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日曜日の住民票などの証明書交付窓口開設日 期日　11月28日、12月12日・26日　※毎月第2・第4日曜日
時間　午前9時〜正午　　場所　市役所 市民課

Happy 　AnniversaryHappy 　Anniversary20
th  

ガウラが20周年を迎えました
　ガウラは、平成13年11月14日に市の公式マ
スコットキャラクターに就任して、今年で20周
年を迎えました。
　令和4年2月6日（日）に開催予定の市制施行30周
年メインイベント「そでがうら30祭

さ い

!! 〜ひと・ま
ち・みらい〜」では、ソデリーとのWedding 
Party！を開催します。
　20周年を迎えたガウラを、これからもよろし
くお願いします。

令和4年
1月9日（日）の
成人式にボクも
参加する予定だよ！
たのしみガウ！

ガウラのSNS
　袖ケ浦の魅力やイベント情報、ガウラが思ったことなどをつぶやいています。

30周年イベントの
ページ

これからもよろしくおねガウします

ガウラTwitter

ガウラInstagram

▶

▶

ガウラが市公式キャラクターになってガウラが市公式キャラクターになって●●！！20年20年
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 都市計画審議会委員を募集 
主な業務　土地利用や、道路・公園・下水道などの都市計画の決定・変更につい

て審議する。
募集人員　2名
任期　令和4年4月1日〜令和6年3月31日（2年間）
応募資格　市内在住で、まちづくりについて意欲があり、年3回程度平日に開催

する会議に出席できる、20歳以上の方
※現在の都市計画審議会委員は、応募できません。また、令和4年4月1日現在で

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　「これからのまちづくりについて」がテーマの小論文（800字程度）

に、住所・氏名・性別・年齢・電話番号・職業・経歴を記入し、FAX、メール、郵送、
または持参して提出してください（書式の指定なし）。
応募期限　12月27日（月）消印有効
※持参して提出する場合は、土・日曜日、祝日の閉庁日は受付できません。
▶書類選考のうえ、令和4年3月末までに結果を郵送します。
申   〒299－0292（住所不要）　袖ケ浦市役所 都市整備課
  ☎（62）3514　FAX（63）9670
   sode25@city.sodegaura.chiba.jp

ガウラがイベントに出演！
　イベントなどに、ガウラの着ぐるみを貸し出しています。
　希望する方は、お問い合わせください。
▶詳細は、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

ガウラのイラスト 公開中
　自由に使えるガウラのイラストを公開しています（営利目
的などを除き、原則として申請不要で利用できます）。

出演依頼
まってるガウ!!

ガウラの着ぐるみ
のページ

ガウラのイラスト
のページ

パブリックコメント ご意見を募集パブリックコメント ご意見を募集
袖ケ浦市景観計画の変更（案）
概要　総合運動場西側の坂戸市場地区を

景観形成推進地区に指定するため、景観
計画を変更するものです。
閲覧場所　都市整備課・市政情報室（市役

所 2階）・市ホームページ
▶市役所では、土・日曜日、祝日の閉庁日は

閲覧できません。
募集期間
　11月16日（火）〜12月17日（金）
意見の提出方法
　郵送、FAX、またはメールで提出してください（書式の指定なし）。
意見の提出先　〒299－0292（住所不要）　
　　　　　　　袖ケ浦市役所 都市整備課
　　　　　　　☎（62）3514　FAX（63）9670
　　　　　　　  sode25@city.sodegaura.chiba.jp

パブリックコメント
のページ

何問わかるかな？  ガウラクイズ
初級編
Q.1　 ガウラには家族がいます。次のうち、正しい組み合わ

せはどれ？
A.　①ガウリー（妻）・ソデリー（弟）
　　②ソデリー（妻）・ウラリー（子）
　　③ソデリー（母）・ウラリー（弟）

中級編
Q.2　ガウラの住んでいるところは？
A.　①坂戸の森
　　②濃

の う み ぞ

溝の滝
　　③ 鋸

のこぎり

山

Q.3　ガウラの好きな食べ物は？
A.　①タピオカ
　　②マリトッツォ
　　③いちご

上級編
Q.4　ガウラが奥さんと出会った場所はどこ？
A.　①袖ケ浦公園
　　②東京ドイツ村
　　③渋谷

Q.5　 ガウラが最後に参加した「ゆるキャラグランプ
リ2017」でのご当地キャラランキング、正しい
結果はどれ？

A.　①74位（千葉県内では第5位）
　　②174位（千葉県内では第10位）
　　③574位（千葉県内では第20位）

3面の欄外に正解がのってるよ！
何問正解できたかな？

I ♥ 
FAMILY

ボクのTwitterの位置
情報に正解が…

春にみんな食べる
フルーツガウ！

市の真ん中にある
公園ガウ！

問  秘書広報課
 ☎（53）7522　FAX（62）3034もっと知ってね !  もっと知ってね !  ●●●●のこと ! !のこと ! !ボ ク

ガウラ誕生秘話
　ガウラが市公式マスコットキャラクターに就任したのは、平成13年11月
14日。実は、ガウラが誕生したのはそれよりも前のことでした。
　平成10年頃、市職員の有志がホームページを立ち上げる際に、ホームペー
ジの案内役として生まれたのが「ガウラ」でした。

誕生当時の原画

外国人が「そでがう
ら」の「ガウラ」を強
く 発 音 す る こ と か
ら、名前が「ガウラ」
に決定したよ！その
後、2つのデザイン案
からぼくが選ばれた
ガウ！

ガウラをデザインした市職員に 裏話 を聞きました
Q.ガウラのデザインは、どんなことを意識して描きましたか？
A.�多くの人に愛されるキャラクターにしたいと思い、強すぎず、どことなく自信

がなさそうで、周りの人が「助けてあげたい」と思うイメージで描きました。 
実は、最初はカンガルーをイメージしてデザインしましたが、背中のギザギ
ザを描き足したら、恐竜のような見た目になりました（笑）。

Q.ガウラをデザインする中で、1番大変だったことを教えてください。
A.�当時は、描いたイラストを簡単にパソコンに取り込むことができませんで

した。イラストをデータ化をするために、マウスを使って描くことがとても
難しくて大変でした。

Q.20周年を迎えた今後のガウラの活躍が楽しみですね！
Ａ．�家族がいるマスコットキャラクターは、全国的に見ても珍しいと思います。

そんなガウラファミリーだからこそ、子育てや女性の活躍など、それぞれの
キャラクターの立ち位置で、市の魅力を発信してもらえたら嬉しいです。

ガウラの部屋
のページ
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生涯学習奨励賞 候補者を募集

高齢者タクシー利用券を交付しています
対象　次のすべてに該当する世帯の方
・居宅で生活するうえで、移動手段の確保が困難である世帯の方
・市内に住所を有し、75歳以上の方のみで構成される世帯の方
・市民税が非課税の世帯の方
※介護サービス施設などに入所している方や、今年度の福祉タクシー利用券を

交付された方は、対象外です。
助成額　1枚500円の利用券を、対象者1人あたり年間最大36枚交付
※ひと月あたり3枚。申請した月により、交付枚数は異なります。使い切ってし

まった場合でも、追加交付はできません。
申請方法　申請書に必要事項を記入して、窓口または郵送で提出してください。
申   高齢者支援課 ☎（62）3219　FAX（62）3165

　市では、生涯学習推進のため、文化・スポーツの分野で活躍し、その成績が顕
著な個人・団体を毎年表彰しています。各団体や個人などから、積極的な推薦を
お願いします。
対象　令和3年1月1日〜令和3年12月31日（見込みも含む）の間に、次の基準を

満たす、市内在住の方または市内の団体
・生涯学習特別奨励賞の基準
　全国規模の大会で、その成績が顕著（3位以上）であり、他の模範となる方
・生涯学習奨励賞の基準
　県規模の大会で、その成績が顕著（3位以上）であり、他の模範となる方
推薦方法　「表彰推薦調書」に必要事項を記入し、生涯学習課に提出してくださ

い。様式は、生涯学習課・各公民館で配布しています。
推薦期限　12月3日（金）
▶表彰式は、令和4年2月12日（土）に開催予定の生涯学習推進大会で行います。
申   生涯学習課 ☎（62）3743　FAX（63）9680

奈良輪放課後児童クラブ 児童を募集します
　奈良輪小学校の新設校舎内を活用した、新しい放課後児童クラブの運営事業
者が決定しましたので、入会説明会を開催します。
施設概要
小学校区　奈良輪小学校
クラブ名　奈良輪放課後児童クラブ
場所　奈良輪小学校 新設校舎内
対象　令和4年度に小学校1〜6年生になるお子さん
定員　70人／1日
運営開始日　令和4年4月1日（金）
入会説明会
日時　11月28日（日）午前10時〜
場所　市民会館 大ホール
▶入会説明会の申込は不要です。詳細は、市ホームページをご確認

ください。
問  ▶NPO法人キッズパレット
  　☎（53）7682（平日10：00〜13：00）
  ▶子育て支援課 ☎（62）3272　FAX（62）3877

奈良輪放課後
児童クラブ
のページ

共栄運輸株式会社 様
　3月31日に、共栄運輸株
式会社様より、市政の発展
を目的として、1,000万円
の寄附をいただきました。
　これは、善行が特に優れ
市民の模範となることか
ら、10月18日に表彰式を
挙行し、善行表彰の授与を
行いました。
問  秘書広報課
  ☎（62）2435
  FAX（62）3034

市政発展のための寄附に対し、
善行表彰を行いました

令和4年4月1日採用  市職員を募集します
募集職種・採用予定人数
・一般行政職 上級、4名
・一般行政職 デジタル枠（ネットワーク管理者）、1名
・一般行政職 デジタル枠（民間経験者）、1名
・技術職 建築 上級、2名
・技術職 化学 上級、2名
・保健師、2名
申込期限　11月19日（金）　※郵送で提出の場合は、消印有効
▶申込書は、職員課（市役所 旧館2階）で配布します。また、市ホームページから

ダウンロードできます。郵送を希望する方は、ご連絡ください。なお、オンラ
イン申込もできます。詳細は、市ホームページをご確認ください。
第一次試験
日時　12月5日（日）　　場所　市役所（予定）

申   職員課 ☎（62）2106　FAX（53）8051
職員採用のページ 職員採用Instagram職員採用LINE

最新の情報は
こちらから

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

ワクチン予約の受付 12歳から18歳の方のワクチン接種
接種対象　接種日時点で12歳以上の方
注意事項
・18歳以下（令和4年3月31日時点）の方は、接種時に保護

者の同伴が必要です。
・ワクチン接種や副反応での学校の欠席などの取扱いは、

各学校へご確認ください。

無断・直前のキャンセルが増えています
　現在、市が接種を行っているファイザー社の新型コロナワクチンは、薬液1瓶
から6人分のワクチンを準備できます。準備後のワクチンは、使用可能な時間が
短いため、ワクチンの廃棄が生じないように、事前の予約受付を行っています。
　しかし最近は、無断キャンセルや、接種直前のキャンセルが増えており、代替
者が見つからない場合は、貴重なワクチンを廃棄することになってしまいます。
　体調不良ややむを得ない事情を除き、キャンセルはご遠慮ください。また、予
約の際は、1回目の接種日だけでなく、必ず3週間後の2回目接種日の都合もご
確認ください（2回目の接種予約は、3週間後の同じ曜日・時間・会場で自動で予
約されます）。
　やむを得ずキャンセルする場合は、必ず事前に新型コロナウイルス対策支援
室（☎（62）2323）までご連絡ください。

対象  
12歳以上で未接種の方12歳以上

市ホームページ
　https://www.city.sodegaura.lg.jp/

生活安全メール登録ページ市ホームページ 市公式LINE

予約開始日などの最新情報はこちら
コールセンター
　☎043（223）7200
　（平日10：00〜18：00）

※ コールセンターでのみ、予
約を受け付けています。

予約方法

▶これから寒い時季を迎え、感染再拡大による第6波の到来が懸念されていま
す。ワクチンを未接種の方で接種を希望する方は、なるべく早めの接種をお
願いします。

Vivid Navigationと情報発信に関する
協定を締結しました

　11月4日に、株式会社Vivid Navigationと「袖ケ浦市のクラシファイド（地域
の募集情報）の拡散促進に関する協定」を締結しました。
　これは、株式会社Vivid Navigation
が運営・発行するWebサイトやフリー
ペーパーの「びびなび」を活用し、袖ケ
浦市の行政情報やイベント情報などを
拡散することで、地域のコミュニケー
ションをより活性化しようとするもの
です。
問  秘書広報課
 ☎（53）7522　FAX（62）3034

ガウラクイズ�答え合わせ A1.②　　A2.①　　A3.③　　A4.①　　A5.①
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　�お知らせ
11月15日～令和4年2月15日は
狩猟期間

　令和4年2月15日（火）までは、狩猟
期間です。
　狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟
に努めましょう。また、器具などの消
毒や泥の洗い流しなど、CSF（豚熱）の
感染拡大防止にご協力をお願いしま
す。
▶野外で活動する場合は、目立つ服を

着用し、ラジオを携帯するなど、事
故防止の対策を行いましょう。
問  千葉県 自然保護課
  ☎043（223）2972

11月25日～12月1日
犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」

　犯罪被害者の実情や被害者支援の
必要性を考える、特別番組を放送しま
す。
日時　11月27日（土）
　　　午前9時30分〜9時55分
放送局　千葉テレビ放送
番組名　犯罪被害者週間「千葉県民の

つどい」特別番組
　見守り 寄り添い 支えあう 〜千葉

の犯罪被害者支援〜
問  千葉県 くらし安全推進課
  ☎043（223）2333

11月30日は「年金の日」
　厚生労働省では、高齢期の生活設計
に思いを巡らせてもらう日として、
11月30日を「年金の日」としていま
す。
　ねんきんネットを利用すると、ス
マートフォンなどでいつでも年金記
録を確認できるほか、将来の受給見込
額をさまざまなパターンで試算する
こともできます。
　この機会に、ねんきんネットで、ご
自身の年金記録と受給見込額を確認
し、未来の生活設計について考えてみ
ませんか。
▶詳細は、日本年金機構ホームページ

をご確認いただくか、
お問い合わせくださ
い。
問  木更津年金事務所
  ☎（23）7616

道路にはみ出た草木は危険です
　道路にはみ出た雑草や樹木の枝は、
通行の障害となり危険です。私有地か
ら道路上にはみ出た草木は、所有者が
管理しなければなりません。
　事故を未然に防ぐために、土地周辺
の草木の状態を確認し、はみ出ている
場合は刈取りをお願いします。なお、
刈り取った草木は、所有者が責任を
持って処分してください。
問  ▶土木管理課
  　☎（62）3558　FAX（63）9670
  ▶君津土木事務所 ☎（25）5132

はみ出ていると
通行の障害に
なります。

私有地 私有地歩道 車道

枝をチップにして
ごみ減量チャレンジ！

　切枝は粗大ごみとして出すことも
できますが、市が貸し出している粉砕
機を使うと、ガーデニングなどに利用
できるチップにするこ
とができます。
▶粉砕機の貸出につい

ては、お問い合わせく
ださい。
問  廃棄物対策課
  ☎（63）1881
  FAX（62）2820

車の出入り口に乗入れブロック
を置かないでください

　駐車場と道路に段差がある箇所な
どで、車の乗入れのために、鉄板や段
差解消ブロックなどを設置すること
は、道路法に違反するほか、歩行者や
バイクなどの転倒事故の原因にもな
り、設置者の責任を問われることがあ
ります。
　また、雨水の流れを止めてしまうた
め、排水の障害となり、通行に支障を
きたす恐れがあります。
　駐車場と道路の段差を解消するに
は、申請を行い、歩道や縁石の切下げ
工事を行ってください。

切り下げ工事をした歩道切り下げ工事をした歩道

問  土木管理課
  ☎（62）3558　FAX（63）9670

千葉県立農業大学校
学生募集（一般入試）
募集人員
　農学科：80名、研究科：20名
※推薦入学で入学する方を含む。
受験資格
・農学科：高等学校などを卒業した方
・研究科：農業大学校、または短期大

学などを卒業した方
※いずれも令和4年3月卒業見込みの

方を含む。
出願期間　※土・日曜日を除く。
・A日程：12月3日（金）〜16日（木）
・B日程：令和4年1月24日（月）〜2月

4日（金）
試験期日
・A日程：令和4年1月7日（金）
・B日程：令和4年2月15日（火）
試験場所
　千葉県立農業大学校 山武校
試験内容　筆記試験・面接
申  千葉県立農業大学校
  ☎0475（52）5121

　�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。

教育委員会議
日時　11月26日（金）午後2時30分〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　11月24日（水）
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

防災会議
日時　12月3日（金）午後1時30分〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　市地域防災計画改訂案につい

て ほか
傍聴定員　4名（申込先着順）
申込期限　11月29日（月）
申  防災安全課
  ☎（62）2119　FAX（62）5916

農業委員会総会
日時　12月6日（月）午後2時〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　農地法の規定による許可申請

について ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　12月3日（金）
申  農業委員会事務局
  ☎（62）3918　FAX（62）7454

社会教育委員会議
日時　12月10日（金）午後3時〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　生涯学習推進大会について ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　12月7日（火）
申  生涯学習課
  ☎（62）3743　FAX（63）9680

ねんきんネット
のページ

フリーチョイスプログラム

感動 汗 出会い ふれあいの長浦！！
NAGAX ふれあいスポーツフェスタNAGAX ふれあいスポーツフェスタ

教室名 期日
※祝日を除く 時間 定員

（申込先着順）
かんたんエアロ

毎週月曜日
午前10時〜11時 15名

サーキットエアロ 午前11時30分〜12時30分 12名
健康ヨガ 午後7時〜8時5分 15名

シンプリーエアロ 毎週火曜日 午後7時〜8時 12名
かんたんヨガ 毎週水曜日 午後2時〜3時5分 15名

エンジョイエアロ 午後7時〜8時 15名
ヨガ&ピラティス 毎週木曜日 午前10時〜11時 15名
シェイプエアロ 午後2時〜3時 15名

エンジョイエアロ
毎週金曜日

午前10時〜11時 15名
楽ストレッチポール 午後2時〜3時 15名

パンチ＆キック 午後7時〜8時 15名
場所　臨海スポーツセンター　　対象　高校生以上
参加費　1回750円（楽ストレッチポールのみ、60歳以上の方は500円）
※10回7,000円の回数券も販売しています。
持ち物　運動できる服装・室内専用シューズ　　申込方法　電話（要予約）
申  臨海スポーツセンター ☎（63）2711　FAX（63）4865

日時　11月21日（日）午前9時30分〜午後4時　
※雨天時は、屋外種目のみ中止。
場所　長浦公民館・長浦地区里山
参加費　無料　
※保険代はNAGAXが負担しますが、当日会場で支援募金を募ります。
その他
・長浦公民館・長浦おかのうえ図書館の駐車場をご利用ください。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各種目で人数制限を行います。
・感染症対策のため、マスクの着用・検温・体調管理表の記入などにご協力くだ

さい。また、当日は、体調が優れない方の参加はお控えください。なお、状況に
より中止とする場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
・豚汁とおむすびの提供はありません。
問  NAGAX事務局 ☎080（5403）0006（10：00〜16：00）

種目 時間 場所
ヨガストレッチ 10：00〜11：30

多目的室
太極拳 13：00〜16：00

パラスポ「ボッチャ」 10：00〜12：00
２階研修室

プラバンでストラップ作り 13：30〜15：30
囲碁・将棋 10：00〜12：00 ２階会議室２

モルック・クッブゲーム
10：00〜12：00

小多目的広場
13：30〜15：30

ターゲットバードゴルフ体験 10：00〜12：00 多目的広場
グラウンドゴルフ体験会 13：30〜15：30 多目的広場

硬式テニス 10：00〜16：00 テニスコート
頭の元気度チェック 10：30〜12：30 ロビー

ウォーキング 10：00〜12：00
（9：45集合）

長浦公民館周辺
集合場所　長浦公民館

粉砕機
無料貸し出し

のページ
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図書館イメージキャラクター
「トショロ」

EVENT and information

知 ら せお＆ベイ トン
ナ ーーコ

　�イベント
市民ギャラリー
美術サークル「彩」作品展示
期間　11月17日（水）午後1時〜12月

1日（水）正午
問  長浦おかのうえ図書館
 ☎（64）1046　FAX（64）1481

全日本ろうあ連盟
創立70周年記念映画「咲

え

む」
　限界集落に住み始めた一人のろう
女性をとおして、少子高齢化や偏見な
どの現代の大きな課題に対し「私たち
ができることは何か、幸せとは何か」
を伝えます。
日時　12月11日（土）午後1時〜3時

30分（12時30分開場）
場所　市民会館 大ホール
定員　300名（申込先着順）
料金　大人1,200円、小・中学生500円、

未就学児無料　※料金前払い
申込方法　電話・FAX
その他　字幕あり
▶ 詳 細 は 、「 咲 む 」公 式

ホームページをご確認
ください。
申   千葉県聴覚障害者協

会「咲む」 上映会実行
委員会

  ▶鈴木 ☎090（8740）5579
  ▶高森 FAX（38）6922

ちょっと素敵な街角コンサート
日時　12月12日（日）
　　　午後2時〜（1時30分開場）
場所　君津市民文化ホール リハーサ

ル室
内容　吉村敏秀テノールリサイタル
入場料　一般：900円（前売り）、

1,000円（当日）
申込方法　電話、または指定の販売場

所でチケットを購入
▶販売場所などの詳細は、お問い合わ

せください。
問  早川 ☎080（3152）8491

中央図書館
名画鑑賞会『青いパパイヤの香り』

　1951年のベトナムを舞台に、一人
の少女の成長を綴った作品です。
出演　トラン・ヌー・イェン・ケー ほか
製作年　1993年
日時　12月16日（木）
　　　午前10時〜11時45分
場所　2階視聴覚ホール
定員　20名（申込先着順）
申込方法　電話　　
その他　字幕あり
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』

　遊郭を舞台に、両親に結婚を反対さ
れて上京してきた男女と、遊郭の住人
たちの物語を描いた作品です。
出演　新珠三千代、三橋達也 ほか
製作年　1956年
日時　12月22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）
申込方法　電話
その他　字幕なし
申   長浦おかのうえ図書館
  ☎（64）1046　FAX（64）1481

　��講座・セミナー
男性のための料理教室
日時　12月11日（土）
　　　午前10時〜11時30分
場所　平岡公民館
テーマ　レンチンでフルコース！栄

養満点の食事を簡単料理
講師　健康推進課 栄養士
対象　市内在住・在勤の18歳以上の

男性
定員　15名（申込先着順）
受講料　無料
※材料費など500円程度の実費負担

があります。
申込方法　電話・窓口
申込期限　12月1日（水）
▶新型コロナウイルス感染症の状況

により、レシピ紹介のみとなる場合
があります。

申   平岡公民館
  ☎（75）6677　FAX（75）6862

　　　　

危険物取扱者保安講習
　消防法第13条の23の規定による
講習を行います。
期日・内容
①令和4年1月20日（木）
　午前：給油取扱所、午後：一般
②1月26日（水）
　午前：一般、午後：コンビナート
③1月31日（月）
　午前：給油取扱所、午後：コンビナート
④2月8日（火）
　午前：一般、午後：コンビナート
場所
①②④千葉市文化センター アート

ホール
③市原市市民会館 大ホール
受講料　4,700円
※千葉県収入証紙を申請書に貼付し

てください。
定員　①②④各220名
　　　③各400名
申込期間　11月29日（月）〜12月3日
（金）
申   消防本部 予防課
  ☎（63）6191　FAX（62）9729

　�スポーツ
ジュニアテニス教室（硬式）
期日　12月4日・11日・18日・25日の

土曜日（全4回）
時間　午後3時〜4時30分
場所　総合運動場 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
申込方法　電話
申   総合運動場 ☎・FAX（62）5350

バレトンセミナー
　バレトンとは、フィットネス・バレ
エ・ヨガの要素を取り入れた有酸素運
動です。
日時　12月5日（日）
　　　午前10時〜11時15分
場所
　臨海スポーツセンター 多目的室
定員　15名（申込先着順）
参加費　800円
申込方法　電話
申   臨海スポーツセンター
  ☎（63）2711　FAX（63）4865

　�募集
シルバー人材センターで生きがいを
～楽しく仕事をしませんか～
対象　市内在住で、センターの趣旨に

賛同し、健康で働く意欲のある60歳
以上の方
仕事内容　軽作業（清掃・草取り・草刈

り・農作業・充填・計量チェック）、技
能（植木の手入れ）、施設作業（公民
館・運動場・駐車場などの公共施設
管理）

※令和4年4月から公民館などの公共
施設管理の仕事を希望する方は、
12月10日（金）までに、入会手続き
をしてください。
報酬　仕事量に見合った分を配分金

としてお支払いするため、内容によ
り異なります。
会費　年2,000円
▶詳細は、お問い合わせください。
問  シルバー人材センター
  ☎（63）6053　FAX（62）9938

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。

※�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、11月5日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、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。 市ホームページ

（施設の状況な
ど）

日時　12月9日（木）午前10時〜正午（9時30分受付）
場所　平川公民館
講師　ドコモショップ長浦駅前店 森田 優香 氏
対象　過去に受講していない、市内在住の方
※ドコモ以外のスマートフォンを利用中の方や、スマートフォンを持っていな

い方も参加できます。
定員　24名（申込先着順）
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、電話また

は窓口でお知らせください。
申込期限　11月30日（火）
申   平川公民館 ☎（75）2195　FAX（60）5001

日時　①令和4年1月29日（土）午前9時〜午後4時30分
　　　②1月30日（日）午前9時〜午後4時30分
　　　③2月12日（土）午前9時〜午後4時30分
　　　④2月13日（日）午前9時〜正午　※実技講習。
場所　長浦公民館 2階研修室 ほか
内容　講座「市の地域防災計画について」「自主防災組織の役割」 ほか
定員　25名程度（申込先着順）
申込方法　申込書に必要事項を記入して窓口またはFAXで提出するか、下記

QRコードからお申し込みください。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　令和4年1月14日（金）
▶第1回〜第3回の講座を受講すると、県から修了証が

交付されます。
申   防災安全課 ☎（62）2119　FAX（62）5916

災害対策コーディネーター養成講座

申込フォーム災害対策コー
ディネーター
養成講座
のページ

初心者・シニア向け初心者・シニア向けにスマホ教室スマホ教室

「咲む」公式
ホームページ
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緊急連絡先などのご案内 　

q休日当番医
	 診療時間　午前9時〜午後5時
11月 当番医 診療科目 電話

21日 井出医院
〔横田3669〕

内科
小児科
消化器内科

（75）2010

23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

28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

※�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
11月 当番医 電話

21日 さくま耳鼻咽喉科医院
〔袖ケ浦市神納617-1〕 （60）2787

28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。

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日
11月22日（月）・24日（水）～27日（土）・
30日（火）の各地区指定日
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）

☎（63）1881　FAX（62）2820

火事・救急通報に障がい者用ファクシミリ
局番なしの119番　袖ケ浦市消防本部

市税などの納期 11月16日～30日
●国民健康保険税　5期
　納税課�☎（62）2647　FAX（62）1934
●後期高齢者医療保険料　5期
　保険年金課�☎（62）3092　FAX（62）1934
—納期内納付を心がけましょう—

広報そでがうら　毎月1日・15日発行
　新聞折込・コンビニなどで配布
申  秘書広報課 ☎（62）2465
市公式LINE
　ID：@sodegaura_city
市公式ツイッター
　https://twitter.com/sodegaura_city
スマートフォンなどに広報そでがうらを配信
 「マチイロ」のアプリから、閲覧できます。
「マイ広報紙」で広報そでがうらを配信
　https://mykoho.jp
携帯電話向けホームページ「マイタウン袖ケ浦市」
　http://www.lamo.jp/sodegaura/
チバテレビの市町村情報
　d（データ）ボタンでご覧になれます。
市生活安全メールの配信　　
　携帯電話向けホームページ
から登録できます。
防災行政無線テレホン案内
　 0120（031）240（ボウサイ ツウホウ）
火災情報テレホン案内　☎（62）6211
そでがうらタウン情報　平日8:15または

12:40と18:30〜　かずさFM（83.4MHz）
声の広報そでがうら（音訳グループ「やまゆり」）
　視覚障がい者の方へ、広報紙を読み
上げ録音したCDを貸し出しています。
申  市社会福祉協議会 ☎（63）3888

市の情報はこちらから

編集室から
（O.A）

　㊗ガウラ20周年!! 実はゆるキャラブー
ムよりも前から、市のマスコットキャラ
クターとして誕生していたんです。成人
式や結婚式など、お祝いごとが控えてい
るガウラ君に会ったら、「おめでとう！」
とぜひ声をかけてあげてください!!

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

便利で確実な口座振替のご利用を 口座振替の手続きが完了するまで、約2カ月かかりますので、市税などの各期別納期限をご確認のうえ、
早めに申し込んでください。　　問  納税課 ☎（62）2647　FAX（62）1934

　人権・男女共同参画フェスタ
日時　12月19日（日）午後1時〜（午後0時開場）
場所　市民会館 大ホール
内容　第1部： 人権作文の朗読・袖ヶ浦高校 吹奏楽部 マーチング演奏・袖ヶ浦高

校 演劇部「3人のいじめっ子」DVD上映
　　　第2部：男女共同参画講演会「SDGsから平等の社会へ」
対象　市内在住・在勤・在学の方　　定員　300名（申込多数の場合、抽選）
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　11月30日（火）
注意事項
・新型コロナウイルス感染症の影響で、開催方法を変更する場合があります。
・手話通訳があります。
・保育があります。1人200円が必要です。申込時に「保育希望」とお伝えください。
▶当選者には、後日入場券を郵送します。
申  市民協働推進課 ☎（62）3102　FAX（62）3877
   sode03@city.sodegaura.chiba.jp

男女共同参画講演会

「SDGsから平等の社会へ」
　高齢者や障がいのある方な
どの「生でコンサートを見に
行くことが困難な人たちに本
格的なコンサートを届けた
い」という想いから生まれた

「ホスピタルライブ」活動の話
から、福祉とは、人権とは、そ
して幸せとは、というテーマ
で話していただきます。

講師　松尾�貴臣�氏
　長崎出身の音楽活動家。千葉大学大学院在学中にCDデビューし、全国の病院
や福祉施設などで行う「歌う坂本龍馬プロジェクト」が評価され、高知県観光大
使としても活動中。また、2020年からは、NHK 千葉放送局FMでMCを務めて
いる。

令和4年1月1日号令和4年1月1日号からから
広報そでがうら広報そでがうらががリニューアル！リニューアル！

問  秘書広報課
 ☎（62）2465
 FAX（62）3034 発行回数・サイズが変わります

現在 令和4年1月1日号～
毎月1日・15日 発行日 毎月1日
タブロイド版 サイズ A4版

年に数回、一部カラー カラー 毎号全ページカラー

― 情報量 ページ数を増やして
同じ情報量でお届け

毎号読みたくなる特集をお届けします
　毎号、読者のみな
さんが「読みたい」

「知りたい」特集を
掲載します。
　これからの「広報
そでがうら」の主役
は 、市 民 の み な さ
ん。多くの「ヒト」が
紙面に登場してい
く予定です。

進化し続ける「広報そでがうら」を目指します
　広報そでがうらは、昭和46年12月1日の創刊から、今年で50周年。51年目と
なる令和4年1月1日号から、大きく変わります。
　今までの広報そでがうらが好きだった方、広報そでがうらを読んだことない
方、さまざまな方がいる中で、誰からも愛される広報そでがうらになるよう、進
化し続けます。
　これからも「広報そでがうら」をよろしくお願いします。

毎月1日、月1回発行

 A4サイズで手に取りやすく

 全ページカラーで見やすく

 ページ数を増やして 
同じ情報量でお届け

広報そでがうら ここが変わります広報そでがうら ここが変わります

過去の過去の
広報そでがうらの特集広報そでがうらの特集
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