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　3月25日に福島県からスタートしたオリンピック聖火リレーは、121日間をか
けて全国47都道府県を巡り、千葉県では7月1日（木）～3日（土）の3日間で行わ
れます。
　7月1日（木）の君津市から富津市を通過する区間の聖火リレーに、市内在
住の石井更幸さんと鈴木大絆さんが走る予定です。
　沿道からの観覧・応援は可能ですが、混雑状況により、観覧が制限される
場合がありますので、ご了承ください。

　聖火の到着を祝して、歓迎セレモニー「ミニセレブレーション」を行いま
す。
日�時　7月1日（木）午前9時～10時（8時30分開場）予定
場�所　君津メディカルスポーツセンター 特設会場
内�容　ランナー紹介・トーチキス ほか　　対象　県内在住の方
定�員　300名（申込多数の場合は抽選）　　参加費　無料
申�込方法　申込者全員分の住所・氏名・電話番号・年齢を、往復はがきでお知

らせください（1枚につき4名まで）。
※ 聖火リレーやミニセレブレーションは、新型コロナウイルス感染症の状

況により、中止となる場合があります。
▶︎ 詳細は、市ホームページをご確認ください。
申  〒299−1192　君津市久保2−13−1　君津市役所 政策推進課
問  袖ケ浦市 企画政策課 ☎️（62）2327　FAX（62）5916

聖火リレー　コース図

東京2020オリンピック聖火リレー
市民2名が走ります
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幸さん
　袖ケ浦市生まれ。生まれつき「アルビノ（皮膚や髪、瞳の色が薄く、
紫外線が大敵となる病気）」でありながら、26歳まで自身の病名を知
らずに育ち、悩んで過ごした経験を持つ。地元の企業に勤めながら、
全国の学校などで講演会や、個人宅への訪問活動などを行う。

鈴
す ず き

木�大
だ い き

絆さん
　根形中学校3年生。小学校4年生から、友達に誘われてサッカー
をはじめ、現在はサッカー部と地元のフットサルチームにも所
属。憧れのサッカー選手は、デビッド・ベッカム選手。

▶︎2人のインタビューを2面に掲載しています。

東京2020オリンピック聖火リレー

ミニセレブレーション観覧者募集

市ホームページ

至君津
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　庁舎整備事業の庁舎1期棟建設工事に伴い、5月10日（月）から
庁舎北側の駐車場が使用できなくなりますので、旧庁舎周辺および
備蓄倉庫前の職員駐車場をご利用ください。
　来庁者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いし
ます。
期間　5月10日（月）～令和4年7月 

問  資産管理課 ☎️（53）8744　FAX（53）8051

市役所の駐車場が変更になります5月10日～

　年金に加入している20歳以上60歳未満の方は、就職などにより加入する年
金の種類が変わり、届出が必要となる場合があります。確認のうえ、手続きを
行ってください。
20歳（国民年金に加入するとき）になった方
・自営業者・学生 など
　20歳になって2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」などが届きます。
・会社員や公務員などに扶養されている配偶者の方
　配偶者の勤務先で手続きしてください。
会社などに就職した方
　勤務先が厚生年金などに加入の手続きをします。
会社などを退職した方
　市役所 保険年金課または平川・長浦行政センターで、退職日が分かる証明書
を持参して手続きしてください。
新たに会社員などの扶養となる配偶者の方
　配偶者の勤務先で手続きしてください。
会社員などの扶養配偶者でなくなった方
　市役所 保険年金課または平川・長浦行政センターで、扶養配偶者でなくなっ
た日の分かる証明書を持参して手続きしてください。
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

　4月19日に、第一生命保険と包括連携協定
を締結しました。
　今回の協定締結により、本市が進める健康
増進や高齢者支援をはじめとする取組みを、
第一生命保険が培ってきた知見や全国各地
に広がるネットワークを活用し、より一層推
進していきます。
問  企画政策課
 ☎️（62）2327　FAX（62）5916

世界中を感動させる
聖火ランナーになりたい
　小学生の時に初めてオリンピック
の開会式を見ました。聖火リレーの
最終ランナーが聖火台に点火した瞬
間に、国や人種を越えてすべての人
たちが歓声をあげ感動する姿を見
て、自分も聖火ランナーになりたい
と思いました。
　今回、その小学生からの夢が叶った
ことは、とても大きな喜びでした。

復興に対する思いを胸に
　当日は、「復興五輪」の思いを胸に走りたいと思っています。東日本大震
災では、東北だけでなく日本中、そして県内でも大きな被害がありまし
た。また、令和元年の台風15号では、市内でも大きな被害があり、遠方か
ら多くの方々が支援に来てくれました。千葉県を含む日本各地の復興へ
の願いや、支援してくれた皆さんへの感謝を胸に、走りたいと思います。
　また、私が走ることで、アルビノへの正しい理解の啓発や、さまざまな
差別や偏見を一つでも減らすことにつながればよいと思っています。

「開催してよかった」と誰もが思える大会に
　このコロナ禍という厳しい状況の中でも、参加する選手・スタッフ・観
客など、皆さんが「開催してよかった」と思えるような大会になってほし
いと、心から願っています。そのために、私も聖火ランナーとして、さまざ
まな思いを胸に、走りたいと思います。

聖火ランナーの2人にインタビュー
初めて見た世界のレベル
 小学校6年生の時に、サッカーのロ
シアワールドカップをテレビで見て
初めて、世界へと視野が広がりまし
た。そのような世界レベルを自分が
体感できる機会になればと思い、聖
火ランナーに応募しました。
　また、両親の地元が鋸南町で、令和
元年の台風15号の被害が大きく、被
災地の勇気になればという思いもあ
りました。

自分の姿が誰かの勇気になれば
　オリンピックの聖火ランナーというのは、まさに人生で一度しかない
できごと。学校の友達や、仲間などたくさんの人に、自分の走る姿を見て
もらいたいと思っています。そして、それが誰かの勇気になったり、少し
でも明るい気持ちになってくれたらうれしいです。
　当日に向けて、コロナ対策も十分に行い、当日の暑さ対策のためフィジ
カルトレーニングや食生活にも気を付けて過ごしたいと思います。

将来の夢
　将来は、父親の仕事を継ぐか、スポーツに携わる仕事、とりわけサッ
カー関係の仕事につきたいと思っています。
　いずれにしても、今回の貴重な体験を生かせるように、さまざまな思い
を胸に、一歩一歩かみしめながら走りたいと思います。

第一生命保険と包括連携協定を締結

国 民 年 金  こんな方は届出が必要です

寄附金の受領
共栄運輸 様

　3月31日に、共栄運輸様より寄附金を受
領しました。
　いただいた寄附金は、子育て分野に活用
させていただきます。
問  財政課 ☎️（62）2404　FAX（62）5916

ありがとうございます

ワンポイントアドバイス防災

　市では、過去の災害を教訓として、災害への備えと災害が起きた時の対応
方法をまとめた「防災総合ガイドブック」を作成しています。
　このガイドでは、家庭や地域における、地震・津波・火災・風水害への備えや
災害発生時の対応など、幅広い情報を掲載しています。
　いざという時に適切な防災行動をとることができるよう、家族で対策を確
認するなどして、ガイドを活用しましょう。
▶︎ 防災総合ガイドブックは、市ホームページからダウンロード

するか、市役所 防災安全課または平川・長浦行政センターで
配布しています。
問  防災安全課 ☎️（62）2119　FAX（62）5916

～防災総合ガイドブックを活用しよう～

1期棟
建設工事中の
駐車場

石井�更幸さん 鈴木�大絆さん

練習用の自作トーチを持って撮影 石井さんの自作トーチを持って撮影

市ホームページ

市ホームページ
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　皆さんが負担している税金の使い道を、条例に基づきお知
らせします。
　なお、令和2年度予算は出納整理期間中（5月31日まで）のた
め、変動することがあります。決算額は、本紙11月1日号でお
知らせする予定です。
　令和2年度の一般会計予算は、259億1,000万円で成立後、
12回の補正予算を組み、特別定額給付金事業の64億8,304万
8千円を含む、81億3,756万7千円を増額して、総額を340億
4,756万7千円とし、当初予算比31.4%の増となりました。な
お、各会計の内訳は 表1  ・ 表2  ・ 表3  のとおりです。
▶︎このほかに令和元年度からの繰越分として、一般会計で

13億6,154万円（執行率53.9%）を執行しています。
問  財政課 ☎️（62）2404　FAX（62）5916

※グラフ・表などの数字は、すべて令和3年3月31日時点のものです。

市の財政状況を
お知らせします
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市税

139億9,898万円
（141億5,951万円）

110億4,335万円
（103億8,574万円）

14億2,866万円
（14億2,866万円）

13億3,000万円
（13億3,605万円）

4億1,190万円
（4億1,190万円）

12億3,245万円
（12億4,209万円）

22億7,674万円
（11億7,855万円）

13億5,810万円
（4,220万円）

5億7,285万円
（3億6,068万円）

3億9,454万円
（3億7,589万円）

国庫
支出金

県
支出金

繰越金 市債 地方消費税
交付金

諸収入 繰入金 使用料
および
手数料

その他

予算現額 収入済額
（　）内は収入済額
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93億3,632万円
（85億636万円）

71億207万円
（70億5,105万円）

43億7,213万円
（35億3,688万円）

34億5,069万円
（30億2,866万円）

28億9,375万円
（24億65万円）

28億6,101万円
（17億8,968万円）

13億4,866万円
（13億4,862万円）

11億6,974万円
（11億2,625万円）

15億1,320万円
（9億3,446万円）

民生費 商工費 総務費 教育費 衛生費 土木費 公債費 消防費 その他

予算現額 支出済額
（　）内は支出済額

表1 令和2年度一般会計予算の執行状況

予算現額 340億4,757万円　　収入済額 309億2,127万円
収入率 90.8%

予算現額 340億4,757万円　　支出済額 297億2,260万円
執行率 87.3%

歳入

歳出

※金額は原則として、1万円未満を四捨五入しているため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。

令和2年度 特別会計予算の執行状況

令和2年度 下水道事業会計予算の執行状況

表2

表3

区分 国民健康保険 後期高齢者医療 介護保険
金額 執行率 金額 執行率 金額 執行率

予算現額 66億4,295万円 ― 7億 777万円 ― 42億2,855万円 ―
歳入 61億8,735万円 93.1％ 6億9,202万円 97.8％ 39億5,018万円 93.4％
歳出 61億7,758万円 93.0％ 6億 365万円 85.3％ 37億2,309万円 88.1％

区分 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出
金額 執行率 金額 執行率 金額 執行率 金額 執行率

予算現額 17億5,114万円 ― 16億2,542万円 ― 4億1,439万円 ― 8億6,259万円 ―

執行額 17億1,241万円 97.8％ 15億7,094万円 96.6％ 4億1,020万円 99.0％ 8億5,432万円 99.0％

市民の負担状況

区分 1世帯あたり 1人あたり
市　民　税 166,854円 72,790円

固定資産税 283,675円 123,753円

そ　の　他 42,583円 18,577円

合　　　計 493,113円 215,121円
※ 人口65,075人、世帯数28,389世帯（令和3年3月31日現在で算出）
　 市民税には法人市民税、固定資産税には事業者などの償却資産を含

み、その他には都市計画税・たばこ税などを含んでいます。

市債（借入金）の現在高

■一般会計……………………… 139億4,429万円
■下水道事業会計………………… 63億4,996万円

市の基金（一般会計） 44億2,223万円

財政調整基金 24億7,070万円
その他の基金 19億5,153万円（ ）内訳

財産の状況
　　　2,516,712m2

市役所・学校・保育所・公園など
の敷地

　　　190,189m2
市役所・学校・保育所・図書館など
の建物

161台

土地

建物

車両

令和2年度（令和3年3月31日現在）

ゴールデンウィークのごみ・資源物の収集
　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。ご協力をお
願いします。
日時　5月30日（日）午前8時～正午
※小雨決行。雨天の場合は6月6日（日）に延期。
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。
・�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。
▶︎第2回は、11月21日（日）に行います。
問  環境管理課 ☎️（62）3413　FAX（62）7485

5月30日（日）は市内一斉清掃日です
期　日  ごみ・資源物  粗大ごみ  自治会資源回収 

5/1（土） 通常 通常 通常 

5/2（日） 休み 休み 休み 

5/3（祝・月） 通常 持込のみ可  通常 

5/4（祝・火） 休み 休み 休み 

5/5（祝・水） 休み 休み 休み 

5/6（木） 通常 通常 通常 
・5月3日（祝・月）は、月曜日の区分で収集します（粗大ごみ戸別収集は行いません）。
・�5月1日（土）・3日（祝・月）にごみを持ち込む場合は、平日のうちに予約してく

ださい。持込の受付時間は、午前9時～11時30分、午後1時～4時です。
問  ▶︎廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
 　☎️（63）1881　FAX（62）2820
 ▶︎クリーンセンター予約ダイヤル
 　☎️（63）1000
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　地域の学習会などに市職員が出
向き、市の事業や施策などを説明し
ます。
開�催日時　曜日は問いません。時間

は、午前9時～午後9時までの間
で、2時間以内です。

※年末年始を除く。
場所　市内の公民館・集会所などの施設
※ 会場の手配や当日の進行は、団体が行ってくだ

さい。
対象　市内在住・在勤・在学で、10名以上の団体
費用　原則無料
申�込方法　希望日の20日前までに、申込書を

FAX、メール、または持参して提出してくださ
い。なお、申込書は市ホームページからダウン
ロードできます。

▶︎ 11・12番の講座は防災安全課（☎️（62）3106）へ、
40・41番の講座は中央消防署（☎️（64）0165）へ、
直接申し込んでください。
実�施の可否　決定通知書を団体の代表者へ郵送

します。
その他
・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会

場や人数などの制限をお願いする場合がありま
す。また、感染拡大の状況によっては、受付を
停止する場合があります。
・�個人の申込や営利目的などでは、利用できません。
申  生涯学習課 ☎️（62）3743　FAX（63）9680
  sode30@city.sodegaura.chiba.jp

主�な業務　農業・工業・商業・観光業など各産業などから選出された委員で構成する産
業振興懇談会に出席し、市の産業振興施策に対して意見を述べる。
募集人数　2名
任期　令和３年度～令和４年度（約2年間）
応�募資格　市内在住で、年2・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・産業振興に対する考え（200字程度）と、住所・氏名・生年

月日・性別・電話番号・職業を記入し、郵送、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　5月14日（金）消印有効
申  〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所 商工観光課
 ☎️（62）3428　FAX（62）7485
   sode19@city.sodegaura.chiba.jp

産業振興懇談会委員を募集••••• •••••

　ちばサイクルール（千葉県自転車安全利用ルール）を守り、安全な運転を心が
けましょう。

5月は 自転車マナーアップ強化月間 です

問  防災安全課 ☎️（62）3106　FAX（62）5916

自転車に乗る前のルール
・自転車保険に加入しよう
・点検整備をしよう
・反射器材を取り付けよう
・ヘルメットを着用しよう
・飲酒運転はやめよう

自転車に乗るときのルール
・車道の左側を走ろう
・歩行者を優先しよう
・「ながら運転」はやめよう
・交差点では安全確認をしよう
・夕方からライトを点灯しよう

市職員 出前講座 をご利用ください
令和3年度職員出前講座メニュー

No. タイトル 担当
1 袖ケ浦市総合計画

企画政策課2 公共交通の現状と利用促進
3 「袖ケ浦市総合戦略」について
4 袖ケ浦市の行政改革 行政管理課
5 男女共同参画ことはじめ

市民協働
推進課

6 協働事業提案制度について

7 袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり
条例について

8 広報紙のできるまで 秘書広報課
9 自主防災組織って何？

防災安全課
10 災害に備えて
11 交通安全教室
12 防犯講習会
13 袖ケ浦市の予算 財政課
14 庁舎整備について

資産管理課
15 みんなで考えよう！

公共施設のこれから
16 袖ケ浦市の国民健康保険について 保険年金課

17 なぜ特定健診を受診しなければいけな
いの？

保険年金課
健康推進課

18 子育て支援事業の取組み 保育幼稚園課
子育て支援課

19 地域福祉計画って何？
地域福祉課

20 生活困
こんきゅう

窮者自立支援制度について

21 お年寄りってどんな気持ち？
目が見えないってどんなこと？

社会福祉
協議会

22 障がい福祉サービス
障がい者
支援課23 障がいの理解・障がいのある人への配

慮について　

No. タイトル 担当

24 介護保険制度の概要 介護保険課 
高齢者支援課

25 高齢者の生活を支援する事業の概要 高齢者
支援課26 生活の中でできる介護予防

27 袖ケ浦の環境について 環境管理課
28 ごみの減量化・資源化への取組み 廃棄物対策課
29 袖ケ浦市の農業の現状について

農林振興課
30 農業・農村を守る地域の共同活動を支援

します

31 袖ケ浦市の商工業、観光業の現状につ
いて

商工観光課
32 袖ケ浦を食べよう

袖っ粉ミックス調理講習会
33 袖ケ浦市の都市計画

都市整備課
34 景観まちづくり
35 空家対策の取組み
36 地震に強いわが家にしよう
37 道路境界について 土木管理課
38 下水道のしくみを知っていますか？ 下水対策課

39 火災予防講座 消防本部
予防課

40 だれにでもできる応急処置
(救急指導) 中央消防署

41 普通救命講習
42 教育委員会の役割 教育総務課
43 袖ケ浦市の特色ある学校教育 学校教育課

44 子どもの心と教育相談 総合教育
センター

45 生涯学習の推進に向けて
生涯学習課

46 国史跡「山
さ ん や

野貝塚」について
47 市スポーツ振興について スポーツ振興課

　新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、生活用品などの買い占めや、コ
ロナを利用した便乗商法などの新たな消費者被害が発生しています。
　この現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」といった自分のことだけでな
く、社会全体のことを考えた消費行動が求められています。
　また、急速なデジタル化により情報が氾濫する中、新たな消費者被害を防止し
ていくためには、行政による正確な情報発信などに加え、消費者の自立と事業者
の自主的な取組みなど、全体が一体となって取り組むことが重要です。
　新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくために、暮らしや働く場での感染拡
大を防止する習慣である「新しい日常」を、一人ひとりが実践していきましょう。

問  ▶︎商工観光課 ☎️（62）3428　FAX（62）7485
 ▶︎消費生活センター ☎️（62）3134

5月は消費者月間“消費”で築く新しい日常

手洗いの徹底
マスクの着用

ソーシャル
ディスタンス

「3つの密」
を避けて行動

買い物
・�少人数・短時間で済ま

そう
・�レジで並ぶ時は間隔を

あけよう
・�通販やキャッシュレスを

活用しよう

食事
・�お箸やお皿の共用を避ける・座り方

を工夫するなど、新しい食事マナー
を実践しよう
・�テイクアウトやデリバリーを利用し

よう

働き方
・�テレワークや時差出勤を広げよう
・�オンライン会議やはんこレスを進め

よう
・�ついたて・換気・消毒など、職場に応

じた工夫をしよう

娯楽・スポーツなど
・�オンラインを活用し楽

しもう
・�公園は空いている時

間・場所を選ぼう

公共交通機関
・�混んでいる時間帯を避

けよう
・�徒歩や自転車を利用し

よう

主な業務　社会教育に関する調査研究を行い、会議に出席して意見を述べる。
募集人数　1名（応募者多数の場合は、書類選考で決定）
任期　7月1日～令和5年6月30日（2年間）
応�募資格　市内在住または在勤で、平日に開催する会議（年5回）や、各種大会・研

修会（5回程度）などに出席できる、20歳以上の方
※市議会議員、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　「私が考える社会教育」がテーマの作文（800字以内）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、窓口、郵送、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　5月17日（月）消印有効
申  〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所 生涯学習課
 ☎️（62）3743　FAX（63）9680
  sode30@city.sodegaura.chiba.jp

社会教育委員を募集••••• •••••

小島�直子�氏（今井）　笠原�幹夫�氏（高谷）　茂木�好明�氏（奈良輪）
　4月1日付けで、総務大臣から行政相談委員として3名が委嘱されました。
定例で行政相談を行っています
　行政サービス（年金・医療保険・行政窓口サービスなど）に対する苦情などの
相談に応じます。相談は無料で、秘密は厳守します。気軽にご相談ください。
　なお、開催日などの詳細は、本紙毎月1日号をご確認ください。
問  市民協働推進課 ☎️（62）3102　FAX（62）3877

行政相談委員が委嘱されました

市ホームページ



—   　—5—   　—5 2021年（令和3年）5月1日 広 報

　千葉県歯科医師会と市では、80歳になっても20本以上の歯を保ち、いきいき
した生活を送ることを目標に、歯の健康づくり（8020運動）をすすめています。
この運動の一環として、標語を募集します。

歯・口の健康啓発標語コンクール
対象　市内在住・在勤・在学の方（高校生以上）
内容　むし歯と歯周疾患の予防に関するもの
申�込方法　標語・住所・氏名・年齢・電話番号・在勤の方は勤務先・在学の方は学

校名を、はがき、またはメールでお知らせください。
申込期限　5月14日（金）必着
申  〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所 健康推進課
 ☎️（62）3162　FAX（62）3877
  sode16@city.sodegaura.chiba.jp

　ドクターヘリは、救急医療用の医療機器などを搭載したヘリコプターの
ことで、重症傷病者と医師の接触を早くすることにより、迅速に良質かつ
適切な医療を提供することができます。
2020年の市内への出動件数は24件でした

　ドクターヘリが着陸する際には、ヘリから強い風が発生し、砂や小石な
どが飛散して危険です。見かけた際は離れて物陰に隠れたり、現場の消防
隊の指示に従うなどの対応にご協力をお願いします。
問  平川消防署 ☎️（75）3116

ドクターヘリをご存じですか

の標語を募集８ ０ ２ ０ 運 動

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、支援物資や寄附金を
いただきました。
支援物資や寄附金をいただいた方（敬称略、順不同）

※令和2年9月1日～令和3年4月15日
支援物資（マスク・消毒液・フェイスシールド・お茶・パーテーション�ほか）
・�三和工業　　・伊藤園
・小林  幹子　　・シミズオクト 千葉スタジオ
寄附金
・千葉県税理士会　　・明治安田生命 千葉南支社
・国際ロータリー第2790地区第5グループ ガバナー補佐 窪田 謙
問  新型コロナウイルス対策支援室 ☎️（62）2323　FAX（62）2122

　飲食店をはじめ、接客などで利用客が密集、または一時滞在する施設を市内
に有する中小企業者などに対し、感染症対策のために購入した物品の購入費用
を補助します。
対象者の主な要件　市内の事業所で対象業種を営む中小企業者 など
※対象業種は、市ホームページをご確認ください。　
補�助対象経費　令和3年4月1日～6月30日に購入した、感染症対策のための物

品の購入費用
対象となる物品の例
　サーキュレーター・空気清浄機・つい立て・ビニールカーテン・非接触型体温
計・非接触型消毒液ディスペンサー・キャッシュレス決済端末・マスク・消毒液 
など
補助金額　補助対象物品の購入費の4分の3の額（1事業者につき上限10万円）
※令和2年度に交付を受けた事業者は、上限5万円
申請方法　申請書に必要書類を添付して、郵送してください。
申請期限　7月5日（月）消印有効
▶︎ 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  〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所 商工観光課
 ☎️（62）3428　FAX（62）7485

感染症対策物品の購入費用を補助します

スケジュール

※詳細は、5月5日に発行する新型コロナワクチン接種特集号をご確認ください。
5月18日（火）　公共施設における集団接種開始　※5月18日～23日までの予

約受付は終了しました。
5月24日（月）　協力医療機関での個別接種開始
※ 6月中に、65歳以上の方が2回接種できる量のワクチンが供給される見込みです。
※ ワクチン接種は6月以降も十分日程を確保しており、最終的にはワクチン接

種を希望するすべての方が必ず接種できます。
※ 予約受付開始後しばらくの期間は、予約の取りにくい状況が続きますが、ワ

クチンの供給量は次第に増えていきます。可能な方は、期間を空けての予約
にご協力ください。

ワクチン接種の予約方法
　予約には、接種券の番号などが必要です。接種券が届いてから予約してください。
接種予約コールセンターに電話で予約する
申  新型コロナワクチン接種予約コールセンター　
 ☎️043(223)7200（平日10：00～18：00）
 ※土・日曜日、祝日を除く
接種予約サイトから予約する
　https://jump.mrso.jp/122297/
※ 協力医療機関では予約できません。コールセンターまたは、予約

サイトから予約してください。
▶︎ 最新の情報は、生活安全メール・市ホームページでお知らせします。
　 生活安全メールの登録は、右のQRコードを読み込むか、「袖ケ浦市

生活安全メール」で検索し、登録方法を確認してください。

公共施設における集団接種
接種開始時期　5月18日（火）～
接種場所　市民会館・平川公民館・長浦公民館・臨海スポーツセンター

協力医療機関での個別接種　※医療機関での予約はできません。
接種開始時期　5月24日（月）～
接種場所　次の医療機関　※順不同
・福王台外科内科　　・山口医院　　・佐野医院　　・袖ケ浦医院
・田中医院　　・かんのう整形外科　　・わたなべ皮フ科形成外科クリニック
・犬丸内科皮膚科クリニック　　・Kenクリニック　　・石井内科小児科医
・こいで胃腸科内科（6/1～よしだ胃腸科内科）
・袖ケ浦メディカルクリニック　　・袖ケ浦さつき台病院　　・井出医院
・高橋医院　　・平岡医院
※ 袖ケ浦さつき台病院でのワクチン接種の開始は、調整中のため決定次第お知

らせします。
※ 市外のかかりつけ医で接種を希望する方は、かかりつけ医のある市町村にお

問い合わせください。

注意事項
・�ワクチンは2回接種します。1回目の接種終了後に、2回目の予約ができるよう

になります。
・�治療中の方や不安がある方は、必ず主治医に相談してから接種してください。
・�当日体調が悪い方は、接種を控えてください。
・�問診では、当日の体調確認のみ行います。
・�肩を出しやすい服装でお越しください。
・�接種券・保険証（身分証）を忘れた方は、接種できません。
・�予診票も忘れずに持参してください。
・�他の予防接種との接種間隔は、2週間以上空けてください。

　基礎疾患を有する方が多いことやクラスター
の発生防止の観点から、高齢者施設の入所者な
どを対象とした接種を、5月7日（金）
から始めます。
問  新型コロナウイルス対策支援室

 ☎️（62）2323　FAX（62）2122

新型コロナウイルス対策への支援ありがとう
ございます

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種を行います
対象　次のいずれかに該当し、過去に肺炎球菌予防接種を受けていない方
・令和4年3月31日時点で、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳

になる方
・接種日に60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウ

イルスにより、免疫機能に障がい（身体障害者手帳1級相当）がある方
接種期間　令和4年3月31日（木）まで
自己負担金　2,500円
※生活保護世帯や東日本大震災で市内に避難している方は、自己負担金が免

除となります。事前に手続きが必要ですので、お問い合わせください。
▶︎対象の方には、6月末までに通知を送付します。対象の方で通知送付前に接

種を希望する方は、お問い合わせください。詳細は、通知をご確認ください。
問  健康推進課 ☎️（62）3172　FAX（62）3877

新型コロナウイルスの
ワクチン接種が始まります

今回は65歳以上の方が対象です

予約サイト

生活安全メール
登録ページ

※4月22日時点の情報です。ワクチンの供給量により予定を変更する場合があります。

市ホームページ

市ホームページ

5月6日（木）午前10時〜　5月24日（月）以降の接種日の予約受
付開始（協力医療機関での個別接種・公共施設での集団接種）
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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、4月20日現在で、次のとおりです。
・令和2年7月豪雨災害義援金

87,623円
・令和3年2月福島県沖地震災害義援金

1,638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

5月の移動交番開設予定
場所・日時
・�長浦公民館　8日（土）・22日（土）

午後1時～2時30分
・�平川公民館　9日（日）・23日（日）

午後1時～2時30分
・�臨海スポーツセンター　10日（月）・

24日（月）午後1時～2時30分
・�袖ケ浦公園　13日（木）・31日

（月）午前9時～11時
・�市民会館　15日（土）・31日（月）

午後1時～2時30分
▶︎ 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

献血にご協力をお願いします
日�時　5月14日（金）午前10時～11時

45分、午後1時～4時
場所　保健センター
▶︎ 採血基準などの詳細は、

市ホームページをご確
認ください。

問  健康推進課
 ☎️（62）3162　FAX（62）3877

普通救命講習会
日�時　5月23日（日）午前9時～10時

30分
場所　平川消防署
内�容　応急手当の重要性・心肺蘇生

法・AEDの使用方法 ほか
定員　9名（申込先着順）
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、受講に関して一部制限が
あります。詳細は、お
問い合わせください。
申  平川消防署
 ☎️（75）3116

　�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。

社会教育委員会議
日時　5月19日（水）午後3時～
場所　根形公民館 2階視聴覚室
議�題　令和3年度社会教育・スポーツ

事業計画について ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　5月14日（金）
申  生涯学習課
 ☎️（62）3743　FAX（63）9680

文化財審議会
日時　5月20日（木）午後1時30分～
場所　郷土博物館 研修室
議�題　指定文化財候補物件について 

ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　5月13日（木）
申  生涯学習課 
 ☎️（62）3744　FAX（63）9680

公民館運営審議会
日時　5月20日(木)午後3時～
場所　根形公民館 2階視聴覚室
議�題　令和3年度市民会館・公民館の

事業計画について ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　5月13日（木）
申  市民会館
　☎️（62）3135　FAX（62）3138

　�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　5月9日（日）午前10時～11時
場所　剣道場　　受講料　800円
定員　12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

　�お知らせ
令和４年４月入学
小学校就学説明会 　
　
日�時　5月13日（木）午前10時15分

～11時30分（10時受付）
場�所　総合教育センター 2階第2研

修室
内�容　小学校の就学までの流れ・特別

支援学級の支援・通級指導教室の支
援・槇の実特別支援学校の支援・就
学相談窓口の紹介
対�象　令和4年4月に就学予定のお子

さんを持つ保護者
申込方法　電話
申込期限　 5月7日（金）
申  学校教育課
 ☎️（62）3727　FAX（63）9680

胃がん検診を行っています
　胃がん集団検診を行っています。新
たに受診を希望する方は、早めに申し
込んでください。 
対�象　40歳以上の方（昭和57年3月

31日までに生まれた方）
検診方法　胃部Ｘ線検査
※バリウムを飲む検査です。
自己負担金　500円
※70歳以上の方は無料
受�付時間　午前8時30分～10時（番

号札配布8時10分～）
▶︎ 日程などの詳細は、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  健康推進課
 ☎️（62）3162
 FAX（62）3877

住宅用火災警報器の
設置状況調査を行います 　
　
　住宅火災の発生に
よる死傷者を減少さ
せるため、条例により
すべての住宅に住宅
用火災警報器の設置
が義務づけられてい
ます。
　消防職員が各家庭
を訪問し、設置状況調査を行いますの
で、ご協力をお願いします。
訪問日　5月15日（土）
対�象　市内全世帯のうち、無作為に抽

出した100世帯
問  消防本部 予防課
 ☎️（63）6199　FAX（62）9729

建設工事等入札参加資格審査の
随時申請を受け付けています 　
　
　市が発注する建設工事などの入札
に参加する方は、市の入札参加資格審
査を受け、入札参加資格者名簿に登載
されることが必要です。現在未登載の
方で登載を希望する方は、申請してく
ださい。
名�簿登載予定日　毎月15日を受付締

め切りとし、翌々月の1日から 
名�簿登載期間　名簿登載日～令和4年

3月31日（木）
▶︎ 申請方法などの詳細は、

市ホームページをご確
認ください。
申  ▶︎ 千葉県電子自治体共

同運営協議会
 　☎️043（441）5551
 ▶︎袖ケ浦市 管財契約課
 　☎️（62）2219　FAX（62）5916

5月・6月は赤十字運動月間
　国内外の災害
救援活動や救急
医 療 体 制 の 整
備、血液事業、救
急法などの講習
会など、すべて
の事業がみなさんからの善意によっ
て支えられています。
　赤十字活動資金へのご支援・ご協力
をお願いします。
問  日本赤十字社 千葉県支部
 ☎️043（241）7531

インターネットで申し込む宅配型クリーニングのトラブル
　宅配型クリーニングは、インターネットでいつでも申し込みができ、布団な
どの大物や大量の衣類の持ち運びが不要になるなど、便利な側面があります
が、店舗型クリーニングと違って非対面式なので、価格、解約や紛失、破損な
どの事故が起きた場合に、現物を見た状態での交渉が困難であり、補償が少
ない、連絡が取れないといったトラブルが起きています。
【事例1】
　インターネットでブランドの紳士コートとスーツなど、合計5着のク
リーニングを宅配便で送付した。出来上がりを受け取ると、袖口や裾に色
むらが出て、スーツのズボンに穴が開いていたのに、責任を認めない。付属
品のベルトも紛失した。補償してもらいたい。
【アドバイス】
・衣類を送る時に、枚数・種類・付属品などのリストを作り、しみなど気になる

箇所は写真を撮って業者に伝えるとともに、その内容を控えておくことが大
切です。クリーニング方法やしみ抜きの箇所など、できる限り事業者と情報
を共有しましょう。
・キャンセルができるか、送料負担があるかどうか、トラブルが起きた際の事

業者の連絡先や連絡方法（メール・電話など）を確認しましょう。
・利用規約や賠償基準などをよく読み、契約内容に納得した上で利用しま

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

無料耐震相談会 期日　5月23日（日）　　時間　午前10時～正午、午後1時～4時　※1件あたり60分程度　　場所　市役所 7階会議室
申込期限　5月21日（金）　問  都市整備課 ☎️（62）3645　FAX（63）9670

市ホームページ

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  市民協働推進課 ☎（62）3102
※6月分は5月21日（金）から予約受付

5月6日（木） 市役所第2相談室
13時〜16時5月13日（木） 平川行政センター

5月20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  市民協働推進課 ☎（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

5月6日（木）
平川行政センター

13時〜16時

◎長浦行政センター

5月13日（木）
◎市役所
長浦行政センター

5月20日（木）
市役所
◎平川行政センター

5月27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  市民協働推進課 ☎（62）3102

祝日を除く毎週火・金曜日
※5月21日（金）は休み 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  市民協働推進課 ☎（62）3102

5月26日（水） 市役所第2相談室 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」

「基幹相談支援センター」
☎・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。

市ホームページ



—   　—7—   　—7 2021年（令和3年）5月1日 広 報

場所　旧館1階 第2相談室
▶市民協働推進課
　☎（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

65 男
60 男
48 男
44 男
37 男
31 男
45 女
40 女
39 女
36 女

高卒
大卒
中卒
高卒
専門卒
専門卒
短大卒
短大卒
大卒
専門卒

パート
パート
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員

千葉
市原
市原
市原
袖ケ浦
千葉
千葉
木更津
千葉
袖ケ浦

スポーツ観戦
ゴルフ
ドライブ
ドライブ
ゴルフ
音楽鑑賞
読書

音楽鑑賞
読書
料理

163
187
168
168
172
173
160
154
158
156

58
105
80
72
66
55
51
50
56
55

再
再
再
初
初
初
初
初
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、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
▶市民協働推進課
　☎（62）3102　FAX（62）3877
▶結婚相談所（火・金曜日開設）
　☎（62）2111（内線546）
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9
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年齢・性別 学歴 職業 勤務地 趣味 身長 体重 結婚歴
私の略歴

65 男
60 男
48 男
44 男
37 男
31 男
45 女
40 女
39 女
36 女

高卒
大卒
中卒
高卒
専門卒
専門卒
短大卒
短大卒
大卒
専門卒

パート
パート
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員

千葉
市原
市原
市原
袖ケ浦
千葉
千葉
木更津
千葉
袖ケ浦

スポーツ観戦
ゴルフ
ドライブ
ドライブ
ゴルフ
音楽鑑賞
読書

音楽鑑賞
読書
料理

163
187
168
168
172
173
160
154
158
156
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55
51
50
56
55

再
再
再
初
初
初
初
初
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
郷土博物館 企画展Ⅰ「病と医療」

　江戸時代や明治時代の袖ケ浦の人
が疫病などとどのように戦ったのか、資
料から読み取るリアルをご覧ください。
期間　5月1日（土）～7月4日（日）
※ 月曜休館（祝日の場合は翌平日休館）
場所　 郷土博物館 2階特別展示室
主な展示内容
・�疫病流行「頓

と ん し

死同様流行病おびただ
しき！」
・� 病気とたたかう、あれやこれ 温泉・

漢方・神だのみ！
・� 近代医療の夜明けと病院建設
・� 養生、そして健康へ 衛生・予防・栄

養学の普及
展示解説会
日�時　5月23日（日）・6月19日（土）・

7月4日（日）午前11時～正午
関連講座「近代における千葉県と疫病
−千葉県文書館企画展から−」
日時　6月12日（土）午後1時30分～3時
場所　根形公民館 2階視聴覚室
講師　豊川 公裕 氏（千葉県文書館）
定員　25名（申込先着順）
申込方法　電話・窓口
申  郷土博物館
 ☎️（63）0811　FAX（63）3693

図書館でブックスタート
　ボランティアによる絵本の読み聞
かせと、絵本の入ったブックスタート
パックをプレゼントします。
日�時　5月18日（火）午前10時30分～

11時30分までで、15分ごとに5枠
（申込順）
場所　中央図書館 2階第一会議室
対�象　市内在住の1歳未満のお子さん

と、その保護者
定員　15組　　申込方法　電話
そ�の他　母子手帳を持参してください。
　 参加できない方は、中央・長浦おかの

うえ・平川図書館のカウンターでブッ
クスタートパックを配布します。
申  中央図書館
 ☎️（63）4646　FAX（63）4650

ゆりの里 新茶まつり
日�時　5月22日（土）午前9時～午後3時
場所　農畜産物直売所「ゆりの里」
内容　生産者などによるPR販売 ほか
問  ゆりの里 ☎️（60）2550

中央図書館 おはなし会
日時　6月6日（日）午後2時～2時30分
場所　2階第一会議室
定員　12名（申込先着順）
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　電話
申  中央図書館
 ☎️（63）4646　FAX（63）4650

久留里線で行く 
君津地域ふるさと探検ツアー2021
内容
① 城下町久留里を歩く
　～名水の里を巡って～
② ブルーベリー農園と郷土博物館
　～自然の恵みと歴史を満喫！～
期日
①6月12日（土）・15日（火）
②7月25日（日）・28日（水）
対�象　県内在住の小学生以上（小学生

は保護者同伴）
定員　各20名（申込多数の場合は抽選）
申�込方法　参加者全員の住所・氏名・

電話番号を記入し、はがきで申し込
む（1枚につき4名まで）か、君津地域
振興事務所ホームページで申し込
んでください。

※ 同居者以外の方との応募は、なるべ
くお控えください。
申込期限
①5月14日（金）必着
②5月28日（金）必着
▶︎ 詳細は、君津地域振興事

務所ホームページをご
確認ください。 
申  君津地域振興事務所
 ☎️（23）1111

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。電話、または窓口で申し込んでください。
申  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≫
5月10日（月）
※ 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 、保
健・栄養・歯科相談

持�ち物　母子健康手
帳・バスタオル

≪午前≫
6月7日（月）
申込期間
5月14日（金）〜
31日（月）

成人

≪午前≫
5月10日（月）
≪午後≫
5月17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≫
6月7日（月）
≪午後≫
6月14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
〈要申込〉

妊娠８か月相
当 の 妊 婦 と
夫など

5月20日（木）
午前10時〜11時30分
※ 完全予約制。申込は締め切りま

した。

持�ち物　母子健康手
帳・筆記用具

6月13日（日）
申�込期間
5月24日（月）〜
28日（金）

▶︎離乳食と歯の教室は中止です。すこやか相談（予約制）をご利用ください。
▶︎ 4か月児教室・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、「図書館でブックスタート」や、図書館の

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。

市制施行30周年記念
市民ギャラリー�袖ケ浦写友会「サークル写真展」

期間　5月2日（日）午後1時～15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＞
『ほっといて欲しいけど、ひとりはいや。』
　ダンシングスネイル
『にほんでいきる』毎日新聞取材班（編集）
『父と娘の認知症日記』
　長谷川和夫、南髙まり
『日本の鉄道365日』櫻田純（監修）
『文豪の名句名言事典』
　山口謠司（監修）、平山健（編集）
＜小説＞
『さようならアルルカン／白い少女たち』
　氷室冴子
『零から０へ』まはら三桃

『移動図書館の子供たち』我妻俊樹 ほか
『赤いモレスキンの女』
　アントワーヌ・ローラン
＜児童書＞
『鬼大図鑑』田村正彦（監修）
『くもとり山のイノシシびょういん』
　かこさとし（文・絵）、なかじまかめい（絵）
『名探偵カッレ　危険な夏の島』
　アストリッド・リンドグレーン（作）
＜絵本＞
『みえないこいぬぽっち』ワンダ・ガアグ（作）
『なりきりマイケルのきかんしゃりょこう』
　ルイス・スロボドキン（作）

　��講座・セミナー
頭の元気トレーニング
日�時　5月14日（金）午後2時～3時30分
場所　平岡公民館
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
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
申  地域包括支援センター
 ☎️（62）3225　FAX（62）3165

うたたねハッピークラブ！
乳幼児家庭教育学級生募集

　同じ年頃の子どもを持つパパ・ママ
同士、一緒に楽しく子育てについて学
びましょう。
期間　6月～12月（全10回）
内�容　子育てに関する講座・ものづく

り体験 など
対�象　小学校入学前のお子さんを持

つ保護者
定�員　15名（申し込み多数の場合、抽選）
費用　無料（材料費などは実費負担）
申�込方法　市民会館・平川公民館の窓

口、電話、またはメールで申し込ん
でください。
申込期限　5月21日(金)
▶︎ 詳細は、市ホームページ

をご確認ください。
申  ▶︎市民会館
 　☎️（62）3135
 　FAX（62）3138
 　   sode60@city.sodegaura.

chiba.jp
 ▶︎平川公民館
 　☎️（75）2195　FAX（60）5001
 　   sode61@city.sodegaura.

chiba.jp

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　5月17日（月）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　5月15日（土）
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）

災害対策コーディネーター養成講座
期�日　7月3日（土）・４日（日）・17日
（土）・18日（日）

※全4回、1回のみの参加も可能。
時間　午前9時～午後4時30分
※第4回は、午前9時～正午
場所　長浦公民館 2階研修室 ほか
内�容　講座（市の地域防災計画・自主

防災組織の役割・災害時の地域医
療・気象と災害 ほか）
定員　25名程度（申込先着順）　　
申�込方法　受講申込書を

提出してください。申込
書は、市ホームページか
らダウンロードできます。
申�込期限　6月18日（金）
申  防災安全課
 ☎️（62）2119　FAX（62）5916

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
（施設の状況、
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、4月22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。

問   中央図書館 ☎️（63）4646　FAX（63）4650

5月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
10日（月）・17日（月）・24日（月）・28日（金）・31日（月）

図書館イメージキャラクター
「トショロ」

市ホームページ

君津地域振興
事務所

ホームページ

市ホームページ
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広報担当Instagram▶︎

　このほかの写真は、広報担当インスタグラムで紹介して
います。
問  秘書広報課 ☎️（62）2465　FAX（62）3034

※ 入学式は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえ
で行いました。マスクを外している写真は、撮影時のみマ
スクを外し、会話を控えたうえで撮影しています。

奏
か な と

杜くん
（9カ月）

長
な が し ま

嶌 隼
は や と

士くん
（3歳）

伊
い と う

藤 陽
ひ な

菜ちゃん（1カ月）

“毎日笑顔で
元気いっぱいの2人です。”

＂ 陽
菜
の
誕
生
に
よ
り
、コ
ロ
ナ
禍
で
す
が
周
り
の

人
に
笑
顔
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
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）

平岡小学校 入学式（4月8日）

昭和中学校 入学式（4月9日）

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
5月 当番医 診療科目 電話

2日 犬丸内科皮膚科クリニック
〔蔵波台2-28-5〕

内科
小児科
皮膚科

（64）1191

3日 山口医院
〔奈良輪535-1〕

外科
内科

整形外科
（62）2056

4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

5日 こいで胃腸科・内科
〔蔵波台6-1-5〕

外科
内科 （60）7451

9日 石井内科小児科医院
〔蔵波台4-13-8〕

内科
小児科 （62）7360

※ 連休中は、発熱などのある方は、事前に電話
連絡をお願いします。

※ 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耳鼻科当番医　診療時間　午前9時〜正午
5月 当番医 電話

2日 鮎澤耳鼻咽喉科
〔君津市中野4-15-14〕

0439
（54）8721

9日 ほたる野クリニック
〔木更津市ほたる野3-24-17〕（30）9560

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

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

かずさ水道ホームページ

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

子育てあるある
　納豆についてくる「からし」、たま
りがち。
　からしを消費するレシピが
あったら教えてください。
　よろしくお願いします。


