1310
障がい者虐待の疑いがある場合は通報してください
通報先　・月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分（祝日、年末年始を除く）
　　　　　障がい者支援課 ☎（62）3187　FAX（63）1310
　　　　・月～金曜日の午後5時15分～翌日午前8時30分、土・日曜日、祝日
　　　　　君津ふくしネット ☎0439（27）1482　FAX0439（88）1481

障がいのある方を対象に就労支援を行っています
相談日時　月～金曜日の午前9時～午後5時
※祝日と年末年始、8月13日～15日を除く
相談場所　障害者就業・生活支援センター エール
問  障害者就業・生活支援センター エール ☎（42）1201　FAX（25）5250

　共に支え合って暮らす、共生社会の実現を目指し
て行っている、さまざまな事業を紹介します（一部所
得制限や年齢制限などがあります）。
▶ 詳細は、市ホームページをご確認く
ださい。

問  障がい者支援課
  ☎（62）3187・（62）3199
  FAX（63）1310

12月3日～9日は障害者週間

共生社会の実現を目指して
市ホームページ

❃ 社会参加のために
支援内容 対象

福祉タクシー利用券の交付
※ 年間で54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108枚）を交付。申請月
により交付枚数は異なります。1回の乗
車で3枚（1,500円分）まで利用可

身体障害者手帳（1・2級）または療育手帳
（A判定）を所持する在宅の方

自動車改造費の助成（10万円を限度、所
得制限あり）

上肢・下肢・体幹機能障がいの身体障害
者手帳（1・2級）を所持し、自分で自動車
を運転する方で市内に１年以上在住して
いる方

自動車運転免許取得費の助成
※ 免許取得に直接要した費用の3分の2
以内で10万円を限度

身体障害者手帳（１～4級）所持者、療育
手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳
（1・2級）所持者で市内に１年以上在住し
ている方

JR・バス・タクシー・航空旅客運賃などの
交通機関の割引 身体障害者手帳・療育手帳の所持者

有料道路の料金割引
※ 有料道路料金の5割引（他の割引制度
とは同時適用はなし）

身体障がい者本人の運転、または重度の
心身障がい者が同乗し、介護者が運転す
る場合

自動車税の減免 自動車を所有する障がい者、または障が
い者と生計が同一の方

ＮＨＫ放送受信料の免除
・障がい者のいる非課税世帯は全額免除
・�重度の障がい、または視覚・聴覚に障
がいのある世帯主は半額免除

❃ 心身障がい者（児）各種福祉手当（※各種手当には所得制限あり）
支援内容 対象

特別障害者手当（月額27,350円） 在宅で介護が必要な20歳以上の最重度障が
い者（おおむね2つ以上の重度の障がい）

重度心身障害者福祉手当（月額8,650円）
65歳未満の在宅の重度知的障がい者（A判
定）、または寝たきり身体障がい者（1・2級）、
もしくはその障がい者を介護する方

特別児童扶養手当（1級　月額52,500円、
2級　月額34,970円）

在宅で介護が必要な20歳未満の重度ま
たは中度心身障がい児の保護者

障害児福祉手当（月額14,880円） 在宅で介護が必要な20歳未満の重度心
身障がい児

心身障害児福祉手当（月額8,650円）
在宅で介護が必要な20歳未満の心身障
がい児（身体障害者手帳1～3級・療育手帳
Ａ判定もしくはBの1）を介護する保護者

難病患者療養見舞金（月20日以上入院：
月額7,000円、月20日未満の入院・月1日
以上通院：月額3,500円）

特定医療費（指定難病）受給者証、または小
児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、
１カ月以上継続的に入院または通院治療を
受けている方

心身障害者扶養年金（任意加入）：加入
者が死亡した場合、障がい者に年金を支
給（年金月額1口：20,000円　※掛金は
加入時の年齢による）

①身体障害者手帳（1～3級）、②療育手帳
または精神障害者保健福祉手帳（①②と同
程度）の所持者を扶養している65歳未満
の方

❃ 日常生活のために
支援内容 対象

重度心身障害者（児）医療費等の支給：
入院・通院時の医療費の自己負担額を助
成（一部自己負担あり）

身体障害者手帳（1・2級）または療育手帳
（A判定）・精神障害者保健福祉手帳1級
の所持者（年齢・所得制限あり）

紙おむつを給付
※年6回（1,100枚程度）

重度の障害者手帳所持者で、障がいを原因と
して常時紙おむつが必要な在宅の方（65歳
未満）

❃ 身体障がい者のために
支援内容 対象

身体障害者手帳の交付
※県が発行、窓口は市町村 身体障がい者（児）

障がいの程度を軽くしたり、障がいの進
行を防止するための医療（更生医療・育
成医療）を一部給付（所得制限あり）

・�身体障害者手帳の所持者で18歳以上の方
・�市内に申請者（保護者など）が居住する
18歳未満の方

訪問入浴サービス：移動入浴車の派遣 身体障害者手帳（1・2級）を所持し、65歳
未満で長期寝たきりの方

ベッド・入浴担架など日常生活用具の給付
（原則１割を自己負担、品目により介護
保険の利用を優先、所得制限あり）

身体障害者手帳を所持する在宅の方（一
部知的障がい者や精神障がい者の方など
への対象品目あり）

義肢・補聴器・車いすなどの補装具費の
支給（原則１割を自己負担、品目により介
護保険の利用を優先、所得制限あり）

身体障害者手帳・特定疾患医療受給者証
の所持者

理容師の派遣
65歳未満で、下肢・体幹・移動機能障が
いの身体障害者手帳（1・2級）を所持し、
障害支援区分4～6の方

軽度・中等度難聴児のための補聴器購入
費の助成（所得制限あり）

身体障害者手帳の交付にいたらない18歳
未満の軽度・中等度難聴児

❃ 精神障がい者のために
支援内容 対象

精神障害者保健福祉手帳の交付
※県が発行、窓口は市町村 精神障がい者（児）

精神障がいの通院医療費の自己負担額を
1割に軽減
※県の事業、窓口は市町村

通院により精神障がいの治療を受ける方

精神障がいの医療費の助成
※ 通院治療の場合は、自立支援医療（精
神通院）または後期高齢者医療の自己
負担分を助成

市内に1年以上住所を有し、1カ月以上継
続して精神障がいの治療を受けている方
（事前登録制・所得制限あり）

❃ 知的障がい者のために
支援内容 対象

療育手帳の交付
※県が発行、窓口は市町村 知的障がい者（児）

職親委託制度：更生援護に熱意をもつ事業
経営者のもとで、生活指導や技能習得訓
練などを行う

知的障がい者

　うぐいす園は、市からの指定を受けて、社
会福祉法人嬉泉が管理・運営しています。
　一般雇用されることが困難な方に作業
の場所を提供し、障がいの程度や適性に
応じて、自立に必要な作業支援や日常生
活の適応能力を高める生活支援などを
行っています。
場所　大曽根862−1
問  福祉作業所 うぐいす園
  ☎・FAX（63）2266

　 うぐいす園に来て、も
うすぐ2年がたちます。
初めは緊張しましたが、
今は環境にも慣れて、大
切な仲間もできました。

　 作業で今までできな
かったことができるようになったとき
は、やりがいを感じます。

　うぐいす園では、月に
一度、季節を感じられる
イベントがあり、とても充
実した生活を送ることが
できます。
　先日の運動会では、応

援団長を務め、競技では、みんなで「パプリ
カ」を踊ったり、楽しい思い出になりました。

職員の声
　私たち職員は、この
施設での支援をとお
して、ご利用者に、障
がいがあっても自分
の力で生きていく手
ごたえを感じ、自分で
もできるんだという自

信を取り戻してもらいたいと思っています。
そのため、ご利用者の言葉や行動だけでな
く、ご本人がどうしたいかという思いを汲

く

み
取って支えることを心がけています。
　この施設で、仲間と支え合いながら、仕
事の達成感や、集団での楽しみから視野を
広げるとともに、生きがいをたくさん感じて
もらえたらと思います。

福祉作業所うぐいす園••••• •••••

うぐいす園 管理者
松田 香 さん

植村 秀夫 さん 佐々木 祐子 さん

利用者の声
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交付できる証明書・手数料
・住民票の写し　200円　　・印鑑登録証明書　200円
・所得・課税（兼非課税）証明書　200円
・戸籍全部事項証明書・個人事項証明書　350円
・戸籍の附票の写し　200円
利用時間　午前6時30分～午後11時（年末年始を除く）
※ 戸籍全部（個人）事項証明書・戸籍の附票の写しの発行は、平日午前9時～午後5時
利用場所　キオスク端末が設置されているコンビニ など

②マイナポイントでお得！
　対象のキャッシュレス決済を利用すると、一人あたり最大
5,000ポイントがもらえます。
予�約・申込方法　対象のキャッシュレス決済や、スマホ・パソコン
からの申込方法は、総務省ホームページをご確認ください。スマ
ホやパソコンをお持ちでない方は、市民課窓口に設置している
端末から、マイナポイントの予約・申込が可能です。

問  市民課 ☎（62）2980　FAX（62）1934

マイナンバーカードの2つのお得
①住民票などのコンビニ交付で市役所交付より100円お得！

マイナンバーカードをつくろう

日時　12月15日（火）午前9時30分～午後4時
場所　袖ケ浦市役所 旧館3階大会議室
※ 必ず申告する本人が、運転免許証などの本人確認書類を持参のうえお越しく
ださい。
確定申告が自宅でできます
作�成方法　自宅のパソコンやスマホから、国税庁ホームページの「確定申告書
等作成コーナー」で作成できます。
提�出方法　マイナンバーカード、ICカードリーダライタ（マイナンバーカード
対応のスマホでも可）、または税務署の窓口で発行するID・パス
ワードを持っている方は、国税庁ホームページから申告できま
す。どちらも持っていない方は、作成した申告書を印刷し、郵送
で提出してください。

問  木更津税務署 ☎（23）6161（内線412・413）

　令和元年の台風などにより、住宅や家財などに損害を受け、令和2年に原状回
復のための費用の支払いをした方は、令和2年分の所得税および復興特別所得
税で雑損控除の適用により、所得税などの軽減を受けられる場合があります。
個別相談では、控除の適用の可否や計算方法などの相談に応じます。
期日　12月15日（火）
時間　・説明会　午前9時30分～10時30分、午後1時30分～2時30分
　　　・個別相談　午前10時45分～正午、午後2時45分～4時
場所　袖ケ浦市役所 旧館3階大会議室
個別相談の持ち物（一部の書類がない場合も相談できます）
・被害を受けた資産・取得時期・取得価額・持分が分かるもの
・被害を受けた資産の取壊し費用・除去費用などが分かるもの
・被害を受けた資産の修繕費の領収書・修繕内容が分かるもの
・�被害を受けたことにより受け取る保険金・義援金などの金額が分かるもの
・�市町村から交付された「罹

り

災証明書」（ない場合は「被災証明書」や損害状況
が分かる写真）

問  木更津税務署 ☎（23）6161（内線412・413）

災害などに関する申告手続きの説明会

　12月7日（月）～9日（水）は一般質問、10日（木）は一般質問予備日、18日
（金）は最終日となります。なお、今回提案している案件は、次の21件です。
・条例の一部改正　5件　　・指定管理者の指定　10件
・補正予算　5件　　・教育委員会委員の任命　1件
問  総務課 ☎（62）2104　FAX（62）5916

12月議会定例会を開催　12月18日まで

笹生 典之 氏
　議会議員のうちから選任される監査委員は、議会議員の任期満了に伴い、11月
12日付けで笹生 典之 氏が選任されました。
問  監査委員事務局 ☎(62)3916　FAX(62)7454

新たに監査委員が選任されました

e-Taxを利用するためのIDとパスワードの出張発行を行います

　市では、介護保険要介護認定を受けている方に、所得税や市県民税に係る
障害者控除を受けるための障害者控除対象者認定書を交付します。
対象　要介護1～5（要支援1・2は除く）の認定を受けている65歳以上の方
▶ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を交付されている方
で、認定書のほうが控除額が大きくなる見込みの方は、申請してください。
また、40歳～64歳で要介護4・5の認定を受けている方は、一部該当する場
合がありますので、お問い合わせください。
交付申請の受付日と認定書の交付開始日　12月1日（火）
申�請方法　申請書に必要事項を記入・押印のうえ、対象者の介護保険被保険
者証の写しを添付し、申請者の医療保険被保険者証などの本人が確認でき
る書類を持参して、介護保険課、平川・長浦行政センター、または地域包括
支援ひらかわ・ながうらサブセンターで申請してください。申請書は、各申
請場所の窓口に用意しています。
※ 障害者控除対象者認定書の即日交付は、介護保険課窓口のみ対応します。　
なお、交付は、所得税法と地方税法に定められた基準日（12月31日）の要
介護度などによるため、基準日前に要介護認定の新規・区分変更・更新申請
を行い、基準日に認定されていない場合は、認定の結果が出てからの交付
となります。

申   介護保険課 ☎（62）3206　FAX（62）3165

介護保険にかかる障害者控除対象者認定書を交付します

秋の叙勲
旭日双光章　地方自治功労
地方自治の発展に貢献
地引 正和 氏（元袖ケ浦市議会議員）
　昭和55年11月袖ヶ浦町議会議員に初当選以来、平
成16年11月まで6期24年の永きにわたり、袖ケ浦市
の発展と住民福祉の向上に尽力されました。
　この間、市議会副議長を務めるなど、地方自治の健
全な発展に多大な貢献をしたことが認められたもの
です。

瑞宝双光章　学校保健功労　成松 薫 氏
瑞宝単光章　防衛業務功労　佐久間 榮 氏

おめでとうございます
防犯栄誉銅章
生野 堯 氏（防犯指導員協議会 昭和支部長）

栄養改善関係功労者知事表彰
吉田 典子 氏（母子保健・食生活改善協議会 会長）

　多年にわたり防犯活動に尽力し、犯罪防止に特
に顕著な功労があったことが認められ、全国防犯
協会連合会長より表彰されました。
問  市民活動支援課 ☎（62）3106　FAX（62）3877

　食生活改善推進員の資質向上に貢献した功績
が認められ、健康増進実践活動功労者として、栄
養改善関係功労者知事表彰を受賞されました。
問  健康推進課 ☎（62）3162　FAX（62）3877

総務省
ホームページ

台風や豪雨災害などの被害を受けた方へ

ありがとうございます
書の寄贈　�辻元 大雲 氏
　市の芸術文化の振興に役立ててほしいと、市内
在住の書家であり、全日本書道連盟常任理事を務
める辻元大雲氏より、書が寄贈されました。
　寄贈された書は、皆さんが健やかで安心に暮ら
していくことができるようにとの思いを込め、「健安」と書かれています。
　市役所1階ロビーに展示していますので、ぜひご鑑賞ください。
問  生涯学習課 ☎（62）3744　FAX（63）9680

健康福祉功労　桐谷 好直 氏

文化の日 千葉県功労者表彰

　市と市内郵便局（7局）は、11月6日
に包括連携の協定を締結しました。
　この協定締結により、まちづくり全
般で包括的な協力・連携体制を強化
し、お互いの持つ人的・物的資源を有
効に活用することで、地域の活性化と
市民サービスの一層の向上に取り組
んでいきます。
問  企画課 ☎（62）2327　FAX（62）5916

市内郵便局と包括連携協定を締結しました

市ホームページ
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自治功労表彰
前市長
　出口 清 氏
前市議会議員
　長谷川 重義 氏
　佐久間 清 氏
保健医
　飯島 なおみ 氏
介護認定審査会委員
　加藤 和幸 氏
　砂川 直俊 氏
　鈴木 好之 氏
消防団員
　阿津 好幸 氏
スポーツ推進委員
　柴﨑 嘉一郎 氏
　岡上 敦子 氏

社会功労表彰
民生委員・児童委員
　中村 隆 氏
　竹元 悦子 氏

学校教育振興
学校医
　佐久間 貴章 氏
学校歯科医
　櫻井 麻美子 氏

社会教育振興
市少年野球連盟
　大友 省三 氏
　境屋 邦夫 氏
　樫田 恭二 氏
市子ども会育成会
連絡協議会
　友田 賢司 氏
市ボーイスカウト
育成会
　田中 明示 氏
市音楽協会
　早川 敦 氏
ガールスカウト
千葉県第87団育成会
　金子 惠美子 氏
社会教育推進員
　吉田 良美 氏

　袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市・鴨川市・南房総市・鋸南町の6市1町で
は、令和9年度の供用開始に向けた次期広域廃棄物処理事業を共同で実施して
おり、（株）上総安房クリーンシステムと9月29日に事業契約を締結しました。
　現在、事業者により、事業実施に伴う環境への影響について、事前に調査・予
測・評価などを行い、環境の保全への適正な配慮をするための環境影響評価を
実施しており、その後、設計、建設を経て、令和9年4月から稼働となります。
契約相手　株式会社上総安房クリーンシステム
契約金額　820億6千万円（税込）
袖ケ浦市の概算事業費（20年間）　約105億7,350万円（税込）
※供用開始年度（令和9年度）における計画ごみ処理量の割合に基づき算出した額
建設場所　富津市新富21番3
運転期間　令和9年度～令和28年度
▶ 詳細は、市ホームページをご確認ください。
問  廃棄物対策課 ☎（63）1881　FAX（62）2820

環境審議会委員を募集••••• •••••
主な業務　環境問題に関する基本的事項を審査し、意見する。
募集人員　男女各2名
任期　令和3年4月1日～令和5年3月31日（2年間）
応�募資格　市内在住で、環境問題に関心を持ち、年6回程度平
日に開催する会議に出席できる、20歳以上の方
※ 市議会議員・公務員・他の附属機関などの委員との併任はで
きません。
応�募方法　応募の動機（200字程度）に、氏名・住所・生年月日・性別・電話番号・職
業を記入し、はがき、封書、またはメールで応募してください（書式の指定なし）。
応募期限　令和3年1月31日（日）消印有効
申  〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所 環境管理課
  ☎（62）3404　FAX（62）7485
   sode17@city.sodegaura.chiba.jp

主�な業務　ごみの減量化・資源化・適正処理の推進に関する事項について、市長
の諮問に応じ、調査・審議を行う。
募集人数　2名
任期　令和3年4月1日～令和5年3月31日（2年間）
応�募資格　市内在住で、ごみの減量化や資源化に関心を持ち、年3回程度開催す
る会議に出席できる、20歳以上の方
※市議会議員・他の付属機関などの委員との併任はできません。
応�募方法　「ごみの減量化、資源化に対する考え」がテーマの作文（200字程度）
に、郵便番号・住所・氏名・生年月日・性別・電話番号・職業を記入し、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）。
応募期限　令和3年1月29日（金）必着
申   〒299−0265 　長浦580−5
  廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
  ☎（63）1881　FAX（62）2820
    sode18@city.sodegaura.chiba.jp

主�な業務　国民健康保険の運営に関し、意見交換や調査、審議を行い、市長へ意
見を提出する。
募集人数　2名
任期　令和3年4月1日～令和6年3月31日（３年間）
応�募資格　市内在住で、年3回程度開催する会議に出席できる20歳以上で、国
民健康保険に加入している方
応�募方法　応募の動機・国民健康保険に対する考え（200字以上）に、住所・氏
名・生年月日・電話番号・職業を記入し、郵送、FAX、メール、または窓口で提出
してください（書式の指定なし）。
応募期限　令和3年1月15日（金）消印有効
選考方法　書類審査・面接
申  〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所 保険年金課
  ☎（62）3031　FAX（62）1934
   sode09@city.sodegaura.chiba.jp

廃棄物減量等推進審議会委員を募集

国民健康保険運営協議会委員を募集

　君津土木事務所では、9月28日
に、小櫃川に堆積した流竹木の海へ
の流出による漁業（海苔網）などへ
の被害を防ぐため、関係団体と協力
して小櫃堰周辺堆積流竹木除去作
業を行いました。参加者が手作業で
拾い集め、回収量は5.3トンでした。
　これらの流出物は、木更津市・袖
ケ浦市・君津市内の小櫃川本川・支
川の周辺で切断された竹などが適切に処理されず、大雨などにより流出して
いることが考えられます。十分に注意しましょう。
問  君津土木事務所 ☎（25）5132

漁業被害の防止に向けて堆積流竹木除去作業

　市では毎年、市政の発展などに功労のあった方、善行が優れ市民の模範となる
方、教育・学術・文化の振興に関し功績が顕著な方を表彰しています。
　今年度は、11月18日に行った表彰式で、22名を表彰しました。
問  ▶市表彰について　秘書広報課 ☎（62）2435　FAX（62）3034
  ▶教育功労者表彰について　教育総務課 ☎（62）3691　FAX（63）9680

袖ケ浦市表彰・教育功労者表彰

第2期君津地域広域廃棄物処理事業
（ごみ処理事業）の状況をお知らせします

市ホームページ

　木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市で共同整備を行っている、木更津市新火葬
場の名称が決定しました。応募のあった65件の中から選定し、名称は、前田 恵美
子さんの「きみさらず聖苑」に決定しました。
　名称の意味は、「上総4市ともに、各市の名前の由来は、日本武尊と弟橘媛の伝
説から生まれたとされていることから、この伝説にちなんだ名称とすることが良い
と考え、また、きみさらず（君去らず）という言葉には亡くなった人を偲ぶ気持ちに
も通じ、聖苑の名にふさわしいと考えました。」とのことです。
　木更津市新火葬場は令和4年度の供用開始を目指し、引き続き整備を進めます。
問  環境管理課 ☎（62）3404　FAX（62）7485

「きみさらず聖苑」
木更津市新火葬場の名称が決定しました
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　すべての人の人権（命が守られ、幸せになる権利）が守られ、いじめや差別を
なくすためにはどうしたらよいか、この機会にみんなで考えてみましょう。
心をひとつに！みんなで新型コロナウイルスに打ち勝つための3つの取組み
① 根拠のない情報はむやみに信じず、公的な機関が提供する正確な情報を入手
して、冷静に行動しよう。
②思いやりの心を持ち、感染者などに対して差別やいじめをしない。
③ 一人ひとりが自覚と責任を持ち、「新しい生活様式」に基づき、3つの密（密閉・
密集・密接）を避け、エチケット・マナー（マスクの着用など）を徹底するなど、
できることから感染症の予防対策をしよう。
差別やいじめを受けてしまったら…
人権問題に関する相談窓口（法務局人権擁護局）
▶みんなの人権110番 ☎0570（003）110
▶女性の人権ホットライン ☎0570（070）810
▶子どもの人権110番    0120（007）110
※受付時間はすべて、平日8：30～17：15

期日　令和3年1月9日（土）
場�所　総合運動場 陸上競技場とその周辺コース
種目・対象

部門 距離 受付時間 スタート時間
小学１・２年生男子 １㎞ 8：00 9：00
小学１・２年生女子 １㎞ 8：10 9：10
小学３・４年生男女 ２㎞ 8：20 9：20
小学５・６年生男女 ２㎞ 8：40 9：40

一般男女（高校生含む） １０㎞ 9：00 10：00
中学生男子 ３㎞ 9：15 10：15
中学生女子 ３㎞ 9：35 10：35

一般男女（高校生含む） ５㎞ 10：00 11：00
対象　市内在住・在勤・在学の小学生以上
参加費　一般400円、中学生以下200円　※当日集金
申�込方法　住所・氏名・年齢・電話番号・参加部門と距離を、電話、また
はFAXでお知らせください。
申込期限　12月18日（金） 
注�意事項　当日の受付は時間を分けて行い、開会式は行いません。また、当
日の申込はできませんので事前に申し込んでください。

申   市体育協会（社教連協事務局内） ☎（62）3139　FAX（62）4950

　健康増進法の一部を改正する法律に基づき、令和2年4月から飲食店や事業
所など、複数の人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。ただし、一部の
施設は、既存特定飲食施設として、「喫煙標識」などを掲示して、喫煙可能とする
猶予措置があります。
　市では、店内禁煙を行っている店舗に配布するステッカーを2種類作成しま
した。
　望まない受動喫煙をなくすことで、
「安心して過ごせるお店」としてのＰＲ
にもなりますので、ステッカーの利用
にご協力をお願いします。掲示を希望
する店舗などは、ご連絡ください。
　なお、協力店は、市ホームページで掲
載予定です。
問  健康推進課
  ☎（62）3162　FAX（62）3877

※12月19日は、袖ヶ浦高校の図書委員が読み聞かせに参加します。
対�象　マスクをして1人で座っていられる、4歳～小学6年生のお子さんと保護者
参加費　無料
申込方法　各開催館へ、電話で申し込んでください。
▶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。

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

「誰か」のこと じゃない。

図書館主催の子ども向けおはなし会

「やさりん」「かっちー」
「たくまる」をめざして

　私たちの学校自慢
長浦小学校

　長浦小学校では、「いつでも本気 やかたっ子」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。
　一昨年、長浦小学校のテーマソング「やかたリスのうた」とダンスが生まれ、
スクールキャラクターであるやかたリス「やさりん」「かっちー」「たくまる」み
たいになろうと頑張っています。
　長浦小学校は「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
として授業を行い、「なぜ？どうして？」の疑問をもって学習する「かっちー」を
目指しています。実験や観察ができる「サイエンスルーム」、市章をモチーフに
した中庭の「メダカや金魚がいっぱいの大きな池」、校庭での「植物ウォークラ
リー」など、生活科や理科の学習環境が充実しています。
　これからも地域の方や保護者と協
力し、「やかたの子」の育成に尽力し
ます。
問    学校教育課
  ☎（62）3727　FAX（63）9680

ワンポイントアドバイス防災

　災害時に、市が発令する避難勧告などの情報は、
防災行政無線などで伝達するとともに、テレビや
インターネットなどでも確認できます。
利�用例　NHK総合テレビのデータ放送で、テレビ
のリモコンの「ｄボタン」を押して「地域の防災・
災害情報」を選択すると、避難情報を見ることが
できます。

問  危機管理課 ☎（62）2119　FAX（62）5916

～避難情報をテレビで見ることができます（Lアラート）～

日時 12月5日(土)
午後2時～2時30分

12月19日(土)
午後2時～2時30分
※クリスマスおはなし会

12月20日(日)
午後2時～2時30分

場所 中央図書館
2階第1会議室

中央図書館
2階視聴覚ホール

長浦おかのうえ図書館
3階大会議室

定員 12名（申込先着順） 20名（申込先着順） 12名（申込先着順）

受動喫煙防止協力店を募集します

新春マラソン大会

　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り、取
付作業を行います。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
・利用回数は、1世帯につき1回です。
・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を相談します。
・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。
・家具転倒防止器具は、各自で用意してください。
・器具によっては、ビスやくぎを使用するため、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。
・�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

もしもの時に備えましょう
家具転倒防止器具の取付け代行を行います

12月4日～10日は人権週間 

dボタン

　年末が近づくにつれ、人や交通量が増加し、交通事故の多発が心配されます。
交通ルールとマナーを守り、事故を防ぎましょう。

車を運転する皆さんへ
　車を運転する時は、シートベルトを確実に装着し、安全運転と早めのライト
点灯を心掛け、右側からの横断者に注意しましょう。

自転車を利用する皆さんへ
　自転車は手軽で便利な乗り物ですが、車の仲間です。車道の左側を通行し、ヘ
ルメットを着用しましょう。

歩行者の皆さんへ
　歩行者は交通事故に遭わないために、明るい目立つ色の服装で、反射材を活
用しましょう。
問  市民活動支援課
  ☎（62）3106　FAX（62）3877

ハイビーム　こまめに活用　事故防止
12月10日～19日 冬の交通安全運動

やさりん かっちー たくまる
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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
※1月分は12月18日（金）から予約受付

12月3日（木） 市役所

13時〜16時12月10日（木） 平川行政センター

12月17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
※電話での相談はできません。
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）
※12月29日〜31日は休み
　☎（22）2531

12月3日（木）
平川行政センター

13時〜16時

◎長浦行政センター

12月10日（木）
◎市役所
長浦行政センター

12月17日（木）
市役所
◎平川行政センター

12月24日（木）
市役所
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
※12月25日（金）はお休み 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

12月23日（水） 市役所 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「えがお袖ケ浦」
☎・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
※ 新型コロナウイルス感染症の発生状況により、開催しない場合があります。また、相談室
の記載がない相談は、「3密」を防止するため、広い会議室に変更して開催します。相談室
は毎回異なりますので、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。

12月10日～16日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間

　

　
　拉致問題は、北朝鮮当局による人権
侵害問題の一つであり、国際社会を挙
げて取り組むべき課題となっていま
す。私たち一人ひとりが、この問題に対
する関心と認識を深めていくことが大
切です。詳細は、政府拉
致問題対策本部ホーム
ページをご確認くださ
い。
問   千葉県 政策企画課
  ☎043（223）2203

風しんの抗体検査は受けましたか？
　対象者には、4月に無料で検査を受
けられるクーポン券を送付しました。
クーポン券を紛失された方は、再発行
が可能ですので、ご連絡ください。
対�象　昭和37年4月2日～昭和54年
4月1日生まれの男性

問  健康推進課
  ☎（62）3172　FAX（62）3877

12月まで
成人歯科健診を受けましたか？ 　
　
　今年度の成人歯科健康診査は、12月
までです。
　対象者には、6月に受診券を送付し
ました。年末は休診の歯科医院が多い
ため、まだ受診していない方は、早め
に受診しましょう。

問   健康推進課
  ☎（62）3162　FAX（62）3877

令和3年3月31日まで
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種　　
　対象者には、5月に通知しました。
忘れずに接種してください。なお、接
種前に手続きが必要な場合がありま
すので、詳細はお問
い合わせください。
問   健康推進課
  ☎（62）3172　
  FAX（62）3877

税の無料相談（要予約）
期�日　12月9日（水）、令和3年1月13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

　�審議会
社会教育委員会議
日時　12月11日（金）午後3時～
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　生涯学習推進大会について
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　12月8日（火）
申   生涯学習課
  ☎（62）3743　FAX（63）9680

スポーツ推進委員定例会議
日時　12月18日（金）午後3時～
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　事業報告について ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　12月11日（金）
申   体育振興課
  ☎（62）3791　FAX（63）9680

子ども・子育て支援会議
日時　12月21日（月）午前10時～
場所　市役所 旧館3階大会議室
議�題　令和2年度子育てアンケートの
調査結果について ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　12月18日（金）
保育があります
　保育を希望する方は、12月14日（月）
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
200円が必要です（当日集金）。
申  子育て支援課
  ☎（62）3286
  FAX（62）3877

12月の移動交番開設予定
場所・日時
・�平川公民館　1日（火）午後1時30分
～3時、11日（金）午前9時30分～
11時30分
・�長浦公民館　4日（金）・16日（水）
午後1時30分～3時
・�臨海スポーツセンター　7日（月）・
14日（月）午後1時30分～3時
・�市民会館　8日（火）・22日（火）
午前9時30分～11時30分
・�袖ケ浦公園　11日（金）・23日（水）
午後1時30分～3時
▶ 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 ☎（22）0110

ありがとうございます
災害への義援金 　
　
　これまで受け付けた義援金の総額
は、11月17日現在で、次のとおりで
す。
・令和2年7月豪雨災害義援金

59,678円
※ 日本赤十字社経由で被災地にお送
りします。
▶ 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　FAX（63）1310

令和3年3月31日 平川・長浦行政セン
ター閉庁日の日直業務を終了します 　
　
　市では、土・日曜日、祝日などの閉庁
日の平川行政センターと長浦行政セ
ンターでの日直業務を、令和3年3月
31日をもって終了します。
　4月1日以降の閉庁日の各種届出・
問い合わせなどは、市役所へお願いし
ます。
問  管財契約課
  ☎（62）2226　FAX（62）5916

　�募集
公園・緑地の清掃 協力団体を募集
　市では、地域住民による清潔で親し
みの持てる公園づくりを目指し、清
掃・草取りなどを地元自治会や公園愛
護団体などに、ご協力いただいていま
す。
　作業内容や回数に応じて、報奨金を
お支払いしますので、ご協力お願いし
ます。
対象　自治会や企業などの団体や、市
民2人以上で構成する任意の団体
問  都市整備課
  ☎（62）3521　FAX（63）9670

君津中央病院企業団　職員募集
募�集職種　医学物理士、診療放射線技
師、管理栄養士
採用予定期日　令和3年4月1日
採用予定人数　各若干名
申込期限　12月10日（木）消印有効
試験日時　12月19日（土）午前9時～
試験場所　君津中央病院 4階講堂
▶ 受験資格などの詳細は、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 人事課
  ☎（36）1071

相談
事業者の方へ
専門家による無料相談窓口

　
　
　市商工会では、新型コロナウイルス
の影響による売上減少などで、事業活
動に悩みがある事業者に対し、中小企
業診断士・社会保険労務士・弁護士・行
政書士などの専門家による、個別指導
が受けられる相談窓口を開設してい
ます。1事業者につき、3回まで無料で
指導を受けることができ、指導時間は
1回につき2時間程度です。
　相談は完全予約制、日時や場所は専
門家と相談者の調整のうえ、決定しま
す。
申込方法　電話
▶ 商工会員でなくてもご利用できま
す。

申  市商工会
  ☎（62）0539

電気の契約切替に関するトラブル

【相談事例】
　突然、知らない業者が来訪して「料金が安くなるので電気料金の見積りをさ
せてほしい」と言われ、見積りだけならと思い、言われるままに電気の検針票
を見せた。その後契約書が届き、別の電気事業者との切替契約になっているこ
とが分かった。別の業者と電気の契約をしたつもりはない。信用できないので
解約したい。
【アドバイス】
・小売電気事業者は、電話勧誘や訪問販売で契約をする際、契約前に事業者名
や勧誘目的などを告げる必要があり、契約締結時は契約内容を記載した契約
書面の交付義務があります。電話勧誘や訪問販売で不意打ちにより契約した
場合、契約書面を受領してから8日以内であれば、クーリング・オフにより無条
件で解除をすることができます。

・電話や訪問で勧誘されても、必要がないと思ったときは、検針票の記載情報は
伝えないできっぱりと断ることが大切です。契約の際に不審なことがあれば、
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会などに相談できます。

・契約前に国の登録を受けた「小売事業者」であるか、契約期間、毎月の電気料
金、解約条件、また停電など困った事態が発生した場合の連絡先などを、しっ
かり確認してください。

～�電話や訪問での勧誘にご注意を！�～

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

政府拉致問題
対策本部
ホームページ
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問   中央図書館 ☎（63）4646　FAX（63）4650

場所　旧館1階 第2相談室
▶市民活動支援課
　☎（62）3102　FAX（62）3877
▶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

35 男
39 男
42 男
51 男
55 男
57 男
45 男
60 女
45 女
37 女

高卒
高卒
専門卒
高卒
高卒
専門卒
専門卒
高卒
短大卒
専門卒

会社員
会社員
会社員
会社員
公務員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員

富津
袖ケ浦
木更津
木更津
袖ケ浦
東京
袖ケ浦
袖ケ浦
千葉
袖ケ浦

スポーツ観戦
ドライブ
旅行
釣り

ジョギング
スポーツ観戦
ドライブ
音楽鑑賞
読書
料理

165
167
162
175
179
181
176
152
160
156

60
52
65
78
83
68
96
53
51
55

初
初
初
初
再
初
初
再
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6面の相談案内でご確認ください。

紹介を希望する方は登録が必要です。※市内在住、在勤者　に限ります。

問

EVENT and information

知 ら せお＆ベイ トン
ナ ーーコ

※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、11月20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。

場所　旧館1階 第2相談室
▶市民活動支援課
　☎（62）3102　FAX（62）3877
▶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

35 男
39 男
42 男
51 男
55 男
57 男
45 男
60 女
45 女
37 女

高卒
高卒
専門卒
高卒
高卒
専門卒
専門卒
高卒
短大卒
専門卒

会社員
会社員
会社員
会社員
公務員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員

富津
袖ケ浦
木更津
木更津
袖ケ浦
東京
袖ケ浦
袖ケ浦
千葉
袖ケ浦

スポーツ観戦
ドライブ
旅行
釣り

ジョギング
スポーツ観戦
ドライブ
音楽鑑賞
読書
料理

165
167
162
175
179
181
176
152
160
156

60
52
65
78
83
68
96
53
51
55

初
初
初
初
再
初
初
再
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6面の相談案内でご確認ください。

紹介を希望する方は登録が必要です。※市内在住、在勤者　に限ります。

問

　�イベント
中央図書館 ラウンジ展示コーナー

「～郷土博物館連携展示～「ごはん」の
作り方」
期間　令和3年1月28日（木）まで
時間　午前9時30分～午後6時
場所　1階ラウンジ　　
問  中央図書館
  ☎（63）4646　FAX（63）4650

長浦おかのうえ図書館
名画鑑賞会『恋人たち』
　新聞社を経営する夫と結婚したジャ
ンヌ。多忙で家庭を顧みない夫に不満
を抱く彼女の唯一の楽しみは、月に一
度パリの友人を訪ねることだった。
出演　ジャンヌ・モロー ほか
日�時　12月23日（水）午前10時～
11時30分
場所　3階視聴覚室
定員　50名（申込先着順）
申込方法　電話　　その他　字幕あり
申  長浦おかのうえ図書館
  ☎（64）1046　FAX（64）1481

「ゆりの里」年末感謝フェア
日�時　12月19日（土）午前9時30分
～午後3時
場所　農畜産物直売所「ゆりの里」
内�容　もち米の販売・千円以上お買上
げの方にプレゼント ほか　　

問  ゆりの里 ☎（60）2550

袖ケ浦公園
クリスマスリースづくり教室
日時　12月12日（土）午前10時～正午
場所　老人福祉会館（袖ケ浦公園隣）
定員　親子8組16名（申込先着順）
参�加費　1組300円（材料費、当日集
金）
そ�の他　材料や道具などは、組合で用
意します。発熱や風邪症状のある方
は、参加をご遠慮ください。
申込方法　電話
申込期限　12月7日（月）
申  袖ケ浦公園管理組合
  ☎（63）6560　

ファミリーサポートセンター主催講座
クリスマスの窓飾りをつくってみよう！
日�時　12月14日（月）午前10時～正午
場所　市民会館 2階研修室
対象　市内在住の方
定員　10名（申込先着順）
持ち物　飲み物
申込期限　12月12日（土）午後4時
保育があります
　保育を希望する方は、
12月7日（月）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200円
が必要です（当日集金）。
申  ファミリーサポートセンター
   ☎・FAX（64）3115

ガールスカウト千葉県第87団
クリスマス集会
日�時　12月13日（日）午前10時30分
～11時30分
場所　平岡公民館 2階会議室
内容　ハーバリウム作り
対�象　年長～小学生の女子（保護者
同伴）
持ち物　飲み物
申込方法　電話（申込先着順）
申込期限　12月6日（日）
申  花本  ☎090（2470）9483

ボーイスカウトとあそぼう！
ワクワク自然体験あそび
虹色のクリスマスを探そう!!
日�時　12月20日（日）午後1時～4時
（0時30分受付）
場所　袖ケ浦公園
対象　小学1年～5年生
定員　30名（申込先着
順）
申�込方法　ボーイスカ
ウト日本連盟ホーム
ページから、申し込ん
でください。

申  田中  ☎090（9344）1748

長浦公民館
お正月飾りづくり講習会
日�時　12月23日（水）午前9時30分～
11時30分
場所　長浦公民館 1階多目的ホール
講�師　ひらおかの里農村公園管理組
合員
定�員　25名（申込多数の場合は、初め
ての方を優先し、抽選）
参加費　300円（材料費、当日集金）
持�ち物　園芸用バサミ・軍手・作業で
きる服装
申�込方法　講座名（お正月飾りづくり
講習会）・住所・氏名・ふりがな・電話
番号を記入し、往復はがきで申し込
んでください。なお、申込は往復は
がき1枚につき1名です。
申込期限　12月9日（水）消印有効
問  長浦公民館 
  ☎（62）5713　FAX（60）1138

　��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 12月3日（木）、市役所 地域包括支
援センター
② 12月17日（木）、ひらかわサブセン
ター
③ 12月23日（水）、ながうらサブセン
ター
時�間　午前9時30分～11時30分、午
後1時～3時
申込方法　電話
申  ▶①地域包括支援センター
  　☎（62）3225　FAX（62）3165
  ▶②ひらかわサブセンター
  　☎（75）3344　FAX（60）5001
  ▶③ながうらサブセンター
  　☎（64）2100　FAX（64）2040

家族介護教室
日�時　12月23日（水）午後2時～3時30分
場所　袖ケ浦瑞穂 特別養護老人ホーム
テ�ーマ　知っておこう！高齢者に多い
病気とその予防方法
対�象　介護をしている方、または介護に
関心がある方
定員　20名　　申込方法　電話
申  袖ケ浦瑞穂 ☎（60）5566

就活スキルを学ぶ
ジョブカフェセミナー
日�時　12月15日（火）午後1時～3時
35分（0時50分集合）
場�所　木更津市役所駅前庁舎 スパー
クルシティ木更津8階 会議室１
内�容　応募書類の書き方セミナー・
面接準備セミナー・個別相談
対象　15歳～44歳の就職希望者
申�込方法　住所・氏名・年齢・電話番号・
個別相談の希望の有無を電話、FAX、
またはメールでお知らせください。
※ このセミナーは、雇用保険受給中の
就職活動実績となります。

申  商工観光課
  ☎（62）3428　FAX（62）7485
    sode19@city.sodegaura.chiba.jp

　�お知らせ
郷土博物館 12月21日～27日 臨時休館
　電気設備工事のため、12月21日
（月）～27日（日）まで臨時休館しま
す。工期中、敷地内を大型重機が通り
ますので、ご注意ください。なお、旧進
藤家住宅は、通常通り開館します。
▶ 12月26日（土）～令和3年1月4日
（月）までは、年末年始のため、全施
設休館します。

問  郷土博物館
  ☎（63）0811　FAX（63）3693

おすすめ図書の紹介　−話題の新着本−
＜一般書＞
『主体的な学びを支える学校図書館』
　和田幸子
『老後に備えない生き方』岸見一郎
『歪んだ正義』大治朋子
『英国レシピと暮らしの文化史』
　エレイン・レオン
『うおづら�世界初の魚の顔図鑑』森岡篤
＜小説＞
『ベージュ』谷川俊太郎
『ハリネズミは月を見上げる』あさのあつこ
『四畳半タイムマシンブルース』
　上田誠（原案）、森見登美彦（著）

『パチンコ　上下巻』ミン・ジン・リー
＜児童書＞
『はやしでひろったよ』
『きみの声がききたくて』
　オーウェン・コルファー
『令夢の世界はスリップする』
　はやみねかおる
＜絵本＞
『ふくろう�ほ、ほう』飯野和好（作）
『４さいのこどもって、なにがすき？』
　�ウィリアム・コール（作）、
　トミー・ウンゲラ―（絵）

問   中央図書館 ☎（63）4646　FAX（63）4650

12月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
7日（月）・14日（月）・21（月）・25日（金）・28日（月）～令和3年1月4日（月）

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　FAX（62）3877

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
〈要申込〉

妊産婦・
乳幼児

≪午前≫
12月7日（月）
≪午後≫
12月14日（月）
申込期限
※ 申込は締め切

りました。

詳細は、予約時
にご確認くだ
さい。

内容
身体計測、健康・栄養・
歯科相談
持ち物
母子健康手帳、バスタ
オル

≪午前≫
令和3年1月13日（水）
≪午後≫
令和3年1月18日（月）
申込期間
12月15日（火）〜28日

（月）

成人
≪午前≫
12月7日（月）
≪午後≫
12月14日（月）

≪午前≫
9:30〜11:30
≪午後≫
13:30〜15:30

内容　健康・栄養相談
持�ち物　健康診断結

果票（お持ちの方の
み）

≪午前≫
令和3年1月13日（水）
≪午後≫
令和3年1月18日（月）

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。

▶ プレ・ママパパ学級・４か月児教室・離乳食と歯の相談会は中止です。すこやか相談（予約制）をご利用ください。
▶ １歳６か月児健康診査・２歳児歯科健康診査・３歳児健康診査は、対象者に、個別に通知します。
　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。
▶ 図書館が4か月児教室で配布している絵本の入ったブックスタートパックは、すこやか相談会場、または図書館カウン
ターで受け取れます。詳細は、図書館ホームページをご確認ください。

長浦おかのうえ図書館
市民ギャラリー「袖ケ浦淡彩画教室」絵画作品展示

期間　12月6日（日）午前10時～19日（土）午後4時　
問  長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046　FAX（64）1481

ボーイスカウト
日本連盟
ホームページ

図書館イメージキャラクター
「トショロ」
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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

編集室から
（S.Y）

q休日当番医
� 診療時間　午前9時〜午後5時
12月 当番医 診療科目 電話

6日 かんのう整形外科
〔神納689-1〕

整形外科
外科

リウマチ科
（60）7577

13日 蔵波台ハートクリニック
〔蔵波台5-17-2〕

内科
循環器科 （63）5100

※ 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、年末年始
　　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。

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

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

「広報そでがうら」は
毎月1日と15日に発行しています
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小
こ い ず み

泉 創
そ う す け

奨くん
（2歳）

花
は な

凪ちゃん
（4カ月）

“おでかけ大好き。また色々行こうね”

　平川中学校の1年生は、総合的な学習の時間でSDGｓ（持続可能な
開発目標）について学んでいます。その学習の一環として、UNIQLO
が行う“届けよう、服のチカラ”プロジェクトに参加し、子ども服を集
め、難民キャンプへ届ける活動を行いました。生徒たちで作成したポ
スターや動画を利用して、校内や地域の方から服を集め、2,747点の
子ども服が集まりました。
　10月28日に、学年全員で集まった服の仕分け作業を行いました。
問  学校教育課 ☎（62）3727　FAX（63）9680

　11月16日に、奈良輪小学校の6年生が「仮想）袖ケ浦市長選挙 大人
になるためのステップ1・2・3！～税金と選挙の大切さをしろう～」を
行いました。消費から納税までのお金の流れから、集まった税金の使
い道をマニフェストにした市長選挙の投開票までをロールプレイン
グで行い、楽しみながら実際の社会の仕組みを学習しました。
問  学校教育課 ☎（62）3727　FAX（63）9680

平川中学校　総合的な学習の時間 奈良輪小学校　レクリエーション型社会科授業
仮想）袖ケ浦市長選挙

　「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。
問  秘書広報課
  ☎（62）2465
  FAX（62）3034 市ホームページ

　もし神様に、「あなたの家の白い壁一面
をキャンバスにして子どもに自由に絵を
描かせたとしたら、世界的に有名な大芸
術家になります。」と言われても絶対に描
かせたくない白い壁に、今まさに世界的
に有名な大芸術家への一歩を踏み出しま
した。ありがとうございます。

　年賀状用のイラストは、市ホームペー
ジ「ガウラの部屋」に掲載しています。
問  秘書広報課
  ☎（53）7522　FAX（62）3034

　11月7日に、火災予防運動の一環
として、袖ヶ浦高校書道部の協力で
啓発活動を行いました。
問  消防本部 予防課
  ☎（63）6199　FAX（62）9729

年賀状に
ガウラのイラストを使ってね！

火災予防
啓発活動

市民三学大学講座を中止します 12月20日（日）に予定していた市民三学大学講座は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止します。　
問  生涯学習課 ☎（62）3743　FAX（63）9680


