
2面：�ひとり親家庭などを支援
3面：��新型コロナワクチン接種を進めてい
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人口の動き
7月1日現在（　）内は前月比

聖火ランナーの2人にインタビュー
Fun Run！
　今回のパラリンピックの聖火ランナーに応募
したきっかけは、仲間たちが推薦してくれたこと
でした。私はもともと男女の婚活などの出会いを
サポートする活動などをきっかけに、現在は、
LGBTいわゆるセクシュアルマイノリティ（性的少
数者）の方々をサポートするボランティア活動も
行っています。全国でLGBT向けのイベントを行
うなど、当事者に寄り添い自らに壁を作らず、人
と人とをつなぐコミュニティ作りを行っています。

　そんな活動の中で出会った仲間が今回推薦してくれたおかげで、聖火リレーを
走ることになりました。
　聖火リレー当日は、私の走る姿を見て、仲間や家族がワクワクしてくれたら嬉し
いです。これまで出会った仲間もすべてが「縁」。これまで大事に、丁寧に育ててき
た「縁」を持つ皆さんと、この聖火リレーという大舞台を走る私のワクワクを共有で
きたらいいなと思います。そして、とにかく楽しんで走ります！

1人1人の輝きが尊重される社会へ
　「共生」って、とても素敵な言葉だと思うんです。性別や年齢、障がいを持った
人、セクシュアルマイノリティなど、他者との違いはさまざまありますが、その違い
に目を向けるのではなく、それぞれの人の輝きに目を向けることで、あたたかい社
会になっていくと思います。

家族が安心して暮らせるサポートをしたい
　今後は、この活動を続けながら、家族が安心して暮らせるサポートができればと
思っています。1秒でも長く笑い合えるように、全力でがんばります。

聖火リレー、走りたい！
　私は袖ケ浦市で生まれて、袖ケ浦市で育ち
ました。中学校の部活動からPTAまでバレー
ボールを長くやっていたことをきっかけに、
現在は、市のスポーツ推進員としてスポーツ
イベントの企画・運営などに携わっています。
　今回、自分で聖火リレーを走りたいという
思いと、周囲からのすすめもあり応募しまし
た。聖火ランナーとして選ばれるために、面接
を受け、ドキドキしながら結果を待ちました。
　5月に、ランナーに選ばれたというメールが届いたときは、とても嬉しかっ
たです。

オリンピック・パラリンピックに関わる喜び
　以前からスポーツに長く関わってきたので、世界のスポーツの最高峰の大
会であるオリンピック・パラリンピックにも何か関わりたいという思いがあ
りました。今回、聖火ランナーという形で関われることは大きな喜びです。
きっと一生に一度の経験になると思います。聖火ランナーとして関わること
ができる喜びを感じながら、少しでも、皆さんに勇気を与える走りができたら
いいなと思っています。当日に体調万全で走れるように、健康管理に気を付け
て生活したいと思います。

困っている人がいたらサポートしたい
　これまで私は、自由にやりたいことをやってこられたと思います。そんな中で続
けてきたのは、障がいのある方の支援や介護を必要とする方を支援する仕事で
す。今後も、困っている人をサポートする仕事を続けていきたいと思います。

菅﨑 由美さん 天野 恵子さん

菅﨑 由美さん
　生まれも育ちも袖ケ浦。男女の婚活イベントを始め、LGBT向けのイ
ベントなども全国で開催し、たくさんの方をサポートしています。当事
者に寄り添いながら、人と人とをつなげる活動を行っています。

天野 恵子さん
　生まれも育ちも袖ケ浦。市スポーツ推進員として、市のスポーツイベ
ントなどに携わっています。第2回ちばアクアラインマラソンでは、袖ケ
浦市のPR大使を務めました。

　千葉県内の各市町村で起こした火を1つに集めた「千葉県の火」
を、トーチに灯して聖火リレーを行います。
　約150人のランナーが、千葉市内を5区間に分かれて走ります。
期日　8月18日（水）
問 	企画政策課	☎️（62）2327　FAX（62）5916

東京2020パラリンピック
聖火リレー 市民2名を紹介

8/18パラリンピック聖火リレー
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　在宅の重度心身障害者（児）の社会参加を目的として、タクシー利用料金の一
部を助成します。
対象　・身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
　　　・療育手帳がⒶ、Ⓐの1、Ⓐの2、Ａの1、Ａの2の方
※他市の障がい福祉サービスの援護を受けている方は、対象外です。
交付枚数　1枚500円の利用券を、年間最大54枚
※	身体障害者手帳に、じん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、年間最大108枚。
※申請した月により、交付枚数が異なります。
申請に必要なもの　身体障害者手帳、または療育手帳
注 意事項　1回の乗車につき、3枚まで利用できます。乗車金額が利用券の額を
超える場合は、超過額を支払ってください。なお、おつりはでません。
申 	障がい者支援課	☎️（62）3199　FAX（63）1310

　市では、運転免許証を自主返納した高齢者を対象に、運転経歴証明書とバス
運賃割引優待証の交付手数料を助成しています。
　運転経歴証明書を提示すると、民間企業などから支援措置を受けることがで
きます。また、バス運賃割引優待証を提示すると、バス乗車運賃が現金での支払
い時に限り、半額になります。
対象　次のすべてに該当する方
・自主返納時に、65歳以上の市内在住の方
・6カ月以内に運転免許証を自主返納した方
・�令和5年3月31日までに自主返納し、運転経歴証明書（千葉県公安委員会発
行）、ノーカー・サポート優待証（日東交通発行・65歳以上の方対象）または
ノーカー優待証（小湊鐵道発行・69歳以上の方対象）の交付を受けた方
・市町村税などの滞納をしていない方
助成額
・運転経歴証明書交付手数料　1,100円
・ノーカー・サポート優待証交付手数料　530円
・ノーカー優待証交付手数料　530円
▶︎詳細は、お問い合わせください。
問 	防災安全課	☎️（62）3106　FAX（62）5916

変更する事項　景観協定区域の変更等
期間　8月10日（火）～24日（火）　※土・日曜日、祝日を除く。
時間　午前8時30分～午後5時15分
場所　市役所6階	都市整備課	

意見書の提出
対象　市内在住の方（法人を含む）、または利害関係のある方
提出期間　8月10日（火）～24日（火）消印有効
提 出方法　意見書に住所・氏名を記入し、持参または送付してください。意見書
の用紙は、都市整備課で配布しています。
※	提出された意見書は、景観協定変更の協議の際に、意見の要旨を判断材料の
ひとつとするため、千葉県に提出します。

申 	〒299－0292（住所不要）　袖ケ浦市役所	都市整備課
	 ☎️（62）3514　FAX（63）9670

縦覧の概要
景観協定の内容
認可年月日 平成28年9月7日
認可番号 景観協定	No.1
景観協定の名称 スマートハイムシティ袖ケ浦景観協定

スマートハイムシティ袖ケ浦
景観協定変更案の縦覧

①児童扶養手当
　18歳到達の年度末までの子どもを養育するひと
り親家庭などに対し、手当を支給します。
※所得制限などの支給要件があります。
手当額（所得により決定します）
・基準額　43,160円～10,180円／月
・第2子加算　10,190円～5,100円／月
・第3子以降加算　6,110円～3,060円／月
現況届を忘れずに提出してください
提出期間　8月2日（月）～31日（火）
※支給停止中の方も届出が必要です。

②交通遺児等手当
　市内在住の義務教育修了前のお子さんの母また
は父が、交通災害で死亡、もしくは身体障害者障害
程度1級または2級に該当する状態になった時に、
手当を支給します。
手当額
・就学前の乳幼児一人につき、月額4,000円
・小学校在学中の児童一人につき、月額5,000円
・中学校在学中の生徒一人につき、月額6,000円

③ひとり親家庭等医療費助成
　ひとり親家庭などの18歳到達の年度末までの子
どもと、その母または父などの医療費を助成しま
す。
※	事前に資格審査を受ける必要があります（所得
制限などの支給要件があります）。

助 成額　保険対象医療費の自己負担額から、次の
一部負担金と他制度の助成額を除いた金額
・通院：1回300円、または0円
・入院：1日300円、または0円
・調剤：0円
※	申請書の提出日の翌日から助成を受けることが
できます。
※	助成資格は毎年更新が必要です。
更新期間　8月2日（月）～10月29日（金）

④高等職業訓練促進給付金支給
　ひとり親家庭の母または父が、養成機関で1年以
上修業する場合に、修業期間の全期間（上限4年）の
給付金を支給します。
※	修業開始前に面談、申請が必要です（所得制限な
どの支給要件があります）。

⑤母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
　経済的自立を応援するため、貸付を行います。
※	修学資金・修業資金・就職支度資金・就学支度資
金は、児童も対象となります。

⑥自立支援教育訓練給付金支給
　ひとり親家庭の母または父が、就労のための資
格取得など指定された教育訓練講座の受講料の一
部を支給します。
※	受講開始前に面談、申請が必要です（所得制限な
どの支給要件があります）。

対象講座
・�雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講
座	など
・�就業に結びつく可能性の高い講座で、国が定める
もの	など

支 給額　受講のために本人が支払った費用の60％
に相当する額（上限20万円）
※	雇用保険制度の教育訓練給付が受けられる方は
減額

⑦母子・父子自立支援相談
　母子家庭、父子家庭、寡婦の方の子育て・就業・生
活全般の相談や、配偶者からの暴力（DV）の相談な
どに応じます。
日 時　毎週月・火・木曜日（祝日を除く）午前9時～
午後4時

場所　市役所	家庭児童相談室

　ひとり親家庭の母、または父などを対象に行っている支援制度を紹介
します。詳細は、お問い合わせください。
問 	▶︎①～③子育て支援課	☎️（62）3272　FAX（62）3877
	 ▶︎④～⑦市役所	家庭児童相談室	☎️（62）2111（内線547）

ひとり親家庭などを
支援しています

寄附金の受領　上総モラロジー事務所 様
　5月27日に、上総モラロジー事務所	様より、寄附金をいただきました。
　この寄附金は、児童・生徒の道徳教育の充実に活用します。
問 	学校教育課	☎️（62）3718　FAX（63）9680

ありがとうございます

おめでとうございます
千葉県環境功労者

知事感謝状
椎の森里山会 様

　本市で環境保全活動を
行っている「椎の森里山
会」は、環境保全に関する
顕著な功績が認められ、
県民の模範となる団体と
して、千葉県知事から環
境功労者知事感謝状が授
与されました。
問 	環境管理課	☎️（62）3404　FAX（62）7485運転免許証を 自主返納 した高齢者を支援しています

令和4年4月1日採用
市職員募集

申込期限　8月10日（火）　　▶︎詳細は、市ホームページをご確認ください。
問 	職員課	☎️（62）2106　FAX（53）8051

福祉タクシー利用券をご利用ください
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　市では、不用になった古布類を回収し、再利用するため、ごみステー
ションでの市による回収や自治会の資源回収で回収しています。
資源にできる古布類の例
・古着（シャツ・ズボン・スカート・スーツ	など）
・古布（タオル・シーツ・ハンカチ	など）
資源として回収できない古布類（燃せるごみ、または粗大ごみ）
・汚れた布類　　・厚手の冬物衣類
・社名の入った作業服・ユニフォーム　　・下着類
・わたや羽毛の入った衣類・まくら・布団・毛布	など
▶︎	古布類は、洗濯してから出してください。雨天時は、次の回収日に出して
ください。

問 	廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）	☎️（63）1881　FAX（62）2820

対象となる使用済小型家電（13品目）
①携帯電話端末・PHS端末・スマートフォン・タブレット型情報通信端末、パソコン
②補助記憶装置（ハードディスク	など）　　③電話機、ファクシミリ
④ラジオ　　⑤デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ
⑥映像用機器（DVDプレイヤー・ビデオテープレコーダー	など）
⑦音響機器（CDプレイヤー・ICレコーダー・補聴器	など）
⑧電子書籍端末　　⑨電子辞書、電卓
⑩理容用機器（ドライヤー・電動歯ブラシ	など）
⑪ゲーム機（据置型、携帯型ゲーム機	など）
⑫カー用品（カーナビ・カーオーディオ	など）
⑬これらの付属品（リモコン・ACアダプタ	など）
※機械に保存しているデータなどは、消去してください。
使用済小型家電の出し方
・指定袋（燃せないごみ専用）に入れて、ごみステーションへ出す
※①と②は出せません。
・クリーンセンターへの持ち込み
・�市が設置した専用の回収ボックスへの持ち込み（市役所1階ロビー、長浦・平
川・根形・平岡公民館1階ロビー）
※投入できる大きさは縦30㎝×横45㎝×高さ10㎝程度まで
問 	廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
	 ☎️（63）1881　FAX（62）2820

使用済小型家電リサイクル 無料で回収します

Q．�日本で接種が進められている新型コロナワクチンには、どのような効果（発
症予防・持続期間）がありますか。

A．�日本で接種が行われているファイザー社、武田／モデルナ社のワクチンは、
いずれも95％前後の発症予防効果が確認されており、重症化を予防する効
果も期待されています。効果の持続期間や、感染を予防する効果についても
研究が進んでいます。

Q．年齢によって、ワクチンの効果や副反応に違いはありますか。
A．�年齢による効果の違いはありません。副反応は、若年者より高齢者の方が出
にくいことが報告されています。

Q．変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか。
A．�一般的には、ウイルスは絶えず変異を起こしていくもので、小さな変異でワ
クチンの効果がなくなるというわけではありません。それぞれの変異株に
対するワクチンの有効性は、確認が進められています。	

Q．ワクチン接種後に新型コロナウイルスに感染することはありますか。
A．�あります。ファイザー社の新型コロナワクチンは、通常3週間の間隔で2回接種
します。最も高い発症予防効果が得られるのは、2回目を接種してから7日程度
経って以降となります。体の中である程度の抗体ができるまでに1～2週間程
度かかるため、1回目の接種後から2週間程度は、ワクチンを受けていない方と
同じくらいの頻度で発症してしまうことが報告されています。	

Q．�ファイザー社のワクチンと、武田／モデルナ社のワクチンの安全性には違
いがありますか。

A．いずれも、安全性を確認した上で承認され、世界各国で接種されています。
接種後の軽い副反応については、症状ごとの頻度などに多少の違いがみら
れますが、それらの症状は接種後数日以内に回復しています。

Q．ワクチン接種が原因で新型コロナウイルスに感染することはありますか。
A．�ありません。ファイザー社と武田／モデルナ社の新型コロナワクチ
ンは、新型コロナウイルスの表面にある「スパイクタンパク質」のみ
の遺伝情報を用いたものであり、ウイルス全体の遺伝情報が含ま
れているわけではありません。

▶︎この他のQ&Aは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

　ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）は、以下の条件をすべて満たす方
からの申請により、郵送で交付します。
交付条件（次のすべてを満たす必要があります）
・海外へ行く予定がある
・渡航先で、入国時の防疫措置の緩和などのために証明書が必要
・�袖ケ浦市が発行した接種券でワクチンを接種し、接種した当日に袖ケ浦市に
住民票がある

申 請方法　申請書・パスポートの写し・接種券の「予診のみ」部分の写し・接種済
証または接種記録書の写し・本人確認書類（返信先住所がわかるもの）・切手
貼付済返信用封筒を郵送、または窓口に提出してください。
▶︎詳細は、市ホームページをご確認ください。
申 	〒299－0292（住所不要）　袖ケ浦市役所	市民課
	 ☎️（62）2970　FAX（62）1934

海外へ行く予定のある方
ワクチン接種証明書を交付します

よくある質問

　予約開始などの最新情報は、市ホームページ・生活安全メール・市公式
LINEをご利用いただくと、最も早く取得できます。
市ホームページ　https://www.city.sodegaura.lg.jp/

新型コロナウイルス感染症
生活困

こんきゅう

窮者自立支援金
支給対象者　社会福祉協議会が行う総合支援資金の再貸付を受けた方	など　　申請期限　8月31日（火）
申 	▶︎地域福祉課	☎️（62）3159　FAX（63）1310　▶︎	市社会福祉協議会	☎️（63）3888　FAX（63）0825

古布類の　　　　　　　にご協力くださいリサ イクル

新型コロナワクチン接種を進めています 問 	新型コロナウイルス対策支援室
	 ☎️（62）2323　FAX（62）2122

生活安全メールの
登録ページ

市ホームページ 市公式LINE

スケジュール（予定）

最新の情報はこちらから
※7月26日時点の情報です。ワクチンの供給量・時期により変更する場合があります。

※7月26日時点（国提供「ワクチン接種記録システム（VRS）」の実績値）

8月 9月 10月 11月

1
基礎疾患のある方
介護サービス事業
所などの職員

2 64歳～60歳

3 59歳～55歳

4 54歳～12歳

　ワクチン供給量の減少のため、54歳以下の
方の接種時期などは未定です。年齢の高い順
に、おおむね5歳ごとを目安に時期をずらして
受付します。
　次回の予約対象・予約開始日などの情報は、
市ホームページ・生活安全メール・市公式LINE
などでお知らせする予定です。

予約受付中・接種中

予約受付中・接種中

予約受付中・接種中

　8月13日（金）・14日（土）・16日（月）は、ごみ・資源物の収集と自治会資源
回収を通常どおり行います。15日（日）は休日となります。
　クリーンセンターへ持ち込む場合は、事前に電話予約をお願いします。
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専用ダイヤル	☎️（63）1000

お盆もごみ・資源物の収集をしています

厚生労働省
ホームページ

ワクチン接種証明書のページ

袖ケ浦市のワクチン接種状況

65歳以上の接種状況
人数（人） 割合（%）

接種対象者数 18,254
1 回目接種済 15,916 87.2
2 回目接種済 13,163 72.1

人数（人） 割合（%）
接種対象者数 58,076
1 回目接種済 22,797 39.3
2 回目接種済 14,368 24.7
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　市内の加盟店を利用すると、1,000円ごとに1枚ガウラドリーム宝くじを
配布します。
配布期間　8月1日（日）～8月31日（火）
賞金・商品
・1等　現金2万円　5本
・2等　現金1万円　15本
・3等　市内観光施設優待券、ガウラグッズギフトセット（2,500円相当）　20本
当選発表　9月中旬
引換期間　当選発表の翌日から10月29日（金）まで
▶︎	加盟店一覧などの詳細は、市観光協会ホームページをご確認
ください。
※各加盟店の配布枚数には限りがあります。
▶︎第2弾は11月頃に行います。お楽しみに。
問 	市観光協会	☎️（62）3436　FAX（62）7485

お買い物でまちを元気に！

観光協会の
ページ

　市観光協会では、蔵波城の「御城印」を
作成しました。どなたでも購入できます。

御城印とは
　神社や寺院で参拝後に押してもらう御
朱印とは異なり、城の外観やゆかりのあ
る城主、その家紋などをあしらったポス
トカードサイズの記念証です。
販売場所
・市役所5階	袖ケ浦市観光協会
※土・日曜日、祝日を除く。
・ＦＡＲＭ	ＣＯＵＲＴ袖ケ浦
・袖ケ浦公園	レストハウス菖蒲
・Ｙショップつるや	
※	観光協会以外の販売店の営業日は、各
店舗により異なります。

郵 送販売　御城印代金分の郵便小為替と宛先を記入して84円切手を貼付した
返信用の封筒を同封し、観光協会へ郵送してください。

販売価格　1枚300円（税込）

蔵波城の「御城印」が誕生

里見水軍の前線基地！

蔵波城址の標柱の場所
　八幡神社	蔵波小鳥の森内
（蔵波48番地）
※駐車場はありません。

申 	〒299－0292（住所不要）　袖ケ浦市役所	観光協会事務局
	 ☎️（62）3436　FAX（62）7485

©山城ガールむつみ

1580年頃の鳥
ち ょ う か ん ず

瞰図

　ひらおかの里農村公園では、田んぼの
学校生が作ったかかし18体を田んぼの
周りに展示し、8月29日（日）まで人気投
票を行っています。
　上位入賞したかかしに投票した方の中
から抽選で、ひらおかの里の農産物をプ
レゼントします。
　とても個性的なかかしたちが、田んぼ
を見守りながら皆さんをお待ちしてい
ます。投票箱は現地に用意していますの
で、ぜひ農村公園にお越しください。
問 	農業センター	☎️（60）5171　FAX（60）5172

　10月23日（土）に、東京ドイツ村で開催を予定していた市制施行30周年
を祝うメインイベントは、新型コロナワクチンの供給量の減少により、接
種スケジュールが見通せなくなっていることなどを考慮し、令和4年2月以
降に開催を延期します。
　イベントの開催延期に伴い、8月から予定していたステージ参加団体や
出店者などの募集も延期します。今後も市民の皆さんの安心・安全を第一
に検討を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いします。
問 	秘書広報課	☎️（53）7522　FAX（62）3034

市制施行30周年記念
メインイベント
令和4年2月以降に延期します　

ひらおかの里農村公園 田んぼのかかし

人 気 投 票 受 付 中 ！

昨年1位のかかし

　市制施行30周年を祝う記念のフレーム切手が市内の郵便局などで販売され
ます。ガウラとぽすくまが袖
ケ浦の魅力的な風景を紹介す
るかわいらしいデザインのフ
レーム切手です。
販売期間　8月2日（月）～
販売場所　市内郵便局	ほか
販 売金額　1シート1,330円
（84円切手が10枚分）
問 	秘書広報課
	 ☎️（53）7522
	 FAX（62）3034

市制施行30周年の
フレーム切手が販売されます

8月15日は終戦記念日

　私たちは、戦争の惨禍を決して忘れ
てはいけません。改めて平和の尊さと
戦争について考えてみませんか。

戦争の写真展示
期間　8月15日（日）まで
場 所　市役所1階ロビー・平川公民館
ロビー
※市役所では、土・日曜日、祝日を除く。
問 	総務課
	 ☎️（62）2104　FAX（62）5916

戦争写真の展示を行います

　8月6日・9日の「祈りの日」に、広島市と長崎市では原爆被爆76周年の慰
霊と平和祈念の式典が行われます。
　この式典では、広島市長と長崎市長が全世界へ向けて、核戦争の悲惨さ
と核兵器の廃絶を強く訴える「平和宣言」を行います。
　また、広島に原爆が投下された8月6日午前8時15分と、長崎に原爆が投
下された8月9日午前11時2分に、原爆死没者のご冥福と世界恒久平和の確
立を祈念するため、平和の鐘を合図に1分間の黙とうを捧げます。
　平和を願うこの祈りの輪が全国に広がり、「祈りの日」として確立できる
ように、皆さんも黙とうを捧げましょう。
問 	地域福祉課	☎️（62）3157　FAX（63）1310

「祈りの日」に黙とうを

ガウラドリーム宝くじ
1等 現金2万円！

第1弾

袖ケ浦市マスコットキャラクター「ガウラ」と
日本郵便キャラクター「ぽすくま」
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根形公民館
　子育てをしながら働きたいお母さんを応援する講座です。自分らしくイキイ
キとして子育てをするコツを学びます。
期日・内容（全4回）
①8月26日（木）、袖ケ浦市の子育て支援などについて
②9月2日（木）、片付け・整理収納術
③9月9日（木）、将来のマネープラン・貯蓄や家計の節約方法
④	9月16日（木）、親子の豊かなコミュニケーション・子育てのモチベーション
アップ力

時間　①③④午前10時～11時30分　②午前10時30分～正午
場所　根形公民館	講義研修室
対 象　これから働くことを考えている、または働いている母親（主に就学前の
お子さんを持つ方）

定員　15名（申込多数の場合は抽選）　　参加費　無料
申 込方法　講座名（ワーキングママ支援講座）・住所・氏名・年齢・電話番号・保育
の有無、保育希望の場合はお子さんの名前・ふりがな・生年月日を記入して、
メールまたはFAXで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、1人200円が必要です。
申込期限　8月13日（金）
申 	根形公民館	☎️（62）6161　FAX（62）6162
	 	sode63@city.sodegaura.chiba.jp

　過去3年以内に受診した方と、すでに申し込んだ方には受診票を送付します。
　事前申込は不要ですが、来場者多数の場合は、受付を終了する場合があります。
日程表

期日 場所 受付時間 保育

9月8日（水）
市民会館 午前9時～10時 ○
根形公民館 午後1時～2時 —

11月11日（木） 市民会館 午前9時～10時
午後1時～2時 —

対象　	市内在住の20歳以上の女性（平成14年3月31日以前に生まれた方）
検査内容　問診・視診・子宮頸

け い

部の細胞診　　自己負担金　400円
受診できない方
・性経験がない方　　・妊娠中、または妊娠の可能性がある方
・子宮の摘出をして子宮頸部がない方
・自覚症状のある方、または病気などで通院・治療中の方
・�今年度、すでに子宮がん個別検診や人間ドックで子宮がん検診を受診した方、
または受診する予定のある方

問 	健康推進課	☎️（62）3162　FAX（62）3877

期日　9月2日（木）・10日（金）・29日（水）　※全3回
時間　午前10時～11時頃　　場所　保健センター
内 容　伝わりやすい親子のコミュニケーションスキル、
セルフコントロールの方法	ほか

対象　おおむね3歳～12歳のお子さんをもつ保護者
定員　5名（申込多数の場合は抽選）　　参加費　無料
申込方法　電話　　申込期限　8月23日（月）
申 	子育て支援課	☎️（62）3220　FAX（62）3877

子育てが楽しくなる笑顔の講座

子宮がん集団検診

　市内保育所・学校・図書館などで、素話と絵本の読み聞かせを行う「おはなし
会ボランティア」を養成する講座を開催します。
期 日　①9月9日(木)、②9月24日(金)、③10月14日(木)、④10月28日(木)、
⑤11月11日(木)、⑥12月頃　※全6回

時間　①～⑤午前10時～正午、⑥午前9時30分～10時30分
場所　①～⑤中央図書館	2階視聴覚ホール、⑥保育所	など
内 容　①②講義「おはなし会とは」「絵本の読み聞かせについて	理論と実際」、
③～⑤演習「絵本の読み聞かせ」、⑥出張おはなし会の見学

対象　市内各施設でボランティア活動を希望する成人
定員　20名（申込先着順）
申込方法　窓口
申込期限　9月7日（火）
▶︎	おはなし会ボランティアに登録を希望する方
は、初級編全6回と来年度行う中級編全4回に
すべて出席することが必要です。
申 	中央図書館	☎️（63）4646　FAX（63）4650

おはなし会ボランティア募集（初級編）

ワーキングママ支援講座

　育児書などに「子どものはなしを聴きましょう」「思いやりのある子に育
てましょう」など書いてあるけれど、具体的にはどうしたらいいの？その
具体的な方法を学びます。
期日　10月10日（日）・17日（日）　　時間　午前9時～正午
場所　市民会館	3階中ホール
講師　式場	敬子	氏（親業訓練協会シニアインストラクター）
対 象　市内在住・在勤の0歳～高校生のお子さんを持つ保護者で、なるべく
2日間とも参加できる方

定員　20名（申込多数の場合は抽選）　　参加費　無料
申 込方法　住所・氏名・電話番号・お子さんの年齢を、電話、またはメールで
お知らせください。

申込期限　9月10日（金）
申 	市民会館	☎️（62）3135　FAX（62）3138
	 	sode60@city.sodegaura.chiba.jp

夏野菜と豆腐のサラダ（4人分）
おいしく食べて健康寿命を延ばそう！

問 	健康推進課	☎️（62）3162　FAX（62）3877

母子保健・食生活改善推進員がおすすめレシピを紹介

材料
・なす…2本
・オクラ…4本
・いんげん…4本
・カニカマ…6本
・木綿豆腐…150ｇ	
・みょうが…1個	
・青じそ…2枚	
・ミニトマト…8個

【タレ】
・醤油…大2
・酢…大1
・ごま油…大1
・すり胡麻…大1	

作り方
①	なすは丸のまま軽く切れ目を入れ、ラップに
包んでレンジで加熱する。	柔らかくなったら
よく冷まし、食べやすい大きさに切るか、手で
裂く。
②	オクラは塩を振り、うぶ毛を取る。いんげんは
筋を取り、両方とも茹でる。
③	カニカマは手でほぐす。
④	木綿豆腐は水切りをし、一口大に切る。
⑤	みょうがと青じそは千切りにし、水に放ち、水
分をよくふき取る。
⑥ミニトマトは4等分に切る。
⑦	①～⑥を器にきれいに盛り付け、タレをかける。
⑧	食べる直前まで、冷蔵庫で冷やす。

【栄養価（1人分）】
エネルギー…… 99kcal
たんぱく質……… 6.3g
脂質……………… 5.6g
炭水化物………… 7.5g
食塩相当量……… 1.6g
食物繊維………… 2.4g

①サラダの具材は水分を取ることにより、タレが絡みやすくなります。	
②	タレには、ポン酢に豆板醤や柚子胡椒、辛子、玉ねぎのみじん切りなど
を加えたものでも、一味違った風味が出ます。	
③定番の夏野菜を使い、さっぱりとした味と彩り豊かな一品になります。	

メモ 

••• •••

楽しく子育て

親業訓練入門講座

フリマアプリは慎重に利用しましょう！
　フリマアプリとは、スマホやタブ
レット上で実際のフリ―マーケッ
トのように商品の出品や購入がで
きるアプリケーションです。

【事例1】
　フリマアプリでブランド物の財
布を購入したが、偽物だった。出品
者に返品を受け入れてもらったの
で品物を返送したが、出品者が受け
取った手続きをしないために返金
されない。

【事例2】
　フリマアプリで「新品。未使用でタ
グ付き。」と表示されたブラウスを定
価の半額で購入したが、届いた商品
はシミがあり中古品のようで実物と
サイズが違うタグが付いていた。

【アドバイス】
・フリマアプリは手軽に利用できる
一方で、不良品や偽物、商品が届

かないなどのトラブルが発生して
います。多くのフリマサービスの利
用規約では、個人間でトラブルの
解決を図ることを定めていますの
で、理解した上で利用しましょう。
・取引前に、出品者が設定したルー
ルの確認や品物、送料、補償の適
用条件などを情報収集し、相手の
取引履歴やプロフィール、評価欄
を確認し、疑問点を解消してから
取引しましょう。
・取引後に、購入者が「受取評価」を
行うと、運営会社から出品者に代
金が支払われるシステムが多い
ようです。届いた商品の状態を
チェックしてから「受取評価」を
しましょう。
・個人間取引は原則、自己責任であ
り、リスクを伴うことを認識した上
で、慎重に利用しましょう。

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
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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≫
8月2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≫
9月6日（月）
申込期間
8月13日（金）〜
31日（火）

成人
≪午前≫
8月2日（月）
≪午後≫
8月10日（火）

≪午前≫
9：30〜11：20
≪午後≫
13：30〜16：20

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≫
9月6日（月）
≪午後≫
9月13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

8月22日（日）10：00〜11：30
※�完全予約制。
申込期間　8月2日（月）〜6日（金）

持�ち物　母子健康手
帳・筆記用具・飲み物

9月9日（木）
申�込期間
8月20日（金）〜
26日（木）

離乳食と
歯の教室

令和3年
1月生まれ
のお子さん

8月6日（金）
※�申込は締め切
りました。

9：30〜10：25、
11：00〜11：55
定員　各5名
　（申込先着順）

持�ち物　母子健康手
帳・バスタオル・相談
票
内�容　栄養・歯科のお
話、身体計測（希望
者）

9月3日（金）
対象
令和3年2月生まれ
申込期限
8月27日（金）

4か月児教室
令和3年
3月生まれ
のお子さん

8月3日（火）
※	申込は締め切
りました。

9：20～10：10、
10：40～11：30
定 員　各10名
　（申込先着順）

持 ち物　母子健康手
帳・バスタオル・相談
票・体調確認アンケ
ート

内 容　歯科・栄養・保
健のお話、身体計測
（希望者）

9月7日（火）
対象
　令和3年4月生まれ
申込期間　
・�第1子の方
　	8月16日（月）～20日
（金）
・第2子以降の方
　	8月23日（月）～27日
（金）

▶︎	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。

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
※9月分は8月27日（金）から予約受付

8月5日（木） 市役所第2相談室
13時〜16時8月19日（木） 平川行政センター

8月26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

8月5日（木）
平川行政センター

13時〜16時

◎長浦行政センター

8月19日（木）
◎市役所

長浦行政センター

8月26日（木）
市役所

◎平川行政センター

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
※8月13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

8月25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。

はかりの定期検査を行います
　商店や工場、病院、学校などで、はか
りを取引や証明に使用している事業
所などを対象に、はかりの検査を行い
ます。
　はかりを使用して取引を行う方で、
事前調査の通知がない方や、令和元年
9月以降にはかりを購入した方は、早
めにご連絡ください。
期日・場所
・9月2日（木）・平岡公民館
・9月3日（金）・袖ケ浦市役所
・9月6日（月）・袖ケ浦市役所
時間　午前10時30分～午後3時
持ち物　計量器・検査手数料
問 	▶︎袖ケ浦市	商工観光課
	 　☎️（62）3428
	 　FAX（62）7485
	 ▶︎千葉県	計量検定所
	 　☎️043（251）7209

君津地区公立小・中学校の
講師登録会

日 時　8月31日（火）①午前9時15分
（9時受付）、②午後1時15分～（1時
受付）

場 所　君津合同庁舎	4階大会議室
募集職種　小・中学校教員、養護教諭、
学校栄養職員、学校事務職員、学校
事務補助

持 ち物　筆記用具・印鑑・写真（4㎝×
3㎝を2枚、6㎝×4.5㎝を3枚）・教
員免許状の原本と写し（両面コ
ピー）1部・履歴書または履歴のわ
かるメモ1通
▶︎	新規登録者のみ対象で、有効期間は
令和4年度までです。詳細は、南房
総教育事務所ホームページをご確
認ください。

問 	南房総教育事務所	☎️（25）1311

失語症者向け意思疎通支援者養
成研修必修基礎コース受講生募集　

日 時　9月12日（日）～11月28日（日）
※全13回
場 所　浦安市地域福祉センター	ほか
定員　20名
申込期限　8月27日（金）
申 込方法　千葉県言語聴覚士会の
ホームページ申込フォーム

問 	千葉県言語聴覚士会
	 ☎️080（7187）2524

　 募集
君津郡市広域市町村圏事務組合

募集職種　保育士　　募集人数　3名
勤務地
　児童発達支援センター	きみつ愛児園
受 験資格　昭和51年4月2日以降に生
まれ、保育士の資格を有する、または
令和3年度中に取得見込みの方

申込期限　8月10日（火）
※土・日曜日、祝日を除く。
試験日　9月19日（日）
▶︎	詳細は、君津郡市広域市町村圏事務
組合ホームページをご確認ください。
問 	君津郡市広域市町村圏事務組合
	 総務課	☎️（25）6121	

　 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。

子ども・子育て支援会議
日時　8月17日（火）午前10時～
場所　市役所	旧館3階大会議室
議 題　小規模保育事業所の認可及び
利用定員の設定に係る意見聴取に
ついて	ほか

傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　8月16日（月）
保育があります
　保育を希望する方は、8月10日（火）
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

健康づくり推進協議会�
日時　8月19日（木）午後2時30分～
場所　保健センター	1階集団指導室
議題　袖ケ浦健康プラン21（第2次）
の令和2年度分評価について　

傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　8月18日（水）
申 	健康推進課
	 	☎️（62）3162
	 	 FAX（62）3877
	

市立小・中学校、中川幼稚園
長期休業中に学校閉庁日を行います　　
　閉庁期間中は、市立小・中学校、中川
幼稚園は職員が不在となります。
　児童・生徒・園児の転出や転入、緊急
の連絡がある場合は、学校教育課まで
連絡してください。
閉 庁期間　8月12日（木）・13日（金）・
16日（月）、12月27日（月）・28日
（火）
問 	学校教育課
	 ☎️（62）3727　
	 FAX（63）9680

8月の移動交番開設予定
場所・日時
・平川公民館　11日（水）・18日（水）
午前9時～11時
・長浦公民館　12日（木）・19日（木）
午後1時～2時30分
・市民会館　13日（金）・20日（金）午
後1時～2時30分
・袖ケ浦公園　16日（月）・23日（月）
午前9時～11時
・臨海スポーツセンター　16日
（月）・23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

特別弔慰金の申請を受け付けて
います

対 象　戦没者などの死亡当時の遺族
で、令和2年4月1日時点で、公務扶
助料や遺族年金などを受給してい
ない場合に、次の順番による先順位
の遺族一人に支給します。
①	弔慰金の受給権者
②	戦没者などの子
③		戦没者などと氏が同じであり、生
計関係を有している父母・孫・祖父
母・兄弟姉妹

④	③以外の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
⑤		①～④以外の遺族で、戦没者など
と引続き1年以上生計関係を有し
ていた三親等内の親族

支 給内容　額面25万円、5年償還の記
名国債

請求期限　令和5年3月31日
申 	地域福祉課
	 ☎️（62）3157　FAX（63）1310

槇の実特別支援学校�学校見学会
日時
・�小学部は、9月8日（水）・9日（木）・14日
（火）・17日（金）午前9時40分～
11時5分
・�中学部は、9月27日（月）・30日（木）
午前9時40分～11時30分
・�高等部は、9月15日（水）・16日（木）
午前9時40分～11時40分

場所　槇の実特別支援学校
対 象　令和4年度に槇の実特別支援
学校へ入学または転入を検討して
いる年長児・児童・生徒とその保護
者（1名）

申 込方法　在籍している園・保育所・
学校などを通じて申込み

申込期限
・小学部は、8月25日（水）
・中学部は、9月13日（月）
・高等部は、9月1日（水）
問 	県立槇の実特別支援学校
	 村上・吉元	☎️（62）1164

甲種防火管理再講習会
期日　9月24日（金）
場所　市民会館	3階中ホール
定員　48名　　受講料　7,000円
申 込方法　日本防火・防災協会ホーム
ページ、またはFAXで申し込んでく
ださい。

申込期間　8月10日（火）～17日（火）
申 	日本防火・防災協会
	 FAX03（6274）6977
問 	千葉県消防設備協会
	 ☎️043（306）3871
	 FAX043（223）6610

鴨川シーワールド
袖ケ浦市民感謝月間 　
　鴨川シーワールドでは、8月を袖ケ浦市
民感謝月間とし、入館料を割引きします。
期間　8月1日（日）～31日（火）
入館料
・高校生以上　2,400円
・小・中学生　1,440円
・4歳以上　960円
※	通常の2割引きです。チケット売り場
で、住所がわかる証明書などを提示
してください。
▶︎	入館制限実施日は、割引除外となり
ます。
問 	鴨川シーワールド
	 ☎️04（7093）4803

平岡駐在所を一時閉鎖します 閉鎖期間　令和4年1月下旬まで　　問 	木更津警察署	☎️（22）0110
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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

53 男
50 男
48 男
41 男
39 男
35 男
60 女
54 女
42 女
37 女

専門卒
高卒
大卒
大卒
専門卒
高卒
短大卒
高卒
大卒
大卒

会社員
会社員
会社役員
自営業
会社員
会社員
任用職員
生活指導員
会社員
会社員

袖ケ浦
木更津
袖ケ浦
袖ケ浦
木更津
富津
袖ケ浦
袖ケ浦
千葉
千葉

ドライブ
ドライブ
ドライブ
映画鑑賞
スポーツ観戦
スポーツ観戦
音楽鑑賞
手芸
読書
旅行

168
178
170
168
169
165
160
155
165
160

75
89
120
60
63
60
48
60
60
53

初
初
再
初
初
初
再
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、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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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

53 男
50 男
48 男
41 男
39 男
35 男
60 女
54 女
42 女
37 女

専門卒
高卒
大卒
大卒
専門卒
高卒
短大卒
高卒
大卒
大卒

会社員
会社員
会社役員
自営業
会社員
会社員
任用職員
生活指導員
会社員
会社員

袖ケ浦
木更津
袖ケ浦
袖ケ浦
木更津
富津
袖ケ浦
袖ケ浦
千葉
千葉

ドライブ
ドライブ
ドライブ
映画鑑賞
スポーツ観戦
スポーツ観戦
音楽鑑賞
手芸
読書
旅行

168
178
170
168
169
165
160
155
165
160

75
89
120
60
63
60
48
60
60
53

初
初
再
初
初
初
再
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
「ムーミンと北欧」
　「ムーミン」やムーミンの生まれた
「北欧」についての資料を資料展示ボ
ランティアと協働で展示します。
期間　9月29日（水）まで
時間　午前9時30分～午後7時
場所　1階ラウンジ
問 	中央図書館
	 ☎️（63）4646　FAX（63）4650

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　8月17日（火）午前10時30分
～11時30分までで、15分ごとに5枠
（申込先着順）

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
持ち物　母子手帳
そ の他　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お渡しします
（午前9時30分～午後5時15分）。
申 	中央図書館
	 ☎️（63）4646　FAX（63）4650

袖ケ浦学「古墳時代前期首長墓の
分布より見た君津地方の地域性」
　今回は、『袖ケ浦市史研究』第20号の
刊行を記念して、掲載論文の中から、古
墳時代前期の古墳の分布と変遷につい
て、地域の古代の謎に迫るお話をします。
日 時　8月28日（土）午後1時30分～
3時

場所　根形公民館	視聴覚室
講 師　酒巻	忠史	氏（木更津市教育委
員会）

定員　40名　　参加費　100円
申込方法　電話・窓口
問 	郷土博物館
	 ☎️（63）0811　FAX（63）3693

長浦おかのうえ図書館
子ども向けおはなし会
　昔話の語りや絵本の読み聞かせを
行います。
日時　9月4日（土）午後2時～2時30分
場所　3階大会議室
対 象　マスクをして一人で座ってい
られる、4歳から小学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　電話
▶︎	当日は、5分前までに受付をしてく
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。
申 	長浦おかのうえ図書館
	 ☎️（64）1046　FAX（64）1481

　  講座・セミナー
頭の元気トレーニング

日時　8月6日（金）午後2時～3時30分
場所　平岡公民館	研修室
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

認知症サポーター養成講座
日 時　8月25日（水）午後2時～3時
30分

場所　保健センター
定員　20名（申込先着順）
申込方法　電話
申込期限　8月18日（水）
▶︎	上記の日程以外でも、4名以上のグ
ループで申し込む場合は、日時と場
所を相談して開催します。

申 	地域包括支援センター
	 ☎️（62）3225　FAX（62）3165

家族介護教室
日 時　8月25日（水）午後2時～3時
30分

場所　平岡公民館
テ ーマ　高齢者の食事とおやつ	どん
なものをどれだけ食べたらいい
の？

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

国際理解セミナー
　世界で活躍した方を講師に招き、国
際理解をより深めるための講座です。
旅気分で楽しく学びましょう。
日 時（第1回）　8月21日（土）午前10時
～11時30分
※8月から月1回で全5回
場所　平岡公民館
テ ーマ　イタリアに来て日本人が
びっくりする10のこと

講師　シモーネ・カナル	氏
対象　市内在住・在勤の18歳以上の方
※	中学生・高校生の希望者は、ご相談
ください。

定員　25名（申込先着順）
受講料　無料（材料費などは実費負担）
申込方法　電話・窓口
申込期限　8月16日（月）
▶︎	詳細は、市ホームペー
ジをご確認ください。
申 	平岡公民館
	 ☎️（75）6677
	 FAX（75）6862

　 スポーツ
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
①9月1日～10月6日の水曜日（全6回）
②9月3日～10月8日の金曜日（全6回）
※	①は10月13日、②は10月15日が
予備日。

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　1回1,000円
健康ウォーキング教室
期 日　9月7日～10月12日の火曜日
（全6回）
※10月19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
障がい者（児）関係の手当を受給中の
方は所得状況届を提出してください 　　
　対象の方は、令和3年度の所得状況
届を提出してください。
対 象　特別児童扶養手当、特別障害者
手当、障害児福祉手当、重度心身障
害者福祉手当、または心身障害児福
祉手当を受給している方
※	特別児童扶養手当を受給している
方は、手当証書も併せて提出してく
ださい。

提出期間
　8月12日（木）～9月13日（月）
問 	障がい者支援課
	 ☎️（62）3199　FAX（63）1310

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、7月21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。

おすすめ図書の紹介　−話題の新着本−
＜一般書＞

『情報を正しく選択するための認知バイ
アス事典』情報文化研究所

『北極探検隊の謎を追って』ベア・ウースマ
『老後の年表』横手彰太
『心地よく、ていねいに、ゆとりを楽しむ
これからの暮らし方』門倉多仁亜

『酪農かあさんが教える 台所チーズ』
　スローライフミルク研究会（編）
＜小説＞

『道をたずねる』平岡陽明
＜エッセイ＞

『物語のものがたり』梨木香歩

『おじさんはどう生きるか』松任谷正隆
『命とられるわけじゃない』村山由佳
＜児童書＞

『俳句部、はじめました』神野紗希
『つくしちゃんとおねえちゃん』いとうみく（作）
＜絵本＞

『地球がうみだす土のはなし』
　大西健夫・龍澤彩（文）

『ありえない！』エリック・カール（作）
『あまがえるりょこうしゃ/ちかたんけん』
　松岡たつひで（作）

問 	中央図書館	☎️（63）4646　FAX（63）4650

8月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
2日（月）・16日（月）・23日（月）・30日（月）・31日（火）

国際理解セミナー
のページ

図書館イメージキャラクター
「トショロ」

日時　9月8日（水）午前10時～正午（9時30分受付）
場所　平川公民館	2階視聴覚室
講師　ドコモショップ長浦駅前店	森田	優香	氏
対象　市内在住の方
定員　25名（申込先着順）
受講料　無料
その他　スマートフォンをお持ちの方は持参してください。
※	お持ちでない方にはスマートフォンを貸し出しますが、台数に限りがあるため、
貸出できない場合があります。

申 込方法　住所・氏名・年齢・電話番号・スマー
トフォン所有の有無を電話、メールまたは窓
口でお知らせください。

申込期限　8月27日（金）
申 	平川公民館
	 ☎️（75）2195　FAX（60）5001
	 	sode61@city.sodegaura.chiba.jp

初心者・シニア向け スマホ教室
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q休日当番医
� 診療時間　午前9時〜午後5時
8月 当番医 診療科目 電話

1日 山口医院
〔奈良輪535-1〕

外科
内科

整形外科
（62）2056

8日 石井内科小児科医院
〔蔵波台4-13-8〕

内科
小児科 （62）7360

9日 井出医院
〔横田3669〕

内科
小児科
消化器内科

（75）2010

※�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
8月 当番医 電話

1日 君津寛衆堂医院
〔君津市南子安4-31-1〕

0439
（52）8733

8日 小関耳鼻咽喉科医院
〔木更津市太田4-16-5〕 （25）1187

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

編集室から
（S.Y）

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

2021年（令和3年）8月1日広 報 —   　—8—   　—8

　槇の実特別支援学校の中等部の生徒が、作業学習で作った製品を保護者
の方限定でオンライン販売会を行いました。当日は、自分たちで作った製
品のPRをお客さん向けに行い、その場で注文などを受け付けました。
▶︎	例年は、地域の方なども招いて販売会を開催していますが、新型コロナ
ウイルス感染症対策のため、新たな取り組みとして開催しました。
問 	槇の実特別支援学校	☎️（62）1164　FAX（63）8455

　7月1日に山武市蓮沼海浜公園で行われた東京2020オリンピック聖火リ
レー点火セレモニーに、市民の石井更幸さんと鈴木大絆さんが参加しました。
▶︎	2人のインタビュー
を市ホームページ
に掲載しています。

問 	企画政策課
	 ☎️（62）2327　
	 FAX（62）5916

　7月13日に、袖ケ浦駅周辺でポイ捨て防止啓発活動としてごみ拾いや啓
発物品の配布を行いました。当日は、企業・団体・袖ヶ浦高校の生徒など
245名が参加しま
した。
問 	環境管理課
	 ☎️（62）3413
	 FAX（62）7485

野
の の か

々花ちゃん
（3カ月）

塩
え ん や

谷 果
か ほ

穂ちゃん
（5歳）

鈴
す ず き

木 心
こ こ わ

絆ちゃん（8歳）

芙
ふ わ

絆ちゃん
（1歳）

叶
の の わ

絆ちゃん
（6歳）

“長女は次女の名付け親です<<”

“5人兄妹のうちの3姉妹！末っ子ちゃんもうすぐ
2歳のお誕生日です！”

槇の実特別支援学校 オンライン販売会を行いました オリンピック聖火リレーに市民2名が参加しました

ポイ捨て防止啓発活動

　休日の朝に遅くまで寝ていると「パ
パ起きて！」攻撃をされることがありま
すが、朝9時まで寝ていたとしたらや
られても、納得できますが、朝5時にや
られると、どうしても解せないところ
があリます。よろしくお願いします。

　イベントなどを通じて、外国人と楽しくふれ
あいませんか。
年 会費　大人1,000円・子ども（18歳まで）　
500円

主 な活動　日本語教室きなさ（毎週火曜日）・
ティータイムコンサート（5月）・クリスマス
パーティー（12月）	など

問 	市国際交流協会事務局（市民協働推進課内）
	 ☎️（62）3102　FAX（62）3877

Annual Fee　Adult	 1,000yen・Child	
500yen

Main Events　Japanese	 class（every	
Tuesday）・Tea	 Time	Concert（May）・
X’mas	Party	(December)	etc

For details	SIFA	Secretariat
☎️（62）3102　FAX（62）3877

インド出身　カンチャーン�さん
　私は、2年前に家族の仕事の関
係で日本に来ました。日本語を
勉強するために、この日本語教
室きなさに参加しました。
　勉強だけでなく、日本人と交
流もできるのでとても楽しいで
す。
　日本人はとても礼儀正しく親
切で、日本という国は安全で景
色がとてもきれいなので大好き
です。

イ ン タ ビ ュ ー袖ケ浦市国際交流協会
会員募集

join us!
Sodegaura International 
Friendship Association

日本語教室
きなさ


