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人口の動き
2月1日現在（　）内は前月比

主な内容
2面：�市制施行30周年記念ロゴマーク決定
4面： 新型コロナウイルスの感染を広げない

ために 自宅で気をつけてほしいこと
5面： 生涯学習推進大会 受賞者を紹介

6〜7面：�イベント＆お知らせコーナー
8面：みんなの広場／緊急連絡先などのご案内
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広 報
袖ケ浦市マスコット
キャラクター「ガウラ」

～市制施行30周年を前に～
　令和3年2月16日に、袖ケ浦市の人
口が6万5千人を達成しました。
　令和3年4月1日で、本市は市制施行
30周年の節目を迎えます。市制施行時
の平成3年4月1日の人口は53,679人。
それから30年を経て、人口6万5千人を
達成しました。
　記念すべき6万5千人目の市民となっ
たのは、出生により袖ケ浦市民となっ
た、瓜生周平さんと奈津子さんのお子さ
んの怜

りょうへい

平くんでした。
問 	企画課
	 ☎️（62）2327　FAX（62）5916

これまでの人口推移
・昭和46年11月
　（袖ヶ浦町と平川町が合併）
　26,383人
・昭和49年9月　30,000人
・昭和56年4月　40,000人
・昭和63年4月　50,000人
・平成3年4月（市制施行）
　53,679人
・平成13年1月　60,000人
・令和3年2月　65,000人
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チコットさんぽ
渡辺さん（左）　小松さん（右）
　渡辺さんと小松さんは、健康維持のた
め、定期的に市内を散歩しており、市が行
う「袖ケ浦さんぽプロジェクト」に参加し
ています。

袖ケ浦さんぽプロジェクト
　やりたい人が主体の活動で、「さんぽ」
を主とした運動と人との交流です。エン
トリー団体には、情報提供などで活動を
サポートします。
問 	高齢者支援課
	 ☎️（62）3225　FAX（62）3165

ご�両親から怜平くんへのコメント
「コロナ禍で元気に生まれてきてくれてありがと
う。健康に育ってね。」

6万5千人目の
市民となった

瓜
う り ゅ う

生 怜
りょうへい

平くん

袖ケ浦市の人口が6万5千人を達成しました

6万5千人目の市民となった瓜生	怜平くんの
パパの周平さん（左）と粕谷市長（右）

袖ケ浦公園	上池周辺
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　3月9日（火）～11日（木）は一般質問、15日（月）は一般質問予備日、24日（水）
は最終日となります。なお、今回提案している案件は、次の23件です。
・�条例の一部改正　7件	 ・市道路線の変更・認定　2件
・契約の変更　1件	 ・補正予算　5件
・当初予算　5件	 ・規約改正の協議　1件
・専決処分の報告　2件
問 	総務課	☎️（62）2104　FAX（62）5916

3月議会定例会 3月24日まで

　全国から公募した市制施行30周年記念ロゴマークを、市ホー
ムページのWeb投票により、決定しました。ロゴマークは、令和
3年度に行う各種記念事業のPRなどで、幅広く活用していきます。
　なお、市民などが主催する市制施行30周年の冠事業は、ロ
ゴマークを活用したPRが可能です。冠事業の申
請方法などは、市ホームページをご確認くださ
い。
問 	秘書広報課	☎️（53）7522　FAX（62）3034

採用作品応募者
中村	有里恵さん
（市内在住のグラフィックデザイナー）
ロゴマーク説明
　マスコットキャラクターの「ガウラ」と、未来への
希望のイメージとしての「虹」を組み合わせて、ロゴ
マークを制作しました。30周年という節目の年に、
これからみんなで街づくりをはじめていくワクワク
感を、卵から出てくるガウラで表現しています。

　火災は、皆さんの意識で防ぐことが
できます。この機会に、身の回りの防火
について考えてみませんか。

消防本部の啓発活動
・�一人暮らしの高齢者宅防火診断
・�住宅用火災警報器の普及促進を目的
とした家庭訪問
・�防火ポスター入選作品の展示（市役
所1階ロビー・長浦公民館・平川公民
館）
・火災予防立看板の掲示

令和2年の火災件数は35件　前年より9件増加
　建物火災	11件・車両火災	4件・林野火災	1件・その他の火災	19件

住宅防火、命を守る7つのポイント
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
・寝たばこは、絶対にやめる。
・�ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・�ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
問 	消防本部	予防課	☎️（63）6199　FAX（62）9729

春季全国火災予防運動
「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

3月1日
～7日

市ホームページ

投票日時　3月21日（日）午前7時～午後8時
投票場所　投票所入場券に記載されている投票所
投 票できる方　日本国籍を有し、平成15年3月22日までに生まれ、令和2年12月
3日までに市内に住民登録をし、引き続き市内に住所を有する方
※	令和3年2月12日以降に市内で転居された方は、投票所入場券に記載されて
いる投票所（前住所地の投票所）で投票することになります。なお、投票所入
場券は、3月5日（金）までに送付する予定ですが、郵便事故などでお手元に届
かなかった場合でも、投票要件を満たしている方であれば、投票できます。
※	令和2年12月4日以降に袖ケ浦市に転入した方は、本市での投票はできませ
ん。千葉県内の他の市町村から転入した方は、旧住所地で投票できる場合が
ありますので、旧住所地の自治体へお問い合わせください。

期日前投票
期間　3月5日（金）	～20日（祝）
場所・時間
・市役所	7階会議室、午前8時30分～午後8時
・平川公民館、午前8時30分～午後5時
・長浦公民館、午前8時30分～午後5時

不在者投票
・�不在者投票のできる指定病院や指定施設に入院中の方は、病院・施設内で投票
できます。詳細は、病院または選挙管理委員会にお問い合わせください。
・�仕事で出張中などの理由で滞在地（市外）での投票を希望される方は、選挙
管理委員会にお問い合わせください。

郵 便による投票　次のいずれかに該当する方は、郵便による投票ができます。
詳細は、お問い合わせください。
・�両下肢・体幹・移動機能障がい（身体障害者手帳または戦傷病者手帳1・2級）の方
・�心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい（身体障害者手帳また
は戦傷病者手帳1・3級）の方
・�免疫の障がい（身体障害者手帳1・2・3級）の方
・�介護保険の被保険者証の要介護5の方

開票
日時　3月21日（日）午後9時～
場所　昭和小学校体育館
▶︎投・開票の速報などは、市ホームページをご確認ください。
・�投票状況　午前9時～午後8時
・�開票状況　午後10時頃～
問 	選挙管理委員会	☎️（62）3913　FAX（62）7454

千葉県知事選挙　『すてないで あなたの一票 その手から』

　新型コロナウイルス感染症対策のため、住民税（市民税・県
民税）の申告期限を4月15日（木）まで延長します。3月16日
（火）以降は、袖ケ浦市役所	課税課で受付します。
※ 3月16日（火）以降、袖ケ浦市役所では、所得税および復興

特別所得税の確定申告の受け付けはできません。所得税お
よび復興特別所得税の確定申告の受付会場などは、木更津
税務署（☎（23）6161）へお問い合わせください。

3月15日（月）までの申告受付について
　3月15日（月）までは、当初の予定どおり市内に設置する会場で受け付
けます。
受付期間・場所
・3月1日（月）～3日（水）、市民会館	3階中ホール
・3月4日（木）～15日（月）、長浦公民館	2階研修室　※土・日曜日を除く
開場時間　午前9時～11時、午後1時～3時
※ 午前8時30分から当日分の受付番号を配布します。新型コロナウイル

ス感染症対策として受付数を制限しているため、受付可能人数を超え
た時点で、受付を締め切ります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。

延長期間に申告した場合の納税通知書などについて
　3月16日（火）以降に住民税（市民税・県民税）の申告、または所得税およ
び復興特別所得税の確定申告をした場合は、当初発送の税額決定通知書
に間に合わない場合があります。
　その場合、特別徴収は7月分以降、普通徴収は第2
期（8月）以降に税額変更などを行い、税額決定（変
更）通知を送付します。
問 	課税課
	 ☎️（62）2519　FAX（62）1934

住民税（市民税・県民税）の申告期限を
4月15日（木）まで延長します

市制施行30周年記念ロゴマーク
が決定しました

3月21日

投票する時は、
マスクの着用
などにご協力
お願いします。

防火ポスター展	最優秀賞	袖ケ浦市長賞
佐藤	杏樹	さん（蔵波小5年）の作品
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住民基本台帳の閲覧状況を公表します
①国または地方公共団体の機関による閲覧…1件
閲覧の
期日

請求をした機関の
名称 請求事由の概要 閲覧に係る住民の範囲

4月9日 かずさ水道広域連合
企業団

かずさ水道広域連合
企業団が行う水道事
業に係る給水区域内
の未給水人口および
世帯数の把握を行う
ため

坂戸市場・奈良輪・神納・神納2丁
目・蔵波・蔵波台1丁目・蔵波台2丁
目・蔵波台3丁目・蔵波台4丁目・蔵
波台5丁目・蔵波台7丁目・久保田・
代宿・飯富・下新田・三ツ作・大曽
根・野田・勝・南袖・長浦・長浦駅前
7丁目・長浦駅前8丁目・永地・下
泉・高谷・三箇・川原井・林・野里・上
泉・百目木・横田・大鳥居・下根岸・
阿部・打越・大竹・滝の口・吉野田・
玉野・下宮田・三黒・谷中・岩井・戸
国飛地

②個人または法人による閲覧…12件

閲覧の
期日

申出者の氏名
（法人は名称と代
表者または管理人
の氏名）

利用目的の概要 閲覧に係る住民の範囲

1月30日
一般社団法人
中央調査社
会長　大室	真生

「健康情報についての全国調
査」の対象者抽出のため(国
立研究開発法人	国立がん研
究センターからの受託)

満20歳以上の男女（平成
12年3月末日まで生まれ）
三ツ作・大曽根

2月3日・
4日

光陽測量株式会社
代表取締役
大岩	英夫

土砂災害警戒区域および土
砂災害特別警戒区域におけ
る土地所有者および占有者
の確認のため(千葉県君津土
木事務所からの受託)

奈良輪・神納・福王台2丁
目・福王台4丁目・蔵波・久
保田・代宿・飯富・下新田・三
ツ作・大曽根・野田・岩井・永
地・下泉・上泉・野里

2月5日
一般社団法人
新情報センター
事務局長
平谷	伸次

「家計消費状況調査」の対象
者抽出のため（総務省統計局
からの受託）

2019年4月2日現在16歳
以上の男女(2003年4月
1日以前に出生)
蔵波・永地・岩井

6月9日
一般社団法人
新情報センター
事務局長
平谷	伸次

「家計消費状況調査」の対象
者抽出のため（総務省統計局
からの受託）

2020年4月2日現在16歳
以上の男女（2004年4月
1日以前に出生）
久保田・久保田1丁目・長浦
駅前6丁目

閲覧の
期日

申出者の氏名
（法人は名称と代
表者または管理人
の氏名）

利用目的の概要 閲覧に係る住民の範囲

8月13日
株式会社日本リサ
ーチセンター
代表取締役社長
鈴木	稲博

「2020年国民生活時間調
査」の対象者抽出のため
(NHK放送文化研究所からの
受託)

10歳以上の男女
神納

8月24日
一般社団法人
中央調査社
会長　境	克彦

「メディアがどのように利用
されているかをおたずねす
る調査」の対象者抽出のため
(NHK放送文化研究所から
の受託)

16歳以上（平成16年9月
末日まで生まれ）
蔵波台1丁目

9月2日
一般社団法人
中央調査社
会長　境	克彦

「環境に関する国際比較調
査」の対象者抽出のため
(NHK放送文化研究所からの
受託)

18歳以上（平成14年12月
末日まで生まれ）
蔵波台7丁目

9月8日
株式会社日本リサ
ーチセンター
代表取締役社長
鈴木	稲博

「少子化社会に関する国際意
識調査」の対象者抽出のため
(内閣府からの受託)

20歳以上49歳以下の男女
蔵波台3丁目・蔵波台4丁
目・蔵波台5丁目

9月29日
一般社団法人
中央調査社
会長　境	克彦

「新型コロナウイルス感染症
に関する世論調査」の対象者
抽出のため(NHK放送文化研
究所からの受託)

18歳以上の男女（平成14年
10月末日まで生まれ）
横田

10月1日
一般社団法人
新情報センター
事務局長
山本	恭久

「家計消費状況調査」の対象
者抽出のため（総務省統計局
からの受託）

2020年4月2日現在16歳
以上の男女（2004年4月
1日以前に出生）
長浦駅前5丁目

10月15日
株式会社日本リサ
ーチセンター
代表取締役社長
鈴木	稲博

「第4回家計と貯蓄に関す
る調査」の対象者抽出のため
（一般財団法人	ゆうちょ財
団からの受託）

20歳以上の男女
長浦駅前4丁目・長浦駅前
5丁目

11月6日

株式会社マーケテ
ィング・リサーチ・
サービス
代表取締役
岩川	恵理子

「令和2年度県政に関する世
論調査」の対象者抽出のため
（千葉県からの受託）

18歳以上
飯富・坂戸市場・久保田

　住民基本台帳法の規定に基づき、令和2年1月～12月分の閲覧状況を公表します。
問 	市民課	☎️（62）2980　FAX（62）1934

　大規模な災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、帰宅が困難にな
ることが予想されます。
　多くの人が一斉に帰宅を始めると、火災や建物からの落下物などにより、負
傷する恐れがあるほか、救助・救急活動の妨げとなります。

災害発生時はむやみに移動を開始しない
・身の安全を確保し、職場や集客施設などの安全な場所にとどまる。
・災害用伝言サービスで、家族の安否などを確かめる。
・交通情報や被害情報などを入手する。

日頃から準備しておくこと
・携帯ラジオや地図を持ち歩く。
・スニーカーや懐中電灯、手袋、飲料水、食料などを用意する。
・家族などと、安否確認の方法・集合場所・帰宅経路を確認する。

徒歩帰宅者支援の取組み
　千葉県では、コンビニエンスストアやファミリーレストランなどと、徒歩帰
宅支援に関する協定を締結しています。
　これらの店舗では、災害発生時に、水道水やトイレの提供のほか、道路交通情
報などの提供を可能な範囲で受けることができます。「災害時帰宅支援ステー
ションステッカー」が掲示されていますので、日頃から帰宅経路の店舗の場所
を確認しておくと安心です。
問 	危機管理課	☎️（62）2119　FAX（62）5916

～むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を～
災害発生時の心得

業務内容　資料の貸出・返却・予約受付、書架整理	など
募集人員　1名　
応募資格　司書資格、または公共図書館で実務経験がある方　　
採用期間　4月～令和4年3月
勤務日　週3日
※平日2日と土・日曜日のどちらか1日。月曜は休館（祝日は開館）。
勤務時間　・午後2時15分～7時15分（4月～9月）
　　　　　・午後1時45分～6時15分（10月～3月）
勤務場所　平川図書館　
報酬　市会計年度任用職員給与条例の規定により支給
申 込方法　履歴書1通（写真貼付）・司書資格証明書の写しを郵送、または持
参してください。

申込期限　3月9日（火）必着
選考期日　3月2日（火）～12日（金）のうち指定した日　　選考方法　面接
申 	〒299－0262　坂戸市場1393－2
	 中央図書館	☎️（63）4646　FAX（63）4650

図書館職員（会計年度任用職員）の募集

主 な業務　会議において、地域福祉計画と、市民などが主体的に取り組む福祉
活動を推進する行動計画である地域福祉活動計画（市社会福祉協議会主管）
の進捗状況の点検・評価を行う。

募集人数　1名　　任期　4月～令和6年3月（3年間）
応 募資格　市内在住で、年1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　「袖ケ浦市の地域福祉の推進を私はこう考える」をテーマにした作
文（800字程度）に、住所・氏名・ふりがな・生年月日・性別・職業を記入し、郵
送、FAX、またはメールで提出してください。

応募期限　3月15日（月）消印有効
申 	〒299－0292（住所不要）　袖ケ浦市役所	地域福祉課
	 ☎️（62）3157　FAX（63）1310
	 	sode13@city.sodegaura.chiba.jp

地域福祉計画策定・推進委員を募集

　2月12日、千葉トヨペット株式会社と災
害時における電動車両などの支援に関す
る協定を締結しました。
　この協定は、災害の発生時などに、千葉
トヨペットが保有する車両の貸与につい
て、必要な事項を定めたものです。

　2月19日、株式会社クラナミと災害時に
おける畳の供給に関する協定を締結しま
した。
　この協定は、災害の発生時などに、避難
所への畳の供給について、必要な事項を
定めたものです。
問 	危機管理課	☎️（62）2119　FAX（62）5916

千葉トヨペット株式会社
電動車両などの支援に関する協定

株式会社クラナミ
畳の供給に関する協定

災害時における協定を締結
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　4月1日（木）以降に定期利用する方の登録を
受け付けます。現在利用中の方でも、引き続き利
用する場合は、再度登録手続きをしてください。
対象車両　自転車と原動機付自転車（50㏄以下）
※	袖ケ浦駅北口自転車駐車場のみ、125cc以下
まで駐車可能。

利用期間　4月1日（木）～令和4年3月31日（木）
利用料金（年額）
・自転車は、一般3,000円・高校生以下1,500円
※18歳以下の就業者は、一般料金となります。
・原動機付自転車（125㏄以下）は、6,000円
申請に必要なもの
・登録申請書　　・利用料金
・高校生以下の場合は、学生証または保険証
・�原動機付自転車の場合は、ナンバーの記載さ
れている書類（自賠責保険の保険証など）

申 請書の配布　各自転車駐車場
の窓口で配布します（横田駅前
自転車駐車場は、平川行政セン
ターで配布）。また、市ホーム
ページからダウンロードでき
ます。
申 	▶︎シルバー人材センター（指定管理者）
	 　☎️（63）6053　FAX（62）9938
	 ▶︎都市整備課
	 　☎️（62）3521　FAX（63）9670

　定期使用料の減免を申請する方は、減免申請
書のほか、次の書類が必要です
・�生活保護の扶助を受けている世帯に属す
る方は、受給証明書

・�配偶者のいない方で、18歳未満の方を扶
養している方と、扶養されている18歳未
満の方は、児童扶養手当証書の写し（児
童扶養手当全額支給者に限る）

・�療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けている方は、
手帳の写し

注意事項など
・�受付は一人1台で、満車になり次第、締め切
ります。
・�自転車の場合は、申請書に車体番号・防犯登
録番号を記入してください。後日、防犯登録
した場合は、管理人に申し出てください。
・�当日は、釣り銭のないようにお願いします。
※	長浦駅直結の南口自転車駐車場Eフロア以外
は、同一家族分も受け付けますので、保険証な
どの同一家族であることが確認できるものを
持参してください。
▶︎	東横田駅周辺の民間自転車駐車場を利用する
場合は、市の補助金制度を利用することがで
きます。

駐車場名

登録受付台数

受付日時 受付場所
自転車 原動機付

自転車

長浦駅南口
自転車駐車場
※	Eフロアのみ同
一家族であって
も1人1台の申
請となります。

1,060 180

3月20日（祝）
午前9時~11時30分

長浦駅南口
自転車駐車場
Gフロア

3月20日（祝）
午後1時~6時30分 長浦駅南口

自転車駐車場
管理事務所

3月21日（日）~
午前7時~午後6時30分

長浦駅北口
自転車駐車場 250 50 3月20日（祝）~

午前7時~午後6時30分
長浦駅北口
駐車場管理事務所

袖ケ浦駅南口
第1自転車駐車場 560 30

3月20日（祝）~
午前7時~午後6時30分

袖ケ浦駅南口
第1自転車駐車場
管理事務所

袖ケ浦駅南口
第2自転車駐車場 250 30

袖ケ浦駅北口
自転車駐車場 310 30

横田駅前
自転車駐車場 180 20

3月22日（月）~
（土・日曜日、祝日を除く）
午前8時30分~午後5時

平川行政センター
※自転車駐車場
内での受付は
行いません。

袖ケ浦バスターミナル
自転車駐車場 110 50 3月20日（祝）~

午前7時~午後6時30分
袖ケ浦バスターミナル
管理事務所

　現在の「チーパス」の有効期限は、3月31日（水）です。新しい「チーパス」を配布し
ていますので、4月1日（木）からは新しい「チーパス」をご利用ください。
新 しいチーパスの配布対象　18歳未満のお子さん、または妊娠中の方がいる家庭
※	今回から、対象が「中学校修了まで」から「18歳未満まで」に引き上げられました。
使用期限　18歳になって初めて迎える3月31日
配布場所　子育て支援課、平川・長浦行政センター
※	お子さんが保育所（園）、幼稚園、小・中学校などに在籍している家庭には、通園・
通学先を通じて配布します。

電子版チーパスを配信します
　詳細は、4月1日公開予定の専用ウェブサイト・アプリ「チーパス・スマイル」をご確
認ください。

問 	▶︎千葉県	子育て支援課	☎️043（223）2589
	 ▶︎袖ケ浦市	子育て支援課	☎️（62）3286　FAX（62）3877

・�塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量
の目安に従って薄めて使ってください。
・�トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤で清掃し、塩素系漂白剤で消毒しま
しょう。
・�タオル・衣類・食器・箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
・�洗浄前のものを共用しないようにしてください。
・�特にタオルは、トイレ・洗面所・キッチンなどでは共用しないように注意しま
しょう。
５ 体調の悪い方がいる場合は部屋を分けましょう
・�個室にしましょう。食事や寝るときも別室にしてください。
・�子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、同
室内の全員がマスクを着用し、十分な換気を行ったうえで、少なくとも2ｍ以
上の距離をあけて、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。
・�寝るときは、頭の位置を互い違いになるようにしましょう。
・�本人は極力部屋から出ないようにしましょう。
・�トイレ・洗面所など共用スペースの利用は、最小限にしましょう。
・�共用する場合は、十分な清掃と換気を行いましょう。
・�本人が入浴する場合は、家族の中で最後に行いましょう。
・�ゴミは密閉して捨てましょう。特に、鼻をかんだティッシュや使用したマスク
は、直接触れないようにビニール袋に入れ、しっかり縛って封をして捨ててく
ださい。

１ 感染経路（飛沫感染・接触感染）に注意しましょう
飛沫感染
　咳やくしゃみのしぶき（飛沫）に含まれるウイルスを吸い込むことで感染しま
す。予防するには、咳やくしゃみが直接人にかからないよう、マスクやティッシュ
などで口と鼻を覆うなどの「咳エチケット」が効果的です。
接触感染
　ウイルスが付着した手で、目・口・鼻を触ることで感染します。洗っていない手
で目や鼻、口などを触らないようにしてください。予防するには、手洗い・アル
コール消毒が効果的です。

２ 石けんやハンドソープを使ってこまめに手洗いをしましょう
・�石けんやハンドソープで10秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎましょう。また、
手洗いを2回繰り返すとより効果的です。
・�手洗いを丁寧に行うことで十分にウイルスを除去できるため、さらにアルコー
ル消毒をする必要はありません。
３ 換気をしましょう
・�定期的に換気をしてください（1～2時間に一度、5～10分程度）。
・�共有スペースや使用していない部屋も、窓を開けておきましょう。	

４ 手で触れる共有部分を消毒しましょう
・�物に付着したウイルスは、しばらく生存します。ドアの取っ手・ノブ・ベッド柵など
の共用部分は、薄めた市販の塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。

チーパス とは
　県内の子育て家庭への優待カードで、協賛店で提示する
と、割引や優待などのサービスを受けることができます。

新しい　　　　　　を配布しています「チーパス」

4月～

市営自転車駐車場 定期利用者の登録を受け付けます令和3年度

自治会に加入しましょう

　自治会は、皆さんの生活に最も身近な自治組織で、多くの住民が加入して
おり、もしもの時に一番頼りになる組織です。特に、台風や地震といった災
害に備え、自治会は日頃から防災訓練などに取り組んでおり、災害発生時に
は大きな助けになります。
　皆さんも自治会に加入し、より豊かで住みやすい街づくりに参加しま
しょう。
自治会はこんな活動を行っています
　防災訓練・防犯パトロール・見守り活動・環境美化活動、道路や公園の清
掃・ゴミステーションの管理・お祭りやイベント・子ども会やシニアクラブ
などの活動・自治会回覧
▶︎回覧の内容は、市ホームページで確認できます。
問 		地域の自治会長、または市民活動支援課
	 ☎️（62）3102　FAX（62）3877

自分たちの街を、自分たちで住みやすく

新型コロナウイルスの感染を広げないために
自宅で気をつけてほしいこと

問

市ホームページ

市ホームページ
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3R型ライフスタイルへのワンポイント マイボトルを使用したり、詰め替え商品を積極的に利用したりして、ごみを減らしましょう。
問 	廃棄物対策課	☎️（63）1881　FAX（62）2820

生涯学習特別奨励賞
個人の部
橋本 泰知（袖ヶ浦高等学校）
　全日本書初め大展覧会	内閣総理大臣賞
伊井 美幸（袖ヶ浦高等学校）
　全国青少年書き初め大会	国立青少年教育振興機構理事長賞
小倉 真奈（袖ヶ浦高等学校）
　全国青少年書き初め大会	国立青少年教育振興機構理事長賞
柳田 蓮（昭和中学校）
　	図書館を使った調べる学習コンクール	中学生の部	文部科学大臣賞
佐久間 千那（蔵波小学校）
　	図書館を使った調べる学習コンクール	小学生の部中学年
　文部科学大臣賞
渡邊 友莉七（蔵波小学校）
　セシリア国際音楽コンクール	弦楽器部門	小学5・6年の部Ⅰ2位
根岸 杏（蔵波中学校、体育協会アーチェリー専門部）
　小中学生全国通信アーチェリー大会	女子RC60mの部	3位
団体の部
袖ヶ浦高等学校 書道部
　全国青少年書き初め大会	国立青少年教育振興機構理事長賞

生涯学習奨励賞
個人の部
倉持 よつば（奈良輪小学校）、倉持 優子（母）
村田 智哉（昭和中学校）
大川原 知哉（長浦小学校）
播磨 壱星（蔵波小学校）
安武 夏希（蔵波小学校）
滝口 瑛士（昭和小学校）
村本 安弘（体育協会	アーチェリー専門部）
根岸 力（体育協会	アーチェリー専門部）

林 聡（体育協会	弓道専門部）
佐 藤 姫夏（京葉インターナショナルスポーツ
倶楽部）

吉田 航晟（木更津総合高等学校）
中森 彪斗（拓殖大学紅陵高等学校）
小川 朝陽（拓殖大学紅陵高等学校）
伊豆 七海（木更津総合高等学校）
神子 史温（木更津総合高等学校）
木島 朋香（暁星国際高等学校）
久野 藍夏（暁星国際高等学校）
諏訪 彰悠（拓殖大学紅陵高等学校）
遠山 加恋（千葉経済大学附属高等学校）

社会教育功労感謝状
天野 恵子（スポーツ推進委員協議会）
林 芳喜（体育協会）
豊島 久美子（文化協会）
加藤 広（子ども会育成会連絡協議会）
甲斐 誠二（少年野球連盟）
吉川 光宏（少年野球連盟）
山口 紀和（サッカー協会）
加藤 和子（音楽協会）
佐藤 志津子（中央図書館	社会教育推進員）

青少年育成者感謝状
個人の部
髙橋 すえみ（坂戸の森みどりの会）
長谷川 恵美子（坂戸の森みどりの会）
野口 良一（故）（ながうら青空の会）
田川 鐵弘（根っ子の会）
葛田 信博（中富ふれあいの会）
伊藤 和枝（名幸ヶ丘の会）
団体の部
福王台自治会
川原井子ども会

受賞者一覧（敬称略）※学校名や団体名などは受賞時のもの

生涯学習推進大会での
受賞者を紹介

　2月13日に、市役所で生涯学習推進大会を開催し、2020年中に文化
やスポーツなどで顕著な功績のあった個人・団体と、社会教育・青少年
健全育成にご尽力いただいた方に、奨励賞や感謝状を贈呈しました。
問 	生涯学習課	☎️（62）3743　FAX（63）9680

　今回の企画展は、市内在住の
画家	 中島敏明氏の作品展で
す。中島氏の50年に及ぶ画家
生活の中で描き続けた作品た
ちを、「elegy」「慈愛」という
2つのテーマを軸に、一挙に紹
介します。
　約10年ぶりとなる博物館で
開催する美術展、袖ケ浦が持つ
芸術の力を感じてください。
期間
　3月23日（火）～4月18日（日）
※月曜休館
▶︎	新型コロナウイルス感染症
の状況により、期間などを変
更することがあります。

問 	郷土博物館
	 ☎️（63）0811
	 FAX（63）3693

郷土博物館 企画展Ⅱ 市制施行30周年記念
袖ケ浦の美術‐中島敏明画業50年の軌跡「elegyと慈愛」‐

検（健）診用封筒と
ガウランド施設内掲示板への広告を募集

募集内容

検（健）診用封筒 がん検診用封筒 ガウランド
施設内掲示板

募集枠数 2枠 2枠 13枠

掲載料（1枠） 年20,000円 年40,000円 月5,000円

広告の規格 縦6㎝×横9㎝ Ｂ2判以内

掲載場所 封筒裏面 ガウランド
受付カウンター

刷色 1色（封筒印字色と同一） 指定なし

仕様

・封筒
12㎝×21.5㎝

・印刷部数
20,000枚以上

・封筒
12㎝×23.5㎝

・印刷部数
40,000枚以上

額の大きさ
　90㎝×60㎝

募集期間 3月31日（水）まで 随時

申 込方法　募集案内を確認のうえ、申込書に必要事項を記入し、必要書類を添
付して提出してください。募集案内と申込書は、健康推進課で配布していま
す。また、市ホームページからダウンロードできます。

申 	健康推進課	☎️（62）3162　FAX（62）3877

※	予備自衛官補の技能は、技能区分によって年齢が変わります。詳細は、お問い
合わせください。
問 	自衛隊千葉地方協力本部	木更津地域事務所	☎️（23）5734

募集種目 資格 受付期限 試験期日

幹部
候補生

一般

大卒程度試験
　22歳以上26歳未満の方（20歳
以上22歳未満の方は大卒（見込
含）、修士課程修了者など（見込含）
は28歳未満） ・第1回

　4月28日（水）
・第2回
　6月18日（金）

1次試験
・第1回
　5月8日（土）・9日（日）
※	９日（日）は飛行要員
のみ

・第2回
　6月26日（土）

院卒者試験
　修士課程修了者など（見込含）で、
20歳以上28歳未満の方

歯科 専門の大卒（見込含）20歳以上30歳
未満の方薬剤科

予備
自衛官補

一般 18歳以上34歳未満の方

4月9日（金） 4月17日（土）～21日（水）
のいずれか1日技能

18歳以上で国家免許資格などを有
する方（資格により年齢上限は53歳
未満～55歳未満）

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の方 5月11日（火）
1次試験
5月21日（金）～23日（日）
のいずれか1日

自衛官候補生
（男女ともに） 18歳以上33歳未満の方 通年 受付時にお知らせします

自衛隊採用試験

6次産業化支援事業
　市内の農畜産物を活用して、生産者が自ら加工・販売ま
でを行う取組みに対して支援をします。
補 助金　経費の2分の1以内（ハード事業は上限50万円・ソ
フト事業は上限20万円）

体験農園支援事業
　農産物の収穫体験ができる農園の開設に対して支援をし
ます。
補 助金　経費の2分の1以内（ハード事業上限50万円）、管
理運営事業は年間2万円（開設から5年間が限度）

農家レストラン整備支援事業
　市内の農畜産物を、調理または加工をして提供する事業
者の取組みに対して支援をします。
補 助金　経費の2分の1以内（ハード事業は上限50万円・ソ
フト事業は上限10万円）
▶︎詳細は、市ホームページをご確認ください。
問 	農林振興課	☎️（62）3460　FAX（62）7485

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

農業振興に取り組む事業者を支援します



—   　—6—   　—62021年（令和3年）3月1日広 報▶イベント＆お知らせコーナーは、7面から6面へ続いています。

市営墓地公園の開園時間を早めます
期間　3月18日（木）～21日（日）
開園時間　午前7時30分～午後5時
※通常は午前8時30分～午後5時
問 	環境管理課
	 ☎️（62）3413　FAX（62）7485

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、2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

83,973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
ホームページをご確認ください。
問 	地域福祉課
	 ☎️（62）3157　FAX（63）1310

3月31日まで
千葉県災害義援金の申請期限に
ご注意ください 　

　
　令和元年台風による住家の被害に
対する、千葉県災害義援金の申請期限
は、3月31日（水）までです。
問 	地域福祉課
	 ☎️（62）3157　FAX（63）1310

国民健康保険・後期高齢者医療制度
傷病手当金を支給します 　

　
　会社などに勤めている、国民健康保険ま
たは後期高齢者医療制度の加入者のうち、
新型コロナウイルス感染症に感染した方
や、発熱などの症状があり感染が疑われる
方に対し、傷病手当金を支給しています。
適 用期間　令和2年1月1日～令和3年
3月31日

支 給対象となる日数　就労できなくなっ
た日から起算して4日目以降の期間

支 給額　1日当たりの支給額（直近
3月間の平均給与の日額	×	 2/3）	
×	対象となる日数
※	給与などが支給されている期間を
除く。

必要書類　申請書
※	市ホームページからダ
ウンロードできます。
▶︎	申請前に、必ずご連絡ください。
問 	保険年金課
	 ☎️（62）3031　FAX（62）1934

　
マイナポイントは3月末まで
　3月末までにマイナンバーカード
を申請して、マイナポイントの予約・
申込をするとマイナポイントが取得
できます。
　QRコード付きマイナンバーカー
ド交付申請書がお手元にない場合は、
市民課窓口で発行します。
▶︎詳細は、お問い合わせください。
問 	市民課
	 ☎️（60）1147　FAX（62）1934

　 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。

教育委員会 臨時会
日時　3月8日（月）午後3時30分～
場所　市役所	旧館3階中会議室
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　3月5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

社会教育委員会議
日時　3月23日（火）午後3時～
場所　市役所	旧館３階大会議室
議 題　令和3年度社会教育委員活動
計画（案）について

傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　3月18日（木）
問 	生涯学習課
	 ☎️（62）3743　FAX（63）9680

　 スポーツ
臨海スポーツセンター
ポールコンディショニング

日時　3月14日（日）午前10時～11時
場所　剣道場　　受講料　600円
定員　9名（申込先着順）
申込方法　電話
申 		臨海スポーツセンター
	 ☎️（63）2711　FAX（63）4865

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　①	4月7日～5月12日の水曜日

（全6回）
　　　②	4月9日～5月14日の金曜日

（全6回）
時間　午後4時30分～6時
場所　テニス場
対象　小学生
定員　各15名（申込先着順）
受講料　7,000円
健康ウォーキング教室
期 日　4月6日～5月18日の火曜日（全
6回）
※5月4日は休み、5月25日は予備日。
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　4,000円

共通事項
申込方法　電話
申 	総合運動場	☎️・FAX（62）5350

　 お知らせ
3月の移動交番開設予定

場所・日時
・�臨海スポーツセンター　1日（月）・
14日（日）午後1時～2時30分
・�平川公民館　2日（火）・16日（火）
午後1時～2時30分
・�長浦公民館　6日（土）・21日（日）
午後1時～2時30分
・�袖ケ浦公園　8日（月）・22日（月）
午後1時～2時30分
・�市民会館　13日（土）・24日（水）
午前9時～11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
　

三菱ＵＦＪ銀行での
公金の窓口納付が終了します 　

　
　三菱ＵＦＪ銀行窓口での市税・保険
料・使用料・手数料などの公金収納の取
り扱いを、3月31日（水）で終了します。
　4月1日（木）以降は、納入通知書の
指定納付場所に三菱ＵＦＪ銀行が記載
されている場合でも、利用できません。
　なお、口座振替による納付で三菱Ｕ
ＦＪ銀行を利用している方は、引き続
き口座振替を利用できます。
問 	会計室
	 ☎️（62）2046　FAX（60）1007	

首都高速湾岸線　浮島入口閉鎖
期間　3月5日（金）0時～5月下旬
　川崎浮島JCTの冠水対策工事に伴
い浮島入口が終日閉鎖となります。
　期間中は、アクアライン方面代替入
口として川崎線の殿町入口（上）のご
利用をお願いします。
・�工事期間中、殿町入口から入り東
京湾アクアラインをご利用いただ
いた場合は、殿町から浮島JCT間
の料金はいただきません。
・�殿町入口から首都高湾岸線（東京
方面・横浜方面）をご利用の場合
には、料金調整の対象となりませ
ん。近隣の首都高入口をご利用く
ださい。
問 	▶︎	首都高お客さまセンター（24時

間対応）	☎️03（6667）5855
	 ▶︎	NEXCO	東日本お客さまセンター
	 　（24時間対応）
	 　☎️0570（024）024
	 　　または03（5308）2424

遺品整理サービス 契約内容をよく確認しましょう
【相談事例】
　亡くなった父の家の遺品整理のため、知人から紹介された遺品整理業者
に見積りを頼んだ。最初は30万円ぐらいと言われたのに、運搬するトラッ
クの台数が増えるなどで合計が約160万円になった。見積りだけのつもり
が、結局その日に契約した。他業者と比べて高額だと分かったので、翌日
キャンセルの電話をすると、手付けの5万円は返金できないと言われた。

【アドバイス】
・遺品整理サービスは、遺族らからの依頼を受け、貴重品などを分別し、不用な
物は廃棄物として故人の自宅から運び出すのが主な仕事で、市町村から一
般廃棄物の運搬許可を受けずに遺品を運び出したり、作業内容や請求金額
をめぐるトラブルがあります。契約をする前に、残しておく物と処分する物を
分けておき、何を依頼したいのかを明確にして複数の事業者から見積りを取
り、料金や契約内容を比較しましょう。
・見積書に「遺品整理一式」といったあいまいな記載がある場合は、詳細を記載
してもらい、具体的な作業内容や、追加料金、キャンセル料などの説明を求め
ることが大切です。
・「今なら安くなる。」などと急かされても、その場ですぐに契約せず、まずは家
族や周囲の人に相談しましょう。

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

市原・袖ケ浦少年少女発明クラブ活動を中止します 令和3年度の活動は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止します。　
問 	住友化学	千葉工場	☎️0436（61）1313

市ホームページ

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
※4月分は3月19日（金）から予約受付

3月4日（木） 市役所

13時〜16時3月11日（木） 平川行政センター

3月18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
問  市民活動支援課 ☎（62）3102
常設相談
▶︎人権相談（法務局木更津支局）
　（平日8：30〜17：15）
　☎0570（003）110
▶︎�行政相談（千葉県行政監視行政

相談センター）
　（平日8：30〜17：15）
　☎（0570）090110

3月4日（木） 中止

13時〜16時

3月11日（木） ◎市役所

3月18日（木）
市役所

◎平川行政センター

3月25日（木）
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
※3月19日（金）はお休み

当面の間、電話相談のみ
☎（62）2111（内線546）

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

3月24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拡大防止のため相談を中止、または電話のみの受付
とする場合があります。また、相談室の記載がない相談は、相談室が毎回異なり
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。

マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます

　3月から、パソコンやスマートフォンなどで事前登録を行うと、マイナン
バーカードを健康保険証として一部の医療機関や薬局で利用できます。令
和5年3月末までに、おおむねすべての医療機関や薬局で利用可能となる予
定です。
事 前登録方法　「マイナポータルサイト」から、パソコン（カードリーダー
ライタが必要）やマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンで
行えます。
※	マイナンバーカードをお持ちの方で、スマートフォンやパソコンで申し
込みができない方は、保険年金課と市民課の窓口にあるタブレットで登
録できます。
問 	保険年金課	☎️（62）3031　FAX（62）1934

3月から
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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

71 男
50 男
48 男
47 男
38 男
54 女
38 女
38 女
45 女
60 女

高卒
大卒
高卒
専門卒
大卒
高卒
大卒
専門卒
短大卒
高卒

自営業
生活支援員
会社員
会社員
会社員
生活指導員
会社員
会社員
会社員
介護士

袖ケ浦
袖ケ浦
袖ケ浦
市原
千葉
袖ケ浦
千葉
袖ケ浦
千葉
袖ケ浦

読書
映画鑑賞
ドライブ
旅行
旅行
手芸
読書
料理
読書

音楽鑑賞

170
163
180
167
168
155
158
156
160
152

68
62
90
70
70
60
56
55
51
53

再
初
初
初
初
再
初
初
初
再

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、2月19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

71 男
50 男
48 男
47 男
38 男
54 女
38 女
38 女
45 女
60 女

高卒
大卒
高卒
専門卒
大卒
高卒
大卒
専門卒
短大卒
高卒

自営業
生活支援員
会社員
会社員
会社員
生活指導員
会社員
会社員
会社員
介護士

袖ケ浦
袖ケ浦
袖ケ浦
市原
千葉
袖ケ浦
千葉
袖ケ浦
千葉
袖ケ浦

読書
映画鑑賞
ドライブ
旅行
旅行
手芸
読書
料理
読書

音楽鑑賞

170
163
180
167
168
155
158
156
160
152

68
62
90
70
70
60
56
55
51
53

再
初
初
初
初
再
初
初
初
再

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
根形公民館サークル作品展
　根形公民館では、サークル活動の
1年間の集大成として、サークル作品
展を開催します。根形公民館を拠点に
活動する作家たちの作品が大集合。公
民館の絵画教室や、陶芸教室の作品も
展示します。
期間　3月13日（土）～21日（日）
時間　午前9時～午後4時
※初日は午前10時～
場所　根形公民館	多目的ホール
展示作品　絵画・陶芸
問 	根形公民館
	 ☎️（62）6161　FAX（62）6162

中央図書館 名画鑑賞会
『1リットルの涙』
　治療法のない難病と向き合いなが
らも、生涯を懸命に生きた女性の真実
の物語です。
出演　大西麻恵、かとうかずこ	ほか
日 時　3月18日（木）午前10時～11時
40分

場所　2階視聴覚ホール
定員　20名（申込先着順）
その他　字幕なし
申込方法　電話
申込期間　3月2日（火）～
申 	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
『洲崎パラダイス赤信号』
　東京の洲崎遊郭を舞台に、両親に結
婚を反対され上京してきた男女と、遊
郭の住人たちとの物語を描いた作品
です。
出演　新珠三千代、三橋達也	ほか
日 時　3月24日（水）午前10時～11時
25分

場所　3階視聴覚室
定員　50名（申込先着順）
その他　字幕なし
申込方法　電話
申込期間　3月2日（火）～
申 	長浦おかのうえ図書館
	 ☎️（64）1046　FAX（64）1481

図書館おはなし会
中央図書館 春休みおはなし会
期日　3月26日（金）
内容・時間
・�つくってあそぼう！－紙飛行機－、午
後1時30分～1時55分
・�おはなし会、午後2時～2時30分
場所　2階視聴覚ホール
定員　各20名（申込先着順）
長浦おかのうえ図書館
日時　3月13日（土）午後2時～2時30分
場所　3階大会議室
定員　12名（申込先着順）
平川図書館
日時　3月28日（日）午後2時～2時30分
場所　おはなしのへや
定員　8名（申込先着順）

共通事項
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

申 込方法　各開催館に、電話で申し込
んでください。

申込期間　3月2日（火）～
申 	▶︎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

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≫
3月1日（月）
≪午後≫
3月8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≫
4月5日（月）
申込期間
3月15日（月）〜31日

（水）

成人
≪午前≫
3月1日（月）
≪午後≫
3月8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≫
4月5日（月）
≪午後≫
4月12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
袖ケ浦写友会「サークル写真展」

期間　3月14日（日）午後1時～27日（土）午後4時　
問 	長浦おかのうえ図書館	☎️（64）1046　FAX（64）1481

おすすめ図書の紹介　−話題の新着本−
＜一般書＞
『思考の教室』戸田山和久

『僕の大統領は黒人だった 上下巻』
　タナハシ・コーツ

『ヤングケアラーわたしの語り』
　澁谷智子（編集）

『18歳からの自炊塾』比良松道一
『新型コロナ時代のランニング』
　金哲彦

『マナーはいらない』三浦しをん
＜小説＞

『イスランの白琥珀』乾石智子
『またいつか歩きたい町』森まゆみ

『眠れる美女たち 上下巻』
　スティーヴン・キング
＜児童書＞

『ク ジラが歩いていたころ』
　 ドゥーガル・ディクソン（作）、ハン
ナ・ベイリー（絵）

『虹いろ図書館のひなとゆん』櫻井とりお
＜絵本＞

『なにかがいる』佐藤雅彦、ユーフラテス
『じゃがーくん』藤島由美
『ニ マとおにばば』
　 ピエール・ベルトラン（文）、チェン・
ジャンホン（絵）

ひらおかの里
食用なばなの摘み取り

期間　3月9日（火）～4月30日（金）
※月曜日休園
時間　午前9時～午後4時
場 所　ひらおかの里	農村公園
　（永地1943－1）
費用　1回20円（袋代）
※一人一袋まで、指定の袋で詰め放題
問 	ひらおかの里	農村公園
	 ☎️（75）4142

　  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	3月11日（木）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、ひらかわサ
ブセンター
②	3月16日（火）午後1時30分～3時、
平岡公民館
③	3月19日（金）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、ながうらサ
ブセンター
④	3月23日（火）午後1時30分～3時、
根形公民館

申込方法　電話
▶︎	当日の検温や、マスクの着用にご協
力ください。
申 	▶︎①②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
	 ▶︎④地域包括支援センター
	 　☎️（62）3225　FAX（62）3165

家族介護教室
日 時　3月24日（水）午後2時～3時
30分

場所　平岡公民館
テ ーマ　排泄介助について	～オムツ
の上手な使い方～

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

認知症家族のつどい
　介護の経験や悩みなどを語り合い、専
門職からの助言や参加者同士の交流・情
報交換を行う、支え合いの場です。
日時　3月13日（土）午前10時～正午
場所　市役所	旧館3階大会議室
対 象　認知症の方を介護されている
方・介護経験のある方

定員　20名
問 	地域包括支援センター
	 ☎️（62）3225　FAX（62）3165

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　3月24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　3月23日（火）
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）

問 		中央図書館	☎️（63）4646　FAX（63）4650

3月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
1日（月）・8日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）・31日（水）
※	新型コロナウイルス感染症の影響により、閉館している場合が
　あります。詳細は、図書館ホームページをご確認ください。

イベントなどに参加する場合は、マスクを着用し、自宅で体温測定を
行ってください。

市ホームページ
（施設の休館、
イベントの延
期・中止情報）

※�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、2月19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、中止または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。

図書館イメージキャラクター
「トショロ」
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お子さんの写真を　　　
　　　掲載しませんか？

秘書広報課 ☎（62）2465問

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

q休日当番医
� 診療時間　午前9時〜午後5時
3月 当番医 診療科目 電話

7日 Kenクリニック
〔蔵波台6-19-1〕

外科
内科

小児科
（64）0211

14日 こいで胃腸科・内科
〔蔵波台6-1-5〕

外科
内科 （60）7451

※ 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。

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。

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
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伊
い い

井 鳳
た か あ き

信くん
（1歳）

“働く車が大好き！
すべり台が上手にできるようになりました”

防災行政無線テレホン案内 防災行政無線で放送した内容を電話で確認できます。
 0120（031）240（ボウサイ	ツウホウ）

　市内の小・中学校では、課題解決に必要な思考力・判断力・表現力を育てるた
めに、図書館を使った「調べ学習」に積極的に取り組んでいます。
　市内の小学校2,608点、中学校805点を含む、全国63,538点の応募があった
「第24回	図書館を使った調べる学習コンクール（図書館振興財団主催）」で、調べ
る学習部門	中学生の部で1作品が、全国1位にあたる文部科学大臣賞を受賞し
ました。
　また、6作品が優秀賞、そのほか優良賞・奨励賞・佳作で64作品が入選しました。
問 	総合教育センター	☎️（62）2254　FAX（62）3816

賞 部門 氏名 作品名

文部科学大臣賞 中学生の部 柳田	蓮
（昭和中学校2年）

ミツバチからのSOS!!～農業
の危機とミツバチ減少の真実
を探る～

優秀賞・図書館振
興財団賞 小学生（低学年）の部 佐藤	翔斗

（平岡小学校	幽谷分校2年）まった	まった	４年半

優秀賞・日本児童
教育振興財団賞 小学生（中学年）の部 森	美澄

（昭和小学校4年）

プラスチックの楽園になる前
に	～レジぶくろ有りょう化か
ら考える～

優秀賞・日本児童
図書出版協会賞 小学生（中学年）の部 平野	優和

（蔵波小学校3年）
水引	思いをつたえる日本人の
心

優秀賞・日本児童
図書出版協会賞 小学生（高学年）の部 天間	公祥

（奈良輪小学校6年）

守りたい！！ジンベエザメ	ジン
ベエザメファイナル！～どうし
たら守れるのか？絶滅危惧種
の歴史を調べて考えたこと～

優秀賞・日本児童
図書出版協会賞 中学生の部 寺田	和奏

（昭和中学校1年）
骨～あなたの骨にはカルシウ
ムがたりていますか？～

優秀賞・NHK賞 子どもと大人の部
大平	悠仁

（蔵波小学校5年）・
晴惠（母）

ぼくってな～に？？～ぼく
の知らなかった自閉症スペ
クトラム～

入賞作品は、図書館振興財団ホームページで5月中頃に公開予定です。

今年はダメかな・・・
　今回も、調べる学習に取
り組み、たくさんの本や人
との出会いのある時間が
過ごせました。今年はさす
がにダメかなと思ってい
ただけに、今回の受賞の知
らせは、これまでにも増し
て大きな喜びでした。
ミツバチがいなくなると4年
以内に人類は滅亡する？
　もともと読書が好きで、

いろいろな本を読んでいますが、ある本の中で「ミツバチがいなくなると4
年以内に人類は滅亡する」という言葉に出会い、その真偽が知りたくて調べ
始めました。この作品の中では、ミツバチの生態や役割から、ミツバチの数の
現状・問題・対策などについて書いています。
人間だけでは発展できない
　この作品のために調べを進めていくにつれ、私たち人間が経済を優先するあ
まり、小さな生き物にそのツケが回ってきているという現状を知りました。
　私たち人間が生態系のバランスを考え、その生き物を知って理解し、問題
となっていることと向き合って考え、原因を取り除く努力をすること。それ
をみんなが実行することで少しずつでも力が集まれば、問題解決のための大
きな力になると思います。
調べ学習でいろいろな人に出会えた
　この調べ学習をとおして、いろいろな人に出会うことができ、いろいろな
ことにふれることができました。とても良い経験、良い思い出になりました。
　また、今回だけでなく、これまでの作品も、たくさんの人に協力していただ
き、支えていただいたおかげでたくさんの宝物を作り上げることができまし
た。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

2020年度 第24回 図書館を使った調べる学習コンクール
中学生の部で文部科学大臣賞を受賞

優秀賞以上の作品数が　　　　　　　全国一位
　2年連続3回目　	 文部科学大臣賞を受賞した柳田蓮さん（昭和中学校）

21年連続

「広報そでがうら」は
毎月1日と15日に発行しています
　「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

編集室から
（S.Y）

　子どもに「ちょっと待って！」と言って、
本当にちょっと待ってくれた時、「う
わっ、奇跡が起きた」って感じがち。
　そういう子育てあるあるも「みんなの
広場」では募集しています。
　ぜひご応募ください。

ペンネーム　イニエスタさん ペンネーム　春風さん

　約20年前、私が蔵中生だった頃、ALTの
先生が卒業が近くなった私たちに「Let	 it	
be」をピアノで弾き語りしてくれたこと
を、鮮明に覚えています。
　今も、そんな素敵な先生がいらっしゃ
るでしょうか。

　「スモール前の公園集合ね。」
　私の思い出がたくさん詰まった長浦駅
前の公園です。小・中学校の頃に、向かい
にあったスモールというお店で駄菓子を
買って、友達と遊びました。

あなたのつぶやき募集します！
対象　市内在住・在勤・在学の方
募 集内容　日常のつぶやきを200字以内と写真（希望者のみ）
応 募内容の例　嬉しかったこと・学校での出来事・家族のエピ
ソード・自分の住んでいる地区の紹介	など

応 募方法　住所・氏名・年齢・電話番号・メールアドレス・市内在
勤の方は勤務先と住所・掲載用ペンネーム・あなたのつぶや
き（200字以内）を、市ホームページ申込フォーム、はがき、封
書、またはメールでお知らせください。
※写真は、メールまたは封書で送付してください。
申 	〒299－0292（住所不要）　袖ケ浦市役所
	 秘書広報課	☎️（62）2465　FAX（62）3034
	 	koho@city.sodegaura.chiba.jp

みなさんの
日常の

つぶやきを紹介
します

（公財）図書館振興財団主催

画像提供
（公財）図書館振興財団

市ホームページ


