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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　1月24日、2月14日・28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

AM7：00 @永地

飛沫感染対策
・特別な事情がない限り、不要不急の外出を控えましょう。
・症状がなくても感染している可能性を考え、会話を楽しむ際

はマスクを着用しましょう。
・寒い時期も、適度に換気をしながら加湿しましょう。

店舗や職場などでの
感染防止対策

・業務別ガイドラインを確実に実践しましょう。
・体調がよくない場合は、出勤をしない・させないようにしま

しょう。
・休憩室・喫煙所・更衣室などでも、感染防止対策を徹底しま

しょう。

接触感染対策
　外にあるものを触った時、外から帰った時、咳やくしゃみを
した時、鼻をかんだ時、食事の前など、こまめに手洗いをしま
しょう。

　現在、新型コロナウイルス感染症は、全国的に急速な感染拡大が心配されています。これ
以上の感染拡大を防ぐために、「新しい生活様式」を実践するなど、改めて感染対策について
考え、徹底しましょう。

問  新型コロナウイルス対策支援室 ☎（62）2323　FAX（62）3877

地域の身近な医療機関に電話で相談
　まずは、かかりつけ医や近所の医療機関などに、電話
で相談してください。
　かかりつけ医などの医療機関で診療が可能な場合は、
事前予約をして受診してください。診療ができない場合
は、千葉県または市の相談窓口に相談してください。
受診時の注意点
・マスクを着用し、手洗いや咳エチケットの徹底をお願

いします。
・医療機関の指示に従って、受診してください。
・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。
相談先に困ったら相談窓口に電話しましょう
　身近な医療機関で診療ができない場合など、困ったと
きは次の相談先に連絡してください。　
▶千葉県 発熱相談コールセンター（24時間毎日対応）
　☎03（6747）8414
▶新型コロナウイルス対策支援室（平日8：30〜17：15）
 ☎（62）2323　FAX（62）3877

発熱した時は...新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い

市ホームページ



—   　—22021年（令和3年）1月15日広 報

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いま
す。受信障害が発生する可能性がある
地域にお住まいの方へチラシを配布
し、発生の可能性が高い、または発生し
たお宅には、指定の工事作業員が説明
に伺い、了承の元、工事を行います。
▶工事費用は発生しません。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）

　 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・中止とする場合があります。

総合計画審議会
日時　1月25日（月）午前10時〜
場所　保健センター 1階集団指導室
議題　令和3年度実施計画事業の取

組みについて ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　1月20日（水）
申  企画課
  ☎（62）2327　FAX（62）5916

介護保険運営協議会
日時　1月25日（月）午後2時〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　高齢者福祉計画・第8期介護保

険事業計画および成年後見制度利
用促進基本計画（案）に係るパブ
リックコメントの実施結果などに
ついて ほか

傍聴定員　3名（申込先着順）
申込期限　1月21日（木）
申  介護保険課
  ☎（62）3158　FAX（62）3165

教育委員会議
日時　1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　1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

総合教育会議
日時　1月27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　1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

学校給食センター運営委員会
日時　2月2日（火）午後1時〜
場所　学校給食センター 2階食育ルーム
議題　令和2年度運営基本方針に基

づく実施状況について ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　1月28日（木）
申  学校給食センター
  ☎（62）5822　FAX（62）5823

国民健康保険運営協議会
日時　2月4日（木）午後2時〜
場所　市民会館 3階中ホール
議題　令和3年度国民健康保険特別

会計予算（案）について ほか（予定）
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　1月28日（木）
申  保険年金課
  ☎（62）3031　FAX（62）1934

スポーツ推進委員定例会議
日時　2月4日（木）午後3時〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　令和3年度事業計画について ほか
傍聴定員　5名以内（申込先着順）
申込期限　1月22日（金）
申  体育振興課
  ☎（62）3791　FAX（63）9680

社会教育委員会議
日時　2月5日（金）午後3時〜
場所　市民会館 3階中ホール
議題　令和3年度社会教育事業計画
（案）について

傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　2月2日（火）
申  生涯学習課
  ☎（62）3743　FAX（63）9680

農業委員会総会
日時　2月8日（月）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　2月5日（金）
申  農業委員会事務局
  ☎（62）3918　FAX（62）7454

健康ウォーキング教室 期日　2月2日〜3月16日の火曜日（2月23日を除く全6回）　　時間　午前10時〜11時30分
▶詳細は、本紙12月15日号をご確認いただくか、お問い合わせください。　 申  総合運動場 ☎・FAX（62）5350

　公売とは、市が市税などの滞納のため差し押さえた財産を、入札などによ
り売却する制度です。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です。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、事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）

82-1 袖ケ浦市横田字京田5463番 田 2,998 713,000
入札日時　3月15日（月）午後1時30分〜
場所　市役所 2階第一会議室
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

子ども・子育て支援会議 委員を募集
主な業務　子どもや子育て支援に関する施策について、調査・審議を行う。
募集人員　①市内在住の18歳までのお子さんを持つ保護者 2名
　　　　　②市内在住または在勤の方 1名
任期　4月1日〜令和5年3月31日（2年間）
応募資格　市内在住または在勤で、子育ての課題や少子化問題などに関心を

持ち、年4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や、過去に袖ケ浦市

の子ども・子育て支援会議委員になったことがある方は、除きます。
応募方法　応募の動機と抱負（400字程度）に、住所・氏名・生年月日・性別・職

業・電話番号・略歴を記入し、郵送、メール、または持参して提出してくださ
い（書式の指定なし）。

応募期限　2月15日（月）必着
申  〒299－0292（住所不要）　
 袖ケ浦市役所 子育て支援課
 ☎（62）3286　FAX（62）3877
  sode15@city.sodegaura.chiba.jp

　市では、景観まちづくり推進
のため、景観条例・景観計画を
策定し、さまざまな取組みを
行っています。
　その一環で、地域のシンボル
として市民に親しまれ、また景
観形成に重要な役割を果たす
公共施設として、袖ケ浦公園を

「景観重要公共施設」に指定し
ました。
　公園施設や自動販売機などを設置する際には、公園内の景観に関する基準に
従い、良好な景観形成を図ります。
指定日　令和2年12月25日
問   都市整備課 ☎（62）3514　FAX（63）9670

袖ケ浦公園を景観重要公共施設に
指定しました

解体工事中における駐車場利用

　市庁舎は、現行基準の耐震性能を満たしておらず、老朽化も進行しているた
め、建替と耐震補強工事を行います。
　令和3年5月の建替1期庁舎建設工事着手を目途に、現在実施設計を進めてい
ますが、これに先立ち、2月から車庫棟の解体工事を予定しています。工事期間
中は、庁舎敷地内の車両通行制限がありますの
で、ご注意ください。
　また、建設工事着手後は、工事の進捗状況によ
り、工事車両などの往来が多くなるとともに、騒
音や振動などが発生することもあります。
　来庁者・周辺住民の皆さんには、大変ご迷惑を
おかけしますが、万全な安全体制を徹底してまい
りますので、ご理解とご協力をお願いします。
車庫棟解体工事期間（予定）
　2月1日（月）〜4月30日（金）
問     資産管理課
  ☎（53）8744　FAX（53）8051

駐車場

駐車場

保健センター

議場 旧庁舎

駐車場

公用車駐車場

車両駐車禁止

車庫棟①
工事エリア 工事エリア

車庫棟②

既存新庁舎

N

車両ルート
市庁舎敷地内 車庫棟
解体工事を行います

2/1〜
　4/30
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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、申込の記載がない場合は申込不要です。
　なお、1月5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

「子供の造形教室」作品展示
期間　1月16日（土）午前9時30分〜

24日（日）正午
「手塚八重子“絵ことば”」作品展示（絵手紙）
期間　1月30日（土）午前9時30分〜

2月11日（祝）午後6時
問     長浦おかのうえ図書館
  ☎（64）1046　FAX（64）1481

子ども向けおはなし会
期日・場所
・2月7日（日）、長浦おかのうえ図書館 

3階大会議室
・2月14日（日）、中央図書館 2階第1会

議室
時間　午後2時〜2時30分
対象　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
んとその保護者

定員　12名（申込先着順）
申込方法　各開催館に、電話で申し込

んでください。
▶検温結果などを伺うため、5分前ま

でに受付をしてください。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。

申  ▶長浦おかのうえ図書館
  　☎（64）1046　FAX（64）1481 

 ▶中央図書館
  　☎（63）4646　FAX（63）4650

劇団風の子公演「小さい劇場」
日時　2月27日（土）午前10時45分

〜11時45分（10時15分開場）
場所　根形公民館 多目的ホール
内容　手あそび・紙あそび・ダンボー

ルシアター「ぞうのエルマー」 など
対象　0歳〜低学年のお子さんと、そ

の保護者
定員　80人
前売券　大人1,500円・子ども200円
※2才以下のお子さんは無料。当日券

の販売はありません。
前売券取扱場所　子どもるーぷ袖ケ

浦事務所・シマムラ文具
問     子どもるーぷ袖ケ浦
  ☎・FAX（63）2850
  （月・水・金10：00〜15：00）

　  講座・セミナー
ファミサポ説明会

　子育ての支援をしたい方を対象に、
説明会を行います。
日時　1月29日（金）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　1月28日（木）
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9：00〜16：30）

高齢者支援課 定例講座
尿失禁予防教室「もれなく講座」
日時　2月3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・飲み物
頭の元気トレーニング
日時　2月19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、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

消費者教室
これからのライフプランニング
～家族の幸せとお金の知恵～

　家族が幸せに暮らすための生活設
計や、子どもの教育資金などのお金の
知恵について、アドバイスをします。
日時　2月27日（土）午前10時〜正午
場所　市役所 旧館3階大会議室
講師　千葉県金融広報委員会
対象　主に子育て世代の方
定員　30名（申込先着順）
申込方法　住所・氏名（複数人の場合

は全員分）・年齢・電話番号を、電話、
FAX、メール、または窓口でお知ら
せください。

申込期限　2月5日（金）
申  商工観光課
  ☎（62）3428　FAX（62）7485
   sode19@city.sodegaura.chiba.jp

　 スポーツ
スポーツ教室（指導者養成講習会）

期日　2月21日（日）
場所　臨海スポーツセンター
卓球実技講習会
時間　午前9時〜正午（8時45分〜受付）
内容　ルール説明・レベル別練習・ミ

ニゲーム など（予定）
講師　市体育協会 卓球専門部
定員　40名（申込先着順）
ボッチャ指導者養成講習会
時間　午後2時〜4時（1時30分〜受付）
内容　ルール説明・体験・ゲーム など
（予定）

講師　市原ボッチャクラブ
定員　30名（申込先着順）

共通事項
対象　16歳以上の方
持ち物　運動できる服装・体育館用

シューズ・マスク・飲み物・タオル 
など

申込期限　1月29日（金）
申  体育振興課
  ☎（62）3791　FAX（63）9680
   sode31@city.sodegaura.chiba.jp

市民ボウリング大会
日時　2月14日（日）
　　　午後1時（0時30分受付）
場所　富津スターレーン
対象　市内在住または在勤の方
参加費　中学・高校生1,500円、大人

2,000円
申込期限　1月24日（日）
申  体協ボウリング専門部
  ▶西川 ☎・FAX（63）1062
  ▶在原 ☎080（8907）7200

　 お知らせ
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の合計金額
は、575,186円でした。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　FAX（62）7485

市内図書館・図書室を一時休館します
　市内図書館・図書室では、蔵書の所
在確認と整理を行うため、一時休館し
ます。
　休館中の図書・雑誌の返却は、施設
のブックポストを利用してください。
また、紙芝居やCD、カセットテープ、
他市から借りた図書は、ブックポスト
に入れず、開館している図書館または
図書室に返却してください。

休館日
根形公民館図書室　2月2日（火）
中央図書館　2月3日（水）〜9日（火）
平岡公民館図書室　2月10日（水）
長浦おかのうえ図書館
　2月12日（金）〜18日（木）
平川図書館
　2月24日（水）・25日（木）
問  中央図書館
  ☎（63）4646　FAX（63）4650

市税などの猶予制度
　新型コロナウイルス感染症の影響
により、月収が前年同月比20％以上
減少し、税金の納付が困難な方などの
ために、2月1日（月）までに納期限が
到来する市税・国民健康保険税の徴収
猶予特例制度があります。申請は納期
限までとなるので、早めに申請してく
ださい。
※猶予期間は納期限から1年以内で、

延滞金は全額免除です。
▶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     納税課
  ☎（62）2653
  FAX（62）1934

イベント中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、中止します。
新春凧揚げ会（1月16日）
問     郷土博物館
 ☎（63）0811　FAX（63）3693
消防出初式（1月17日）
問     消防本部 総務課
 ☎（64）0119　FAX（62）9729
山野貝塚講演会（2月6日）
問     生涯学習課
 ☎（62）3744　FAX（63）9680

国民年金への加入は20歳から
加入の流れ
　20歳の誕生月に、「国民年金加入の
お知らせ」と年金手帳が送付されま
す。
保険料の納付方法
　納付書が届いたら、裏面に記載の納
付場所（金融機関など）で納めてくださ
い。手続きをすれば、口座振替やクレ
ジットカード支払いも利用できます。
　なお、保険料を納められない場合は
免除・納付猶予制度が、また学生の方
には学生納付特例制度があります。
▶詳細は、お問い合わせください。
問  ▶袖ケ浦市 保険年金課
  　☎（62）3092　FAX（62）1934
  ▶木更津年金事務所
  　☎（23）7616

後期高齢者健康診査を2月に行います
　対象の方には、1月下旬に受診券を
送付します。
対象　昭和20年6月1日〜昭和20年

12月31日生まれの方
受診期間　2月1日（月）〜28日（日）
問  保険年金課
  ☎（62）3092　FAX（62）1934

3R型のライフスタイルへの
ワンポイント

　包装紙や封筒、紙袋などの雑がみ
は、燃せるごみとして捨てずに、資源
物として分別してください。
問   廃棄物対策課（クリーンセンター内） 

☎（63）1881　FAX（62）2820

事業主の皆様へ
新型コロナウイルス感染症対策
として、新しい働き方・休み方が
始まっています
・計画的な業務運営
・休暇の分散化に資する年次有給休

暇の計画的付与制度
・労働者のさまざまな事情に応じた

柔軟な働き方・休み方に資する時間
単位の年次有給休暇制度の導入

問  千葉労働局 雇用環境・均等室
  ☎043（221）2307

　地域をより良くするために、地域コミュニティが行っている活動について、新
型コロナウイルス感染症の状況下における取組事例を交えながら発表します。
日時　2月6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
発表団体　神納花の15会・NPO法人 袖ケ浦げんきかーい・こども食堂「気まぐ

れ八百屋だんだん」（東京都大田区）
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　20名程度（申込多数の場合は、抽選）
申込方法　住所・氏名（ふりがな）・電話番号を、市ホームページの申込フォー

ム、窓口、電話、FAX、またはメールでお知らせください。
申込期限　1月27日（水）
▶当日は、マスクの着用と、自宅での検温をお願いします。
申  市民活動支援課 ☎（62）3102　FAX（62）3877
   sode03@city.sodegaura.chiba.jp

ウィズコロナ時代の市民活動
まちづくり講座

申込フォーム

市ホームページ
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期日　3月14日（日）　※雨天中止。午前6時30分に開催の有無を判定します。
時間　午前10時〜12時30分（9時30分受付）
※東京ドイツ村には、開園時間（午前9時30分）以降にお越しください。
場所　東京ドイツ村
コース 東京ドイツ村内を巡る5kmコース
※高低差が大きく、ベビーカーや車いすの方は、一部迂回する道があります。
対象　市内在住の方（小学生以下は保護者同伴）
※総合型地域スポーツクラブ会員でも、市外在住者は参加できません。
定員　300名（申込先着順）
参加費　一人500円、ただし総合型地域スポーツクラブ会員は200円（小学生以

下は無料、当日集金）
※参加者（代表者）には、事前に入場許可証を郵送します。許可証を提示すると、

無料で入場できます。車でお越しの方は、1台1,000円の駐車料金がかかりま
す。忘れた場合は、正規の料金となります。

持ち物　マスク・飲み物・雨具・健康保険証・ゴミ袋 など
申込方法　住所・氏名・年齢・性別・電話番号・当日の交通手段を、

電話でお知らせください。メールやFAXでの申込み・体育振興
課以外での受付はできません。

申込期限　2月5日（金）

その他
・健康チェックを行ったうえで、自己責任

で参加してください。
・ペットを連れての参加はできません。
・車で来園する方は、一般入園者と同じ

ゲートから入場してください。
・路線バスや徒歩で来園する方は、入園

ゲート右脇の参加者専用受付で、受付を
済ませてから入場してください。
・参加者専用無料バスは、今回は運行しません。
・参加賞として、キーホルダーや東京ドイツ村招待券などをお渡しします。ま

た、市特産品詰合せなどの豪華賞品が抽選で当たります。

新型コロナウイルス感染症対策
・「スポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」などに沿っ

た対応をします。
・受付時の検温とマスクの着用に、ご協力をお願いします。
・大きな声での会話は、お控えください。
・体調不良（発熱・咳・のどの痛みなどの症状がある）の場合は、参加をお控え

ください。当日、発熱などがある方は、参加できません。

▶詳細は、市ホームページをご確認ください。
申  総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局（体育振興課内）
 ☎（62）3791　FAX（63）9680（平日8：30〜17：00）

ウォーキングフェスタ2021 in
袖ケ浦

編集室から
（O.A）

　憧れの広報編集者が「広報はラブレ
ター」と言っていました。2021年の広報
そでがうらは、地域をもっと好きになっ
てもらえるような魅力いっぱいの記事を
お届けできるよう頑張りますので、今年
もよろしくお願いします！

緊急連絡先などのご案内 　

q休日当番医
	 診療時間　午前9時〜午後5時
1月 当番医 診療科目 電話

17日 平岡医院
〔野里1773-1〕

内科
小児科 （60）4747

24日 福王台外科内科
〔福王台1-10-9〕

外科
内科 （62）3881

31日 袖ケ浦どんぐりクリニック
〔袖ケ浦駅前1-39-2〕

内科
循環器内科（63）7777

※�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
1月18日（月）～23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　FAX（62）2820

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	 1月16日～2月1日   
●市県民税　4期
●国民健康保険税　7期
　納税課�☎（62）2647　FAX（62）1934
●後期高齢者医療保険料　7期
　保険年金課
　☎（62）3092　FAX（62）1934

—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

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

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。
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

事前申込制　オンライン開催

市民三学大学講座
心と身体を育む家族ごはん
～おいしく食べて健康な未来を～
　今回の市民三学大学講座は、コウ ケンテ
ツさんを講師にお迎えします。料理研究家、
そして父親として、家族全員で食卓を囲む
ことの意義や、食の大切さ、家族の食を守る
ことについて、お話していただきます。
　なお、今回は事前に収録した講演を、オン
ラインで配信します。
配信期間　2月20日（土）正午〜21日（日）正午
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　500名（申込先着順）
申込・視聴方法　市ホームページの申込

フォームから申し込んでください。申込
後に視聴用URLを送付しますので、配信
日時にURLへアクセスしてください。

※動画視聴にかかる通信料は、自己負担で
す。

申込期限　2月18日（木）
▶詳細は、市ホームページを
　ご確認ください。
問     生涯学習課
 ☎（62）3743　FAX（63）9680
  sode30@city.sodegaura.chiba.jp
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生涯学習推進大会
学び つながり 支えあうまち そでがうら2/13 2/20〜21　　　

　今年の授与式・贈呈式は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、被表彰
者・親族・関係者のみの参加とします。
▶新型コロナウイルス感染症の状況に

より、内容を変更または中止とする
場合があります。

日時　2月13日（土）
　　　午後1時〜（0時30分受付）　
場所　市民会館 大ホール
内容
・生涯学習奨励賞 授与式
・社会教育功労・青少年育成者感謝状 

贈呈式

男女共同参画セミナー

子育てはチームワークで！ イクメンセミナー2/14

　もっと子どもと触れ合いたい！もっ
とママを喜ばせたい！と思っているパ
パさん、ぜひご参加ください。
日時　2月14日（日）
　　　午前10時〜11時30分
場所　根形公民館 多目的ホール
内容　講演会・親子あそび・パパさん交

流会
講師　小倉 哲 氏（あそび場・つどい場
「もぐらの冒険」主宰 など）

対象　3歳から就学前のお子さんと、そ
の父親

定員　15組（申込多数の場合は、抽選）

申込方法　住所・氏名（父・子）・お子さ
んの年齢・電話番号を、電話、FAX、
メール、または窓口でお知らせくだ
さい。

申込期限　2月5日（金）
▶講演会中、お子さんは交通安全教室に

参加します。新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、父親のみの参加、
または開催を中止とする場合があり
ます。

申  市民活動支援課
  ☎（62）3102　FAX（62）3877
   sode03@city.sodegaura.chiba.jp

市ホームページ

市ホームページ

講師
コウ ケンテツ 氏
（料理研究家）

　大阪府出身の料理
研究家。旬の素材を生
か し た 簡 単 で ヘ ル
シーなメニューを提
案し、テレビや雑誌、
講演会など多方面で
活躍を続ける。プライ
ベートでは、3児の父
親として日々子育て
に奮闘中。


