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家の中の安全対策
　L字金具やポール式の器具で家具を固定し、万が一倒れても家具の下敷きに
なったり、出入口をふさいだりしないように向きや配置を工夫しましょう。ま
た、ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。

ライフラインの停止に備える
　1人最低3日分の飲食料などを備蓄しましょう。また、保存食のほか、日常で
使用できる食材を少し多めに買い置きし、消費しながら買い足すことで、無駄
なく備えることができます。
※�大規模災害時には、1週間分の備蓄が望ましいとされています。
備�蓄品の例　飲料水（1人1日3リットル）・食料品（アルファ米など）・トイレッ
トペーパー・マッチ・ろうそく・カセットコンロ・ガスボンベ・非常用発電機

非常用持ち出しバッグ
　自宅が被災した時に、持ち出せるようにしましょう。
用�意するものの例　飲料水・食料品・貴重品・救急用品・防災頭巾・マスク・軍手・
懐中電灯・携帯ラジオ・電池・衣類・日用品・携帯トイレ・歯ブラシ・洗口液・液
体歯磨き・入れ歯ケア製品
※�小さいお子さんがいる家庭は、ミルク
や紙おむつなど

災害発生時の心得
むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を

　大規模災害時には、公共交通機関がマヒし、帰宅が困難になる恐れがあります。
　多くの人が一斉に帰宅を始めると、救助・救急活動の妨げとなるほか、余震など
で二次災害に遭う可能性もあるため、交通情報、被害情報、家族の安否を確認し、
落ち着いてから移動しましょう。

むやみに移動を開始しない
・身の安全を確保できる場所にとどまる
・災害用伝言サービス（☎️171）により、家族の安否などを確認する
・交通情報や被害情報などを入手する

日ごろから準備しておきたいこと
・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、帰宅経路の状況を確認しておく

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。
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防災の日
9月1日

　地震や台風、集中豪雨などの自然災害は、いつどこで
起こるかわかりません。
　大きな災害が発生した時に、落ち着いて行動ができる
よう、普段から備えておきましょう。
問 �防災安全課�☎️（62）2119　FAX（62）5916
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　避難指示の発令などの災害の情報は、次の方法で取得できます。

問 �▶︎防災安全課�☎️（62）2119　FAX（62）5916
� ▶︎秘書広報課�☎️（62）2465　FAX（62）3034

防災行政無線
　市内に設置している屋外スピーカーでお知らせします。
防災行政無線テレホン案内（無料）
　防災行政無線で放送した内容を、電話で確認することができます。
�0120（031）240
生活安全メール

登�録方法　下記のメールアドレスに空メールを送信
し、自動返信されたメールに従って登録するか、右
のQRコードの登録ページから登録してください。
�t-sodegaura@sg-m.jp

市公式LINE
登�録方法　LINEアプリ�ホーム右上の「友だち追加」を選択し、ID
検索から「@sodegaura_city」を検索して追加。

市公式ツイッター
アカウント名　@sodegaura_city

千葉県防災ポータルサイト
　千葉県内の気象情報、避難情報、避難所情報など
を、確認することができます。

テレビで確認（Lアラート）
　テレビのリモコンの「dボタン」を押して、「地域の防災・災害情
報」を選択すると、避難情報を見ることができます。

災害時の情報収集

　大災害が発生したとき、交通網の寸断や同時多発火災などにより、防災機関
が対応できない可能性があります。そんな時に力を発揮するのが、自主防災組
織です。
　自主防災組織は、地域の人々が自発的に防災活動を行う組織です。「自分たち
のまちは自分たちで守る」という心構えで積極的に自主防災組織に参加し、災
害に強いまちづくりを進め、「地域防災力」を向上させましょう。
　なお、市では新規結成の自主防災組織に、防災資機材の貸与を行っています。
問 �防災安全課�☎️（62）2119　FAX（62）5916

　市では、災害時にさまざまな支援を受けるため、企業などと協定を締結して
います。

入浴施設（天然温泉湯舞音 袖ケ浦店）の無料開放
飲食料の提供
休憩スペースの開放
（協定締結先　株式会社新昭和）

避難所への畳の供給
（協定締結先　株式会社クラナミ）

避難所のスペースの間仕切りなどの段ボール製品の供給
（協定締結先　コバシ株式会社）

ドローンによる被害状況の画像撮影と提供
ドローンに搭載するスピーカーを使用した広報活動
（協定締結先　（一社）千葉ドローン協会）

大規模停電時の電源車の配備
（協定締結先　東京電力パワーグリッド株式会社�木更津支社）

▶︎�協定の詳細や、この他の協定などは、市ホームページをご確認く
ださい。

問 �防災安全課�☎️（62）2119　FAX（62）5916

問 �防災安全課�☎️（62）2119　FAX（62）5916

災害時に支援を受けるための協定を
締結しています

自主防災組織を結成しましょう

避難指示で危険な場所から全員避難警戒レベル4
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１ 早期注意情報

（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

高齢者等避難

避難指示

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

警戒レベル

緊急安全確保

新たな避難情報など
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　無料耐震相談会では、図面をもとに耐震診断士に
よる簡易な診断が受けられるほか、耐震の基礎知識
や補強方法の説明を行います。
無料耐震相談会
日時・場所　9月12日（日）、市役所�2階第一会議室
申込期限　9月8日（水）
訪問相談
日時・場所　9月13日（月）～17日（金）、申し込んだ方の自宅
申込期限　9月10日（金）
共通事項
対象　平成12年以前に建てられた木造在来軸組工法の戸建て住宅に居住し、
その住宅を所有している方、または同居している方
申込方法　電話
木造住宅耐震精密診断
　無料耐震相談会で住宅の耐震性が低いと診断された場合は、耐震精密診断を
受けることができます。耐震精密診断では、市が認定した診断士が現地を調査
し、より詳しい耐震診断と耐震補強のアドバイスを行います。
耐震改修工事の費用補助
　耐震精密診断で、倒壊の危険性があると判定された住宅で、市登録業者の適
切な耐震設計や耐震工事が行われたものについて、費用を補助します。
リフォーム工事の費用補助
　耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事に要した費用を補助
します。
　なお、工事業者は、耐震改修業者と同一業者に限ります。
▶︎補助額などの詳細は、市ホームページをご確認ください。
申 �都市整備課�☎️（62）3645　FAX（63）9670

地震に備え、住まいの状態を確認しましょう

　この制度は、災害時に自力、または家族の支援だけでは避
難できない方（要援護者）が自身の情報を市に登録し、その
情報を民生委員・自主防災組織・自治会などに提供すること
で、災害時の安否確認や避難支援などに役立てるものです。
対象　市内在住で、次のいずれかに該当する方
・65歳以上の高齢者のみの世帯の方
・介護保険の要介護認定者
・身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度以上、精神障害者保健福祉手帳1級の方
登�録方法　防災安全課、地域福祉課、または障がい者支援課の窓口で申し込ん
でください。登録のための届出書は、申込先と長浦・平川行政センター、社会
福祉協議会、各公民館で配布しています。

申 �防災安全課�☎️（62）2119　FAX（62）5916

災害時要援護者の登録受付を行っています

ワンポイントアドバイス防災

　緊急地震速報は、地震の発生直後に震源の近くで地震波をキャッチし、強い
揺れが始まる直前に知らせるもので、最大震度5弱以上が推定される場合に、
テレビやラジオなどを通じてお知らせします。
　緊急地震速報が出されてから強い揺れが来るまでの時間は、数秒から数十秒
しかありません。その短い間に、自分の身を守ることを最優先に行動しましょう。
　なお、震源に近い地域では、緊急地震速報が間に合わないことがあります。
問 �防災安全課�☎️（62）2119　FAX（62）5916

～緊急地震速報が出されたら、
身の安全を最優先に考えた行動を！～

　「避難」とは「難」を「避ける」ことです。警戒レベル4までに、すべての人が避難
行動を取ってください。普段からどう行動するか決めておきましょう。
「避難」の4つの行動
・避難所への避難　　・安全な親戚の家などへの避難
・安全なホテルなどへの避難　　・屋内で安全確保

千葉県防災
ポータルサイト

耐震改修促進
事業のページ

防災安全課の
ページ

生活安全メール
登録ページ
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償却資産とは
　会社や個人で、工場や商店、アパートなどを経営している方が、土地・家屋以
外で、その事業のために用いる構築物や機械、器具・備品などをいいます。
償却資産の申告は義務です
　固定資産税は、土地・家屋のほかに、事業用の資産にも課税されます。これら
の事業用資産の所有者には、毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに、
資産の所在する市町村長に申告することが法律で義務付けられています。
　令和3年度の申告がまだ済んでいない方は、申告書の提出をお願いします。
　なお、申告書や申告の手引きが必要な方は、ご連絡ください。

償却資産（固定資産税）の申告はお済みですか

償却資産の対象となるもの（例）
種類 対象となる資産の例

構築物 舗装路面、外構、井戸、外灯、ネオンサイン、広告塔、屋外給排水
設備、温室などの家屋として認定されない建築物�など

機械および装置 機械類、動力設備、製造加工装置、修理用機械装置、土木機械、
搬送設備、太陽光発電設備�など

船舶 輸送船、曳
え い せ ん

船、漁船、モーターボート�など
車両および運搬具 フォークリフトなどの大型特殊自動車、台車�など

工具・器具
および備品

机、イス、ロッカー、パソコン、エアコン、コピー機、レジスター、
商品陳列ケース、冷蔵庫、医療器具、娯楽遊戯用器具、理美容器
具、家具・備品、工具類�など

※�耐用年数1年未満、または取得価額10万円未満の資産で、法人税法などの規
定により、一時に損金に算入するもの、20万円未満の一括償却資産、自動車
税または軽自動車税の課税対象となる車両（自動車や軽自動車、原動機付自
転車、小型特殊自動車など）は、償却資産の対象となりません。また、リース資
産は、原則リース会社の申告となります。例外的に、ファイナンス・リースのう
ち、リース期間経過後にその資産を無償などにより譲渡される取引などの場
合は、賃借人が申告する場合があります。

問 �課税課�☎️（62）2590　FAX（62）1934

人権擁護委員　稲垣 昭彦 氏
　多年にわたり、人権擁護と人権思想の普及高揚に貢献されてきた人権擁
護委員としての功績を讃えられ、全国人権擁護委員連合会長から表彰され
ました。
問 �市民協働推進課�☎️（62）3102　FAX（62）3877

おめでとうございます

　馬来田線（木更津駅東口～東邦病院前～横田～東横田～三箇～茅野）は、10月
1日から運行ルートが改正され、木更津駅東口～東邦病院前～横田～東横田に
路線が短縮されます。
▶︎�東横田～三箇～茅野の運行が取り止めとなります。
問 �▶︎日東交通(株)�木更津営業所�☎️（23）0151
� ▶︎袖ケ浦市�企画政策課�☎️（62）2327　FAX（62）5916

小学校入学児の就学時健康診断令和4年4月入学

　9月中旬に、対象者へ就学時健康診断の通知書を送付します。9月24日
（金）までに届かない場合は、連絡してください。
場所・日程　※入学説明会を同時に開催します。
・奈良輪小学校　10月6日（水）午後1時～受付
・昭和小学校　10月14日（木）午後1時～受付
・蔵波小学校　10月27日（水）午後0時40分～受付
・根形小学校　10月29日（金）午後1時10分～受付
・長浦小学校　11月5日（金）午後1時～受付
・中川小学校　11月9日（火）午後1時10分～受付
・平岡小学校（幽谷分校含む）　11月16日（火）午後1時～受付
内容　内科・歯科検診、面接、言語・視力・聴力検査
※言語検査は対象者、視力・聴力検査は希望者のみ
対�象　平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれのお子さん
問 �学校教育課�☎️（62）3718　FAX（63）9680

　市では、平川地区の幼児教育・保育の連携や、子育て支援センター
の早期整備などを推進するため、平川地区の幼保施設整備計画につ
いて検討しています。詳細は、市ホームページをご確認ください。

平川地区幼保連携推進に関する意見交換会の延期
　9月12日（日）に平川公民館で開催を予定していた意見交換会は、
緊急事態宣言の延長に伴い、延期します。新たな日程などの詳細は、
決まり次第お知らせします。
問 �子育て支援課�☎️（62）3286　FAX（62）3877

••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••
平川地区幼保連携の推進

新型コロナウイルス感染症で自宅療養をしている方などを支援します
　新型コロナウイルス感染症により自宅療養している方などに対
して、健康相談や医療機器の貸与、食料品・衛生用品の配布を行い
ます。
▶︎詳細は、市ホームページをご確認ください。

路線バス馬来田線の
運行ルートが変更されます10/1から

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

スケジュール（予定）

▶︎�ワクチンの供給量や予約状況などにより、10月以降の予定は未定です。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。
※8月23日時点の情報です。ワクチン供給量などにより、変更となる場合があります。

対象年齢など 9月 10月 11月

基礎疾患のある方
35歳以上の方

未定（34歳以下の方で
おおむね5歳ごと）

未定

予約受付中・9/5～接種

9/8～予約受付・9/15～接種

9/22～予約受付・9/29～接種

Q．�SNSやネットニュースでコロナワクチンが危険と取り上げられていて不安
です。どの情報を信じたらよいでしょか。

A．�できるだけ公的機関からの情報を確認しましょう。特にSNSでは発信者が
不明、または科学的根拠や信頼のおける情報源に基づいていない、不正確な
情報があり、注意が必要です。

Q．�妊婦ですが、接種してもよいでしょうか。
A．�妊娠中、特に妊娠後期に新型コロナウイルスに感染すると、重症化しやすい
とされています。日本産婦人科学会は、妊娠の初期・中期・後期などの時期を
問わず、妊婦さんに接種することを勧めています。なお、副反応の有無にか
かわらず、流産・早産など妊娠の異常の頻度はワクチンを打たなかった妊婦
と同じであると報告されています。接種を受ける際には、あらかじめ健診先
の医師に接種の相談をしておきましょう。

Q．�現在の新型コロナウイルスワクチンは変異株にも有効でしょうか。
A．�一般論として、ウイルスは絶えず変異をしており、変異によってワクチンの
効果がなくなるというわけではありません。ただし、それぞれの変異株に対
して、ワクチンがどれくらい有効かはまだ不明なため、現在確認が進められ
ています。

Q．�ワクチンを接種した後も、感染予防対策は必要でしょうか。
A．�必要です。ワクチンを接種した方は、発症（体調不良が発生）を防ぐ効果は確認
されていますが、感染（ウイルスが細胞内に侵入し増殖）をどの程度予防できる
かはまだ分かっていません。周りの人を感染から守るためにも、接種後も引き
続き感染予防対策をお願いします。

ワクチンに関するよくある質問

袖ケ浦市のワクチン接種状況
※8月23日時点（国提供「ワクチン接種記録システム（VRS）」の実績値）

人数（人） 割合（%）
接種対象者数 58,122

1回目接種済 31,774 54.7

2回目接種済 26,442 45.5

平川地区
幼保連携推進
のページ

市ホームページ
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　国指定重要無形民俗文化財「上総掘りの技術」は、小櫃川・小糸川流域で
誕生し、明治から昭和初期まで、主に灌

か ん が い

漑用水を得る優れた掘削法として、
全国各地で活用されました。この講座では、道具作りから足場の組み方な
ど、一から上総掘りの技術を学ぶことができます。
日程表（全10回）

日時 内容
10月3日(日)13：30～15：00 座学「上総掘りの技術と歴史」
10月17日(日)10：00～15：00 コシタ作り
10月31日(日)10：00～15：30 クサビ作り
11月7日（日）9：00～12：00 竹の採取
11月21日(日)10：00～15：00 竹ヒゴ作り
11月28日(日)10：00～16：00 足場の組み方
12月5日(日)10：00～15：00 竹ヒゴの継ぎ方（割り継ぎ法）
12月19日(日)10：00～15：00 上総掘りゆかりの地見学
1月8日（土）13：00～15：00 掘削体験①
1月22日（土）13：00～15：00 掘削体験②
場所　郷土博物館�ほか
対象　高校生以上で、8回以上出席できる方・記録映像の出演を了承できる方
定員　5名（申込多数の場合は抽選）
参加費　無料（資料代などは実費負担）　　申込方法　電話・窓口
申込期限　9月28日（火）
申 �郷土博物館�☎️（63）0811　FAX（63）3693

上 総 掘 り 体 験 講 座

期日　10月10日（日）・17日（日）　※雨天中止
時間　午前9時～正午　　場所　長浦消防署　
内容　放水体験・高所放水車搭乗・救助隊訓練体験�ほか
対象　市内小学校の児童とその保護者
定員　各50名（申込多数の場合は抽選）
持ち物　動きやすい服装・タオル・着替え
申込方法　右のQRコードから申し込んでください。
申込期限　9月19日（日）
▶︎緊急事態宣言・まん延防止等重点措置発令時などは、中止とする
場合があります。

申 �長浦消防署�☎️（62）9728

親子の消防体験学習
消防の仕事を体験しよう

申込ページ

千葉ロッテマリーンズ ALL for CHIBA袖ケ浦市デー
の特別ご招待
　9月28日（火）のALL�for�CHIBA袖ケ浦市に市民の皆さんを招待します。
日時　9月28日（火）　　招待人数　250組500名
招待席　内野指定席（フロア４）　　対象　市内在住・在勤・在学の方
場所　ZOZOマリンスタジアム　　試合開始時間　午後6時～（予定）
対戦　オリックス・バファローズ
申�込方法　下記URLの専用ページ、またはQRコード
　https://www.cnplayguide.com/marines/sodegaura/
申込期間　9月1日（水）午前10時�～8日（水）午後10時
※抽選結果は9月中旬にメールでお知らせします。
問 �マリーンズインフォメーションセンター�☎️03（5682）6341

申込ページ

地域デビュー講座
　自分の力を地域のために役立てたい、地域とのつながりを持ちたいと考えて
いる方、はじめの一歩を踏み出してみませんか。
期間　10月～12月（全3回）　　場所　長浦公民館
内�容　「先輩から学ぶ、楽しい地域デビュー」「地域活動に参加してみよう！」�など
対象　長浦地区在住の成人　　定員　15名（申込先着順）
申�込方法　住所・氏名・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　9月19日（日）
申 �長浦公民館�☎️（62）5713　FAX（60）1138
� �sode62@city.sodegaura.chiba.jp

はじめの一歩！

　農業集落排水は、農村地域の下水道です。農村地域に適した排水処理を行う
ことで、農業用排水の水質保全、農村地域の住環境保全、河川や海などの水質保
全を図ることを目的としています。対象地域で未接続の方は、接続にご協力を
お願いします。
供用地区・接続率
・袖ケ浦東部地区（高谷・三箇・百目木・横田の一部の地域）、91.6%
・松川地区（三黒・谷中・永地・横田の一部の地域）、87.6%
・平岡地区（野里・永地・上泉・下泉・永吉の一部の地域）、67.0%
問 �下水対策課�☎️（62）3651　FAX（62）7485

農業集落排水に接続しましょう
　市では、ごみの減量化・資源化を推進するため、剪定枝粉砕機を貸し出してい
ます。
　植木などを剪定した際に発生する「切枝」は、粉砕してチップ化することによ
り、たい肥の基材や植木、鉢植えのマルチングなどに利用できます。ぜひご利用
ください。
注意事項
・枯木の処理はできません。生木のうちに処理してください。
・処理できる枝の太さは、20ｍｍ～35ｍｍです（樹木の種類で異なります）。
・�無理な操作などが原因で故障をした場合、修理費用などは借りた方の負担とな
ります。

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

剪定枝粉砕機を貸し出しています

市内の公共下水道の地区別接続状況（令和3年4月1日現在）
※下水道接続済人口の割合

　「排水設備の点検」などを口実に、
業者が個人宅を訪問し、高額な料金
を請求するトラブルが市内で発生
しています。
　「市役所の紹介で来た」などと
語って、市の指導や法律の義務があ
るかのような説明をするなど、手口
はさまざまです。
　敷地内の排水設備（排水管やま
す）の維持管理は、各家庭で行うも
のですので、市役所が業者に委託す
ることはありません。
　業者が訪ねてきたら、身元や見積
書の内容などをよく確認してから、
契約するか判断してください。

悪質業者にご注意を
　市では、下水道接続工事を行うのに十分
な施工能力を有する業者を指定しており、そ
の業者でなければ、接続工事ができません。
　工事や市への各種手続きの代行は、指定
排水設備業者へ直接依頼してください。

　汲み取り便所や浄化槽排水から公共下
水道に接続するための工事を行う場合、一
定の条件を設けて無利子で貸付を行って
います。
貸付額
・�一般住宅　1槽につき最高60万円まで
・�アパート・貸店舗など　1槽につき最高
100万円まで
※�償還は、借りた翌月から48カ月の月賦
償還です。

　公共下水道が整備された地域にお住まいで、まだ公共下水道に接続してい
ない方は、接続にご協力をお願いします。
問 �下水対策課�☎️（62）3651　FAX（62）7485下水道に接続しましょう

下水道接続工事は市指定の業者で

無利子貸付金制度があります
水洗便所改造資金無利子貸付金

9月10日は
下水道の日

昭和地区
99.1%

長浦地区
97.5%

のぞみ野
100%

横田地区
72.2%

全体
97.2%

　家庭などの汚水を、下水道管に直
接流すので、道路側溝に汚水が溜ま
らず、異臭や害虫が発生しなくな
り、まちが清潔になります。

　汚水は、終末処理場できれいな水
に処理してから海へ放流するので、
水環境の保全に役立っています。

　汲
く

み取り便所から水洗トイレに
改造すると、家の中で嫌な臭いがし
なくなり、快適な生活ができます。

公共下水道を利用することで
まちが清潔になります

川や海がきれいになります

トイレを水洗化できます

・�水洗トイレには、トイレットペー
パー以外の紙は流さないように
しましょう。
・�油は流さず、資源回収に出すか、
固めたりボロ布にしみこませて捨
てましょう。
・�お風呂の排水口に髪の毛は流さ
ないようにしましょう。
・�公共下水道に雨水排水を接続し
ないでください。

公共下水道利用上の注意

期日　9月11日（土）・12日（日）
時間　午前9時30分～午後4時　※受付は3時30分まで
場所　市民会館�3階中ホール
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、展示作品数の削減や入場制限な
ど、開催方法を変更する場合があります。

問 �総合教育センター�☎️（62）2254　FAX（62）3816

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
小・中学校科学工夫論文作品展
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　新型コロナウイルス感染症予防のため、受付時間を細かく分けて行います。また、当日
は、自宅での体温測定や、マスクの着用をお願いします。体調の優れない方や、感染の可能
性がある方、マスクの着用にご協力いただけない方は、受診をお断りします。なお、状況に
より、中止する場合があります。
日時　11月11日（木）午前9時～正午　　場所　根形公民館
検診内容　問診・診察　　対象　市内在住の20歳以上の方
定員　180名（昨年度に未受診の方を優先し、申込先着順）　　費用　無料
申�込方法

申込期限　9月15日（水）必着（申込期間内でも申込者が多数の場合は、受付を終了します）
※受診の可否と受付時間は、10月上旬に個別に通知します。

申 �〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所�健康推進課
� ☎️（62）3162　FAX（62）3877口

こ う く う

腔がん検診

肺がん・結核検診と大腸がん検診

新米の放射性物質検査で君津管内の
お米の安全性が確認されました

袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市では、君津市産の令和3年度産米を対象に、放射性物質検査を行い、安全性が確
認されました。詳細は、千葉県ホームページをご確認ください。　　問 �農林振興課�☎️（62）3426　FAX（62）7485

口腔がん検診希望

希望する時間帯
第1希望
第2希望�

住所
氏名
生年月日
電話番号

募集種目 資格 受付期限 試験期日

防衛大学校
（一般）

18歳以上21歳未満の方（高卒（見込
含）または高専3年次修了者（見込含）） 10月27日（水） 1�次試験　11月6日（土）～

7日（日）

航空学生
（海・空）
※パイロット

海�上自衛隊　18歳以上23歳未満の方
（高卒（見込含）または高専3年次修
了者（見込含））

航�空自衛隊　18歳以上21歳未満の方
（高卒（見込含）または高専3年次修
了者（見込含））

9月9日（木）

1次試験　9月20日（祝）
2次試験　10月16日（土）～
21日（木）のいずれか1日

3次試験
・�海上自衛隊　11月19日
（金）～12月15日（水）の
いずれか1日
・�航空自衛隊　11月13日
（土）～12月16日（木）の
いずれか1日

一般曹候補生
18歳以上33歳未満の方（32歳の方
は、採用予定月の末日現在、33歳に達
していない方）

9月6日（月）

1次試験　9月16日（木）～
19日（日）のいずれか1日

2次試験　10月9日（土）～
24日（日）のいずれか1日

自衛官候補生

18歳以上33歳未満の方（32歳の方
は、採用予定月1日から起算して3カ月
に達する日の翌月の末日現在、33歳に
達していない方）

通年 受付時にお知らせします。

問 �自衛隊千葉地方協力本部�木更津地域事務所�☎️（23）5734

自衛隊採用試験
在宅のネット副業で簡単に高額を稼ぐ!?

【相談事例】
　「アフィリエイト（成功報酬型広
告）で簡単に儲かる。」というネット
広告を見て、３千円のマニュアルを
購入した。マニュアルには多数の有
料サポートプランが紹介されてお
り、事業者から電話で「有料サポー
トプランに入れば儲かる。高額なプ
ランほど手厚いサポートが受けら
れる。」と言われ、65万円のサポー
トプランを契約し、クレジットカー
ドで分割払いした。指示通りに広告
を作成したが儲からないうえ、事業
者と連絡が取れなくなった。

【アドバイス】
　入会費やサポート費用の「元が取
れる」「1日数分の作業で月に数十万
円稼げる」「AI（人工知能）に任せて
簡単」「暗号資産（仮想通貨）で海外
に投資し儲かる」などの広告や説明
でも、確実に儲かる話はありませ
ん。事業者の怪しい勧誘にのらず、
きっぱり断りましょう。
　事業者とのメールのやり取りな
どの記録は、勧誘時も含めて必ず保
存し、残しておきましょう。

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

―�「儲かる」はずが、残ったのは借金…�―

▶︎�希望する時間帯は、次の①～④の中から、第
2希望まで選択してください。
　①希望なし　②9時台　③10時台　④11時台　
※�受診者数に限りがあるため、希望に添えな
い場合があります。なお、特に希望の時間が
ない方は、市で受付時間を決定します。

市ホームページの申込フォーム

申込ページ

はがき・封書
　右の記載事項にならって記入し
てください（右の申
込用紙に記入し、切
り取ってはがきに貼
り付けても可）。

健康推進課�窓口

※�ほかの窓口では申込できません。
市ホームページ
https://www.city.sodegaura.lg.jp/
soshiki/kenko/koukugankenshin.html

申込用紙

▶︎�新型コロナウイルス感染症対策のため、日程
を変更、または中止する場合があります。

問 �健康推進課�☎️（62）3162　FAX（62）3877

※10月24日、11月27日は、特定（国保・後期）集団健診も同時に行っているため、混雑が予
想されます。肺がん・結核検診単独の受診も可能です。
▶︎特定（国保・後期）集団健診のお問い合わせは、保険年金課�☎️�（62）3031　FAX（62）1934

・�体調の優れない方・感染の可能性が
ある方
・�検査に適した服装でない方（検査着
の貸出はできません。）
・�マスクの着用にご協力いただけな
い方
※�感染症対策のため、受付時間内で
も、受診者が多い場合は、受診を
お断りする場合があります。

肺がん・結核検診
　過去2年以内に受診した方と、すでに申し
込んだ方には、8月下旬に案内を送付しまし
た。新たに受診を希望する方は、健康推進課
窓口、または電話で申し込んでください。
対象　昭和57年3月31日までに生まれた方
検診内容　胸部Ｘ線検査　
自己負担金　無料
喀
か く た ん

痰検査
　市の胸部X線検査を受けた方のうち、50歳
以上の喫煙者で、喫煙指数（1日の本数×喫
煙年数）が600以上の方は、X線検査と併せ
て喀痰検査を受診できます。希望する方は、
検診会場で申し込んでください。
自�己負担金　400円（喀痰検査の提出日に
集金）

大腸がん検診
対象　昭和57年3月31日までに生まれた方
検診内容　便潜

せんけつ

血検査
※�検査容器は、各がん検診会場のほか、健
康推進課、ひらかわ・ながうら健康福祉支
援室で、12月3日（金）まで配布していま
す。
自己負担金　100円

大腸がん検診・喀痰容器回収日程
期日 場所 受付時間

9月15日（水） 長浦公民館 午前9時~11時

9月21日（火） 平岡公民館 午前9時~11時

9月25日（土） 保健センター 午前9時~11時

9月28日（火） 市民会館 午前9時~11時

10月6日（水） 長浦公民館 午前9時~11時

10月12日（火） 根形公民館 午前9時~11時

10月25日（月） 市民会館 午前9時~11時

11月4日（木） 富岡分館 午前9時~11時

11月14日（日） 平岡公民館 午前9時~11時

11月25日（木） 市民会館 午前9時~11時
午後1時~2時30分

11月29日（月） 長浦公民館 午前9時~11時
午後1時~2時30分

12月7日（火） 平川公民館 午前9時~11時
午後1時~2時30分

次の方は受診をお断りします 肺がん・結核検診日程
期日 場所 受付時間 対象地区 定員

9月3日（金） 長浦公民館 午前9時~11時 長浦駅前1~8丁目 300
午後1時~3時 300

9月12日（日） 保健センター 午前9時~11時 全地区 300
午後1時~3時 300

9月13日（月） 平岡公民館 午前9時~11時 上宿・中川団地・中下・山中・大鳥居・小路
高谷・三箇・野里・鹿島・百目木・成蔵・野添

300
午後1時~3時 300

9月22日（水） 根形公民館 午前9時~11時 全地区 300
午後1時~3時 300

9月29日（水） 市民会館 午前9時~11時 福王台・高須・奈良輪・神納1区
今井・袖ケ浦駅前

300
午後1時~3時 300

10月4日（月） 市民会館
午前9時~11時 蔵波第1分区・富士見台

牧場団地・坂戸市場・神納東区
300

午後1時~3時 300
午後5時~7時 全地区 150

10月14日（木）富岡分館 午前9時~11時 富岡地区 150
午後1時~3時 150

10月16日（土）保健センター 午前9時~11時 全地区 300
午後1時~3時 300

10月19日（火）長浦公民館
午前9時~11時 蔵波台1~7丁目・橘

上蔵波・外野・子者清水
300

午後1時~3時 300
午後5時~7時 全地区 150

10月24日（日） 長浦公民館 午前9時~11時 全地区 150
午後1時~3時 150

10月29日（金）根形公民館
午前9時~11時 飯富・三ツ作・下新田・野田・三黒

谷中・岩井・大曽根・勝・のぞみ野
300

午後1時~3時 300
午後5時~7時 全地区 150

11月7日（日） 長浦公民館 午前9時~11時 蔵波第2、3分区・ラミアール・代宿
笠上・久保田地区・浜宿・浜宿団地

300
午後1時~3時 300

11月17日（水）平岡公民館 午前9時~11時 平岡地区 300
午後1時~3時 300

11月27日（土）平川公民館 午前9時~11時 全地区 150
午後1時~3時 150
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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≫
9月6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≫
10月4日（月）
申込期間
9月15日（水）〜
30日（木）

成人
≪午前≫
9月6日（月）
≪午後≫
9月13日（月）

≪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≫
10月4日（月）
≪午後≫
10月11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

中止 持�ち物　母子健康手
帳・筆記用具・飲み物

10月10日（日）
申�込期間
9月21日（火）〜
27日（月）

離乳食と
歯の教室

令和3年
2月生まれ
のお子さん

9月3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）

10月8日（金）
対象
令和3年3月生まれ
申込期限
10月1日（金）

4か月児教室
〈要申込〉

令和3年
4月生まれ
のお子さん

9月7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）

10月5日（火）
対象
　令和3年5月生まれ
申込期間　
・�第1子の方
　�9月13日（月）～17日
（金）
・第2子以降の方
　�9月21日（火）～24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
※10月分は9月17日（金）から予約受付

9月2日（木） 市役所第2相談室
13時〜16時9月9日（木） 平川行政センター

9月16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

9月2日（木） 中止

13時〜16時

9月9日（木） 中止

9月16日（木）
市役所
◎平川行政センター

9月30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
▶︎�結婚相談室�☎（62）2111（内線546）
問 �市民協働推進課�☎（62）3102

祝日を除く毎週火・金曜日
※9月17日（金）は休み

市役所第2相談室
※�緊急事態宣言中は電
話相談のみ

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
9月22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。

献血にご協力ください
日�時　9月16日（木）午前10時～11時
45分、午後1時～4時
場所　保健センター
その他
・成分献血はありません。
・�当日は、骨髄バンク登録会も行い
ます。

問 �健康推進課
� ☎️（62）3162　FAX（62）3877

保育�de�就職@千葉
保育のしごと就職フェスタ
日時　9月11日（土）午後1時～4時
場�所　京成ホテルミラマーレ� 6階
ローズルーム
内�容　採用担当者との個別面談・保育
の職場に関する相談�など
対�象　保育所や児童福祉施設などへ
就職を希望する方

問 �ちば保育士・保育所支援センター�
� ☎️043（222）2668

ちば南部サポステ合同相談会
　ニート・ひきこもり・不登校でお悩
みの方のための相談会を開催します。
日時　9月14日（火）午後2時～4時
場所　市役所�旧館3階大会議室
内�容　脱ひきこもりから就職までの
道のりや元引きこもりの方の体験
談など　※希望者は個別相談可
対�象　15～49歳の若者とその保護
者、またはニート・ひきこもり・不登
校に関わりや関心のある方

申 ��ちば南部地域若者サポートス
テーション�☎️（23）3711

木更津法人会　公開講座
日時　11月19日（金）午後6時開演（5時
開場）

場所　君津市民文化ホール�大ホール
講師　古舘�伊知郎�氏
入場料　1,000円（全席自由）
問 �木更津法人会�☎️（37）7720

千葉県立農業大学校�推薦入試
募集人数
・農学科　約40名
・研究科　約10名
受験資格
・�農学科　高等学校などを卒業した
方、または令和4年3月卒業見込み
で、学校長の推薦がある方
・�研究科　農業大学校などの農学科
などを卒業した方、または令和4年
3月卒業見込みで、学校長の推薦が
ある方
願�書受付期間　9月24日（金）～10月
8日（金）
試験期日　10月26日（火）
試験場所　千葉県立農業大学校
問 �千葉県立農業大学校
� ☎️0475（52）5121

　�相談
税の無料相談（要予約）
期日　9月8日（水）
時間　午前10時～午後3時
場所　木更津商工会館
内容　記帳・決算・税務に関する相談
※申告書類の相談は行いません。
対�象　税理士・税理士法人が関与しな
い一般納税者

申 ��千葉県税理士会�木更津支部
� ☎️（37）9000�

　�審議会
　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。

スポーツ推進委員定例会議
日時　9月16日（木）午後6時～
場所　市役所�旧館3階大会議室
議題　事業報告�ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　9月9日（木）
申 ��スポーツ振興課
� ☎️（62）3791　FAX（63）9680

9月の移動交番開設予定
場所・日時
・長浦公民館　7日（火）・19日（日）午
後1時～2時30分
・袖ケ浦公園　8日（水）・18日（土）午
後1時～2時30分
・市民会館　9日（木）午後1時～2時
30分、19日（日）午前9時～11時
・平川公民館　10日（金）・22日（水）
午前9時～11時
・臨海スポーツセンター　13日（月）・
27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

国民健康保険
慢性腎臓病（ＣＫＤ）地域連携パスが
届いた方は受診をお願いします 　
　対象の方に慢性腎臓病地域連携パ
スを送付しています。この機会にぜひ
受診しましょう。
　受診が確認できない方には、訪問し
て状況をお伺いすることがあります。
ご協力をお願いします。
問 �保険年金課
� ☎️（62）3031　FAX（62）1934

令和4・5年度建設工事等入札参加
資格審査申請を受け付けます 　
　令和4・5年度に、市が発注する建設
工事の請負、業務委託および物品購入
などの入札に参加を希望する方は、次
のとおり申請してください。　　
申�請期間　9月16日（木）～11月15日
（月）午後5時必着
申�請方法　ちば電子調達システム「入
札参加資格申請システム」より電子
申請を行い、必要書類を千葉県電子
自治体共同運営協議会へ送付して
ください。
▶︎�詳細は、市ホームページをご確認く
ださい。
資�格有効期間　令和4年4月1日～令
和6年3月31日

問 �▶︎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

シルバー人材センター
プロに学ぶお掃除教室 　
日時　9月28日（火）
　　　午前9時30分～正午
場所　サニクリーン中央研究所（椎の
森385−36）
対象　市内在住の方
定員　20名（申込多数の場合は、60歳
以上の方を優先し抽選）

申込方法　住所・氏名・電話番号を、電
話、FAX、またはメールでお知らせ
ください。
※抽選結果と当日の詳細は、後日通知
します。
申込期限　9月14日（火）
申 �シルバー人材センター
� �☎️�（63）6053　FAX（62）9938
� � �sodegaura@sjc.ne.jp

長浦駅周辺のポイ捨て防止啓発
活動ボランティアを募集 　
日�時　10月5日（火）午後3時30分～
5時頃

※�雨天の場合は、10月12日（火）に延期。
集�合場所　臨海スポーツセンター駐
車場
持ち物　軍手
※�ごみ袋とごみばさみは、市で用意します。
申込期限　9月16日（木）
申 �環境管理課
� ☎️（62）3413　FAX（62）7485

介護職員初任者研修
～「期待しています！」シニア人材
事業�～ 　
　介護職への就労を目指す50歳以上
の方がおトクに受講できる初任者研
修です。
期�間　10月12日（火）～12月23日
（木）全17回
時間　午前9時30分～午後4時50分
場�所　グリーンパレス�デイサービス
センター�
定員　10名（選考あり）
受講料　22,000円
▶︎�申込方法などの詳細は、お問い合わ
せください。

問 �運営事務局（稲毛ペコリーノ）
� ☎️043（306）8520
� FAX043（306）8521

国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査を
受診しましょう

個別健診の受診期限は9月30日（木）です。集団健診の日程は、5月に送付した受診券をご確認ください。
問 �保険年金課�☎️（62）3031　FAX（62）1934

入札参加資格のページ
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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

42 男
33 男
72 男
42 男
55 男
38 女
45 女
40 女
40 女
39 女

専門卒
専門卒
高卒
大卒
大卒
専門卒
短大卒
中卒
短大卒
大卒

看護師
会社員
自営業
施設管理者
会社員
会社員
会社員

介護福祉士
会社員
会社員

東京都
袖ケ浦
袖ケ浦
市原
千葉
袖ケ浦
千葉
袖ケ浦
木更津
千葉

カメラ
野球観戦
読書
ドライブ
ウォーキング
料理
読書
旅行
音楽鑑賞
読書

170
163
170
178
171
156
160
160
154
158

63
61
68
60
72
56
51
66
50
56

初
初
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）

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

42 男
33 男
72 男
42 男
55 男
38 女
45 女
40 女
40 女
39 女

専門卒
専門卒
高卒
大卒
大卒
専門卒
短大卒
中卒
短大卒
大卒

看護師
会社員
自営業
施設管理者
会社員
会社員
会社員

介護福祉士
会社員
会社員

東京都
袖ケ浦
袖ケ浦
市原
千葉
袖ケ浦
千葉
袖ケ浦
木更津
千葉

カメラ
野球観戦
読書
ドライブ
ウォーキング
料理
読書
旅行
音楽鑑賞
読書

170
163
170
178
171
156
160
160
154
158

63
61
68
60
72
56
51
66
50
56

初
初
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
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　9月21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　　持ち物　母子手帳
申込方法　電話
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

千葉市制100周年記念クルーズ
期日　10月17日（日）
集合場所　ケーズハーバー
航�路　ケーズハーバー～海ほたる～
ケーズハーバー（約3時間）
時間　①午前10時～
　　　②午後2時30分～
定�員　各40名（申込多数の場合は抽選）
参加費　1人5,000円
申�込方法　右のQRコード
から申し込むか、往復は
がきに希望者全員の住
所・氏名・年齢・電話番
号・希望する便・返信用の宛先を記
入して申し込んでください。
申込期限　9月25日（土）必着
申 ��〒260−0024�千葉市中央区中央港
� �1−10−10�千葉港港運会館内関
東海事広報協会千葉支部

ゆりの里　新米フェア
日�時　9月4日（土）午前9時30分～午
後3時
場所　農畜産物直売所「ゆりの里」
内容　袖ケ浦産の新米を特価販売
問 �ゆりの里�☎️（60）2550

　��講座・セミナー
頭の元気トレーニング
日�時　9月10日（金）午後2時～3時30分
場所　根形公民館�講義・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　9月11日（土）午前10時～正午
場所　平川公民館�視聴覚室
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

家族介護教室
日�時　9月19日（日）午後2時～3時30分
場�所　長浦おかのうえ図書館�大会議室
テ�ーマ　はじめよう！やさしい『終活
（しゅうかつ）』
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 ��特別養護老人ホーム
� サニーヒル�
� ☎️（63）0058

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　9月13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
定員　午前2組・午後2組
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　9月11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）

ファミサポ主催講座　『読み聞かせ
を楽しもう＆図書館を活用しよう』
　中央図書館で、援助活動や子育て・
孫育てに役立つ読み聞かせ講座を行
います。
日時　9月22日（水）午前10時～11時
場所　中央図書館�2階視聴覚ホール
対�象　市内在住の方（お子さんも一緒
に参加できます）
定員　20名（申込先着順）
申込方法　電話・FAX
申込期限　9月15日（水）
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）

文芸講座
テ�ーマ　宮沢賢治文学を愉しむ～自
筆原稿にふれながら～
講�師　田嶋�彩香�氏（木更津工業高等
専門学校�人文学系講師）
期�間　10月1日～11月5日の金曜日
（全5回）　※10月29日は除く。
時間　午後2時～3時30分
場所　中央図書館�2階視聴覚ホール
対象　成人の方
定員　20名（申込先着順）
申込方法　電話
申込期間　9月1日（水）～
申 �中央図書館
� ☎️（63）4646　FAX（63）4650

　�スポーツ
総合運動場�マラソンクリニック
日時　10月16日（土）午前9時～11時
場所　陸上競技場
定員　10名（申込先着順）
持ち物　シューズ・タオル・飲み物
参加費　成人1,500円、学生500円
申込方法　電話
申 �総合運動場�☎️・FAX（62）5350

　�お知らせ
新型コロナウイルス感染症
生活困

こんきゅう

窮者自立支援金の
申請期限を延長します� 　
　
　新型コロナウイルス感染症の影響
で生活に困窮する世帯を対象とする
新型コロナウイルス感染症生活困窮
者自立支援金の申請期限を8月31日
から11月30日（火）へ延長します。
▶︎詳細は、お問い合わせください。
申 �地域福祉課
� ☎️（62）3159　FAX（63）1310

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、554,575円でした。この募金は、
千葉県緑化推進委員会の緑化推進事
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

市営墓地公園の開園時間を
早めます
期間　9月20日（祝・月）～23日（祝・木）
時間　午前7時30分～午後5時
※�通常は午前8時30分～午後5時で
す。

問 �環境管理課
� ☎️（62）3413　FAX（62）7485

まちづくりアンケートに
ご協力ください
　市では、今後のまちづくりに役立て
るため、まちづくりアンケートを行っ
ています。調査票が届いた方は、回答
にご協力をお願いします。
対�象　市内在住で18歳以上の方　
3,000名（無作為抽出）
回答期限　9月27日（月）
回�答方法　調査票に必要事項を記入
のうえ、同封の返信用封筒で送付し
てください（切手不要）。�

問 �企画政策課
� ☎️（62）2327　FAX（62）5916

保健師や栄養士が家庭を
訪問しています
　市では、若年期健康診査や国民健康
保険の特定健康診査の結果をもとに、
保健師や栄養士が訪問し、生活習慣改
善に向けた保健・栄養指導を行ってい
ます。
　なお、国民健康保険の特定健康診査
の結果は、受診した医療機関で返却さ
れます。まだ手元にない方は、受け取
りに行きましょう。
問 �健康推進課
� ☎️（62）3162　FAX（62）3877

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、8月23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＞
『食卓を変えた植物学者』
　ダニエル・ストーン
『分水嶺�ドキュメントコロナ対策専門
家会議』河合香織
『絶滅魚クニマスの発見』中坊徹次
『絵本のお菓子』太田さちか
『印刷・紙もの、工場見学記』
　デザインのひきだし編集部（編）
＜小説＞
『カード師』中村文則
『エレジーは流れない』三浦しをん
＜文学・ルポタージュ＞
『文豪たちの住宅事情』田村景子（編著）

『東京ディストピア日記』桜庭一樹
＜児童書＞
『学校では教えてくれない自分を休ま
せる方法』井上祐紀
『見つけ隊と燃える小屋のなぞ』
　イーニッド・ブライトン（著）
＜絵本＞
『はろるどのたからさがし』
　クロケット・ジョンソン（原作）
『おかえり、ウミガメ』
　高久至（写真・文）
『つくろう!つくろう!おべんとう』
　若菜ひとし・きよこ（作）

問 ��中央図書館�☎️（63）4646　FAX（63）4650

9月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
6日（月）・13日（月）・27日（月）・30日（木）

図書館イメージキャラクター「トショロ」

市民ギャラリー
「東京都千葉福祉園」作品展示

期間　9月3日（金）午前9時30分～16日（木）正午
申 �長浦おかのうえ図書館�☎️（64）1046　FAX（64）1481

申込ページ
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“元気に成長中”

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
9月 当番医 診療科目 電話

5日 Kenクリニック
〔蔵波台6-19-1〕

外科
内科
小児科

（64）0211

12日 よしだ胃腸科内科クリニック
〔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耳鼻科当番医　診療時間　午前9時〜正午
9月 当番医 電話

5日 中原耳鼻咽喉科クリニック
〔木更津市畑沢南4-1-10〕 （36）6005

12日 かみくぼ耳鼻咽喉科
〔木更津市請西南5-25-11〕（36）0002

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

　先日、家の庭で子どもとプールで遊
んでいた時のことです。
　水道のホースをジェット噴射にして、
子どものお尻にあてて遊んでいたら、
はね返った水しぶきできれいな虹
（beautiful� rainbow）ができました。
（2021…夏）

集火式の様子

　8月18日に千葉ポートタワー前広場で行われた東京2020パラリンピッ
ク聖火リレー点火セレモニーに、市民の菅﨑由美さんと天野恵子さんが参
加しました。
▶︎�2人のインタビューは、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

　8月18日に袖ケ浦市陸上競技場で、採火式を行いました。当日は、市内各
小学校の代表者7名と昭和・根形中学校の代表者2名が、マイギリ式という
方法で火おこしを行い、袖ケ浦市の火をつくりました。
　その後、市原市で開催された千葉県の集火式に運び、集火を行いました。
問 �企画政策課�☎️（62）2327�FAX（62）5916

パラリンピック袖ケ浦市採火式と千葉県集火式パラリンピック聖火リレーに
市民2名が参加しました

菅﨑 由美 さん天野 恵子 さん

お子さんの写真を　　　
　　　掲載しませんか？

秘書広報課 ☎（62）2465問

—   　—82021年（令和3年）9月1日広 報

　「袖ケ浦市」になってから今年で30周年。わがまちの30周年をお祝いする
ため、まちの中に30周年記念の横断幕とフラッグが登場しました。横断幕は
長浦・平川公民館と袖ケ浦アンダーパスに、フラッグは袖ケ浦駅前や長浦駅
前などに掲示しています。
「コロナの収束を願い　虹がかかるまちに」
　新型コロナウイルス感染症の収束を願い、雨が降りやんだ後、まちに虹が
かかるイメージをデザインしています。

市制施行30周年記念
メ�インイベント　令和4年2月以降に開催予定
記�念式典　令和4年2月11日（祝）に延期
※�11月23日（祝）に、市民会館で開催を予定していましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況を考慮し、開催を延期します。
▶︎�詳細は、市ホームページまたは広報そでがうらなどでお知らせします。

袖ケ浦市 市制施行30周年記念横断幕とフラッグが登場
問 �秘書広報課
� ☎️（53）7522
� FAX（60）3034

　袖ケ浦市の花であるやまゆり
が、市制施行30周年を祝うよう
に、30もの花をつけていました。
（写真は市民の方提供）

市の花やまゆりも30周年をお祝い


