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②�東京2020オリンピック・パラリンピックのトーチを展示！
　�　東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチを展示します。　
トーチを持って記念撮影ができます。また、聖火リレーのスタッフポロシャ
ツのプレゼント抽選受付を行います。
　問 �企画政策課�☎️（62）2327　FAX（62）5916

①スペシャルゲスト！
　�　平成28年関東中学校駅伝競走大会で昭和中学校女子駅伝チームが優勝し
た時のメンバー2名が、当日の先導ランナーとして走ります。

　現在、拓殖大学女子陸上部に所属
し、全日本大学女子駅伝対抗選手権な
どに出場。

　現在、NPO稲毛インターナショナルトライア
スロンクラブに所属。先日の日本トライアスロ
ン選手権�総合8位入賞（本紙8面でも紹介）。

特 別 企 画
期日　令和4年1月8日（土）
場所　総合運動場�陸上競技場とその周辺コース
種目・対象

部門 距離 受付時間 スタート時間
小学１・２年生男子 １㎞ 8：00 9：00
小学１・２年生女子 １㎞ 8：10 9：10
小学３・４年生男女 ２㎞ 8：20 9：20
小学５・６年生男女 ２㎞ 8：40 9：40

一般男女（高校生含む） １０㎞ 9：00 10：00
中学生男子 ３㎞ 9：15 10：15
中学生女子 ３㎞ 9：35 10：35

一般男女（高校生含む） ５㎞ 10：00 11：00
対象　市内在住・在勤・在学の小学生以上
参加費　一般400円・中学生以下200円　※当日集金
申�込方法　小・中学生は、右の申込フォームから申し込んでく
ださい。高校生以上の方は、住所・氏名・年齢・電話番号・参加
部門と距離を、電話またはFAXでお知らせください。

申込期限　12月17日（金）
注意事項　開会式は行いません。また、当日の申込はできません。
申 �市スポーツ協会（社教連協事務局内）�☎️（62）3139　FAX（62）4950

新春マラソン大会
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学校教育振興
市民団体　袖ケ浦台野菜研究会
�

社会教育振興
市スポーツ協会　福原�孝彦�氏
市サッカー協会　田原�武比古�氏
市音楽協会　加藤�和子�氏
市子ども会育成会連絡協議会　勝呂�和彦�氏
文化財審議会委員　成田�篤彦�氏
文化財審議会委員�　梶原�正方�氏
スポーツ推進委員　安土�敏夫�氏
社会教育推進員　林�郁子�氏
社会教育推進員　田川�匡代�氏
社会教育推進員　榎本�今日子�氏
郷土博物館協議会委員　伊藤�誠�氏

　教育委員会では毎年、教育、学術または文化の振興に関し、功績が顕著な方を表彰し
ています。11月18日の表彰式で、1団体と11名を表彰しました。
問 �教育総務課�☎️（62）3691　FAX（63）9680教育功労者表彰

　救急医療情報キットは、かかりつけ医や持病などの医療情報・緊急連絡先・健
康保険証の写し・本人確認用顔写真などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷
蔵庫に保管し、救急時に備えるものです。
対象　次のいずれかに該当する方
①65歳以上でひとり暮らしをしている
②65歳以上の方々で居住し、疾病などで救急時の対応に不安を抱えている
③�同居者の就労などにより、日中などに65歳以上の方のみとなり、疾病などで
救急時の対応に不安を抱えている
④視覚・聴覚・言語障がいで、1～3級の身体障害者手帳を持っている
申�請方法　申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課、障がい者支援課、または
地域包括支援ながうら・ひらかわサブセンターに提出してください。

申 �▶①②③高齢者支援課�☎️（62）3219　FAX（62）3165
� ▶④障がい者支援課�☎️（62）3187　FAX（63）1310

　市では、離れて暮らしている高齢者と子などが、市内で同居または近隣で居
住を始めるために、新築・購入・増改築・転居などをした場合の費用の一部を助
成しています。
　また、対象者のうち、子育て世帯は住宅ローン「フラット35」利用の際に、借
入金利の引き下げを受けることができます。
助成限度額
・新築・購入・増改築費用　30万円
・引越し費用　5万円（持家に同居する場合のみ対象）
▶詳細は、市ホームページをご確認ください。
問 �高齢者支援課�☎️（62）3219　FAX（62）3165

救急医療情報キットを配布しています

　12月7日（火）～9日（木）は一般質問、17日（金）は最終日となります。なお、
今回提案している案件は、次の18件です。
・条例の一部改正　5件� ・指定管理者の指定　1件
・契約の変更　1件� ・財産の取得の変更　1件
・補正予算　6件� ・固定資産評価審査委員会委員の選任　3件
・教育委員会委員の任命　1件
問 �総務課�☎️（62）2104　FAX（62）5916

12月議会定例会を開催  12月17日まで

おめでとうございます
防犯栄誉銅章
夛田 けい子 氏

（防犯指導員協議会 昭和支部女性部支部長）
　多年にわたり防犯活動に尽力し、犯罪防止
に特に顕著な功労があったことが認められ、
全国防犯協会連合会長より表彰されました。
問 �防災安全課
� ☎️（62）3106　FAX（62）5916

おめでとうございます

　低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などで、母子・父子・寡婦資金や日本
政策金融公庫などの公的資金を借受できない方を対象に、貸付事業を行ってい
ます。

貸付の種類
福祉資金　小規模住宅改善費・転宅費・療養費・福祉車両購入費などの貸付
教育支援資金　高等学校や専門学校、大学の教育費などの貸付
緊急小口資金　緊急かつ一時的に生計が難しくなった際の生活費などの貸付
総�合支援資金　失業などにより、日常生活の維持が難しくなった世帯に対して
の生活費などの貸付

不�動産担保型生活資金　居住用不動産を有し、その居
住に住み続けることを希望する高齢者に対して、そ
の不動産を担保にした生活費の貸付
▶�貸付には条件があります。詳細は、お問い合わせく
ださい。

問 �社会福祉協議会�☎️（63）3888

　義足や人工関節を使用している方、
心臓やじん臓などの内部障がいの方な
ど、外見からはわからなくとも、援助や
配慮を必要としている方がいます。
　ヘルプマークを見かけたときは、思
いやりの行動をお願いします。
ヘルプマークストラップ配布場所
　障がい者支援課（市役所1階）
問 �障がい者支援課�☎️(62)3187　FAX(63)1310

ヘルプマークをご存知ですか？

生活福祉資金をご存知ですか
世代間支え合い家族支援事業

市ホームページに広告を掲載しませんか 掲載料　月額1万円（1枠）　　掲載期間　月の初日から月末までの1カ月単位（複数月も可）
▶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 �秘書広報課�☎️（53）7522　FAX（62）3034

　感染症対策のため、スマホ・パソコンで申告書の作成・提出ができる国税庁
ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
　マイナンバーカード、または確定申告用のID・パスワードをお持
ちの方は、そのまま申告できます。マイナンバーカード、ID・パス
ワードをお持ちでない方は、作成した申告書を印刷し、郵送で提
出してください。

申告書作成・提出会場を開設します
期間　令和4年2月16日（水）～3月15日（火）　※土・日曜日、祝日を除く。
受付時間　午前8時30分～午後4時
※�入場整理券を配布します。受付状況に応じて、早く締め切る場合があります。
場所　スパークルシティ木更津�4階
問 �木更津税務署�☎️（23）6161（内線412・413）

確定申告はご自宅で

世代間支え合い家族
支援事業のページ

国税庁
ホームページ

地域文化功労者表彰
辻元 洋一（大雲）氏
　永年にわたり地域文化の振興に
尽力し、顕著な功績があったこと
が認められ、文部科学大臣から表
彰されました。
問 �生涯学習課
� ☎️（62）3744　FAX（63）9680
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▶これから寒い時期を迎え、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。

ワクチン予約の受付 袖ケ浦市のワクチン接種状況
※11月22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 58,375
1回目接種済 51,549 88.3
2回目接種済 50,691 86.8

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。
▶12歳未満の方のワクチン接種は、国が議論を続けていますので、情報が入り次
第、お知らせします。

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

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

ワンポイントアドバイス防災

　災害時に、市が発令する避難指示などの情報は、防災行政無線などで伝
達するとともに、テレビやインターネットなどでも
確認できます。
利�用例　NHK総合テレビのデータ放送で、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。

問 �防災安全課�☎️（62）2119　FAX（62）5916

～避難情報をテレビで見ることが
できます（Lアラート）～

避難情報

12月末まで
成人歯科健診を受けましたか？�

　今年度の成人歯科健康診査は、12月末までです。対象者には、6月に受診券を送付しました。年末は休診の歯科医院が多い
ため、まだ受診していない方は、早めに受診しましょう。　　問 �健康推進課�☎️（62）3162　FAX（62）3877

　12月1日に、袖ケ浦駅前に小規模保育事業「スクルドエンジェル保育園�袖ケ
浦園Ⅲ」が開園しました。

開園時間　月～土曜日の午前７時～午後７時
場�所　袖ケ浦駅前1－39－13�ウィザースレジデ
ンス袖ケ浦Ⅱ１階

対象　生後57日目～3歳未満のお子さん
定員　19名　　保育内容　通常保育・延長保育
問 �▶保育幼稚園課
� 　☎️（62）3276　FAX（62）3877
� ▶スクルドエンジェル保育園�袖ケ浦園Ⅲ�
� 　☎️（73）3624

袖ケ浦駅前に新たな保育園が開園しました
業�務内容　消費生活に関する相談受付処理・啓
発に関する業務�など

応�募資格　消費生活相談員（国家資格）・消費生
活専門相談員（国民生活センター認定）・消費
生活アドバイザー（日本産業協会認定）・消費
生活コンサルタント（日本消費者協会認定）の
いずれかの資格を有し、パソコン操作のできる方

勤務場所　消費生活センター（市役所�1階）
勤務日　月～金曜日（祝日を除く）のうち、週2日程度のシフト制
勤務時間　午前9時～午後4時（休憩1時間）
報酬　日額10,213円　※別途通勤手当・研修参加費など支給
選考方法　書類選考・面接
応募書類　採用選考申込書・資格の確認できる書類の写し
▶�申込書のダウンロードや詳細は、市ホームページをご確認くだ
さい。

申 �商工観光課�☎️（62）3428　FAX（62）7485

消費生活相談員（会計年度任用職員）を募集

募集ページ

中古車の保証をめぐるトラブル

【相談事例】
　『保証付き』の中古車を購入後、すぐにエ
ンジンから異音がしたため、販売店に修理
を依頼すると、「エンジンの部品を交換すれ
ば直るが、保証対象は工賃のみなので、部品
代は有償になる。」と言われた。購入時に保
証内容が記載された保証書は受け取ってお
らず、『保証付き』にも関わらず工賃しか保
証されないことに納得できない。
【アドバイス】
・�保証には、全ての部位や工賃・部品代などが対象の全部保証と、部位や
費用に制限がある部分保証があり、販売店の多くは部分保証を行ってい
ます。保証対象部位などを広げるには高額な追加費用が必要となる場合
があり、商談時に保証対象部位や期間などの内容をしっかり確認し、納
車時に保証書の交付を受けましょう。また、保証が付かない契約もある
ので、注意しましょう。
・�中古車は新車と異なり、使用による品質の劣化が生じていることや、使
用する環境などの違いにより、車種や年式が同じでも車両の内外装やエ
ンジンなどのコンディションは１台ごとに異なります。エアコンやカー
ナビ、シートの座り心地、タバコ臭やペット臭など、実際に確認してか
ら購入しましょう。
・�長期間使用するものなので、本体価格だけに注目せず、販売時の整備状
況や走行距離、修復歴などもよく確認しましょう。

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

　追加接種（3回目接種）については、本紙折込の新型コロナワク
チン接種特集号をご確認ください。
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障害福祉サービスを紹介します 障がいに関する相談などを受け付けています
障がいを理由とする差別に関する相談窓口
問 �▶袖ケ浦市�障がい者支援課�☎️（62）3187　FAX（63）1310
� ▶君津健康福祉センター（君津保健所）�☎️（23）6603　FAX（25）4587
� ▶千葉県�障害者福祉推進課�☎️043（223）1020　FAX043（221）3977
障がい福祉の相談を受け付けています
相談日時　月～金曜日の午前9時～午後5時（祝日、年末年始を除く）
相談場所　�障害者相談支援事業所「えがお袖ケ浦」・市基幹相談支援センター

（市役所1階）
問 �障害者相談支援事業所「えがお袖ケ浦」・市基幹相談支援センター
� ☎️・FAX（62）3334
身体障害者・知的障害者相談員を紹介します
　障がいのある方や、その家族の心配事・悩み事などにお応えしています。
身体障害者相談員（敬称略）　手塚�正二、高森�美保
知的障害者相談員（敬称略）　山本�幸、前田�三重子
問 �障がい者支援課�☎️（62）3187　FAX（63）1310
障がい者虐待の疑いがある場合は通報してください
通報先　・月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分（祝日、年末年始を除く）
　　　　　袖ケ浦市�障がい者支援課�☎️（62）3187　FAX（63）1310
　　　　・月～金曜日の午後5時15分～翌日午前8時30分、土・日曜日、祝日
　　　　　君津ふくしネット�☎️0439（27）1482　FAX0439（88）1481
障がいのある方を対象に就労支援を行っています
相談日時　月～金曜日の午前9時～午後5時
※祝日と年末年始、8月13日～15日を除く。
相談場所　障害者就業・生活支援センター�エール
問 �障害者就業・生活支援センター�エール�☎️（42）1201　FAX（25）5250

　それぞれの障がいに応じた必要な支援の度合いによって、さまざまなサービスが受
けられます。なお、原則、費用の1割を自己負担し、必要に応じて上限額があります。

　市が行っているさまざま
な事業を紹介します。
▶�詳細は、市ホームページを
ご確認ください。

問 �障がい者支援課
� ☎️（62）3187・（62）3199
� FAX（63）1310

12月3日～
9日は

障害者週間 障がい者福祉
の制度紹介の
ページ

❃ 社会参加のために
支援内容 対象

福祉タクシー利用券の交付
※�年間で54枚（身体障害者手帳に腎臓機
能障害の記載があり、人工透析療法を
受けている方は108枚）を交付。申請月
により交付枚数は異なります。1回の乗
車で3枚（1,500円分）まで利用可

身体障害者手帳（1・2級）または療育手帳
（A判定）を所持する在宅の方

自動車改造費の助成（10万円を限度、所
得制限あり）

上肢・下肢・体幹機能障がいの身体障害
者手帳（1・2級）を所持し、自分で自動車
を運転する方で市内に１年以上在住して
いる方

自動車運転免許取得費の助成
※�免許取得に直接要した費用の3分の2
以内で10万円を限度

身体障害者手帳（１～4級）所持者、療育
手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳
（1・2級）所持者で市内に１年以上在住し
ている方

JR・バス・タクシー・航空旅客運賃などの
交通機関の割引 身体障害者手帳・療育手帳の所持者

有料道路の料金割引
※�有料道路料金の5割引（他の割引制度
とは同時適用はなし）

身体障がい者本人の運転、または重度の
心身障がい者が同乗し、介護者が運転す
る場合

自動車税の減免 自動車を所有する障がい者、または障が
い者と生計が同一の方

ＮＨＫ放送受信料の免除
・障がい者のいる非課税世帯は全額免除
・�重度の障がい、または視覚・聴覚に障
がいのある世帯主は半額免除

❃ 心身障がい者（児）各種福祉手当（※各種手当には所得制限あり）
支援内容 対象

特別障害者手当（月額27,350円） 在宅で介護が必要な20歳以上の最重度障が
い者（おおむね2つ以上の重度の障がい）

重度心身障害者福祉手当（月額8,650円）
65歳未満の在宅の重度知的障がい者（A判
定）、または寝たきり身体障がい者（1・2級）、
もしくはその障がい者を介護する方

特別児童扶養手当（1級　月額52,500円、
2級　月額34,970円）

在宅で介護が必要な20歳未満の重度ま
たは中度心身障がい児の保護者

障害児福祉手当（月額14,880円） 在宅で介護が必要な20歳未満の重度心
身障がい児

心身障害児福祉手当（月額8,650円）
在宅で介護が必要な20歳未満の心身障
がい児（身体障害者手帳1～3級・療育手帳
Ａ判定もしくはBの1）を介護する保護者

難病患者療養見舞金（月20日以上入院：
月額7,000円、月20日未満の入院・月1日
以上通院：月額3,500円）

特定医療費（指定難病）受給者証、または小
児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、
１カ月以上継続的に入院または通院治療を
受けている方

心身障害者扶養年金（任意加入）：加入
者が死亡した場合、障がい者に年金を支
給（年金月額1口：20,000円　※掛金は
加入時の年齢による）

①身体障害者手帳（1～3級）、②療育手帳
または精神障害者保健福祉手帳（①②と同
程度）の所持者を扶養している65歳未満
の方

❃ 日常生活のために
支援内容 対象

重度心身障害者（児）医療費等の支給：
入院・通院時の医療費の自己負担額を助
成（一部自己負担あり）

身体障害者手帳（1・2級）または療育手帳
（A判定）・精神障害者保健福祉手帳1級
の所持者（年齢・所得制限あり）

紙おむつを給付
※年6回（1,100枚程度）

重度の障害者手帳所持者で、障がいを原因と
して常時紙おむつが必要な在宅の方（65歳
未満）

❃ 身体障がい者のために
支援内容 対象

身体障害者手帳の交付
※県が発行、窓口は市町村 身体障がい者（児）

障がいの程度を軽くしたり、障がいの進
行を防止するための医療（更生医療・育
成医療）を一部給付（所得制限あり）

・�身体障害者手帳の所持者で18歳以上の方
・�市内に申請者（保護者など）が居住する
18歳未満の方

訪問入浴サービス：移動入浴車の派遣 身体障害者手帳（1・2級）を所持し、65歳
未満で長期寝たきりの方

ベッド・入浴担架など日常生活用具の給付
（原則１割を自己負担、品目により介護
保険の利用を優先、所得制限あり）

身体障害者手帳を所持する在宅の方（一
部知的障がい者や精神障がい者の方など
への対象品目あり）

義肢・補聴器・車いすなどの補装具費の
支給（原則１割を自己負担、品目により介
護保険の利用を優先、所得制限あり）

身体障害者手帳・特定疾患医療受給者証
の所持者

理容師の派遣
65歳未満で、下肢・体幹・移動機能障が
いの身体障害者手帳（1・2級）を所持し、
障害支援区分4～6の方

軽度・中等度難聴児のための補聴器購入
費の助成（所得制限あり）

身体障害者手帳の交付にいたらない18歳
未満の軽度・中等度難聴児

❃ 精神障がい者のために
支援内容 対象

精神障害者保健福祉手帳の交付
※県が発行、窓口は市町村 精神障がい者（児）

精神障がいの通院医療費の自己負担額を
1割に軽減
※県の事業、窓口は市町村

通院により精神障がいの治療を受ける方

精神障がいの医療費の助成
※�通院治療の場合は、自立支援医療（精
神通院）または後期高齢者医療の自己
負担分を助成

市内に1年以上住所を有し、1カ月以上継
続して精神障がいの治療を受けている方
（事前登録制・所得制限あり）

❃ 知的障がい者のために
支援内容 対象

療育手帳の交付
※県が発行、窓口は市町村 知的障がい者（児）

職親委託制度：更生援護に熱意をもつ事業
経営者のもとで、生活指導や技能習得訓
練などを行う

知的障がい者

共に支え合って暮らす

共生社会の実現を目指して

サービス名 サービス内容
【介護給付】障がいに応じて必
要な支援の度合いが一定以上
の方に、生活上または療養上
必要なサービスを行う。

居宅介護（ホームヘルプ）・療養介護・重度訪問介護・同
行援護・行動援護・生活介護・短期入所（ショートステ
イ）・重度障害者等包括支援・施設入所支援

【訓練等給付】身体的または社
会的なリハビリテーションや就
労につながる支援を行う。

自立訓練・自立生活援助・就労移行支援・就労継続支
援・就労定着支援・共同生活援助（グループホーム）

【障害児通所支援】障がい児
が円滑に社会参加できるよう
に、言語・コミュニケーションの
支援を行う。

児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・医療型児童
発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

【地域生活支援事業】市が障
がい者を総合的に支援する体
制をつくり、さまざまな事業を
行う。

相談支援事業・コミュニケーション支援事業・日常生
活用具の給付事業・移動支援事業・地域活動支援セン
ター事業・訪問入浴サービス事業・日中一時支援事
業・社会参加促進事業

計画相談支援
障害児相談支援

障害福祉サービスの申請に必要な、障がい者（児）の
心身の状況・環境・サービスの利用意向などを把握
し、総合的な支援方針や解決すべき課題を踏まえ、必
要なサービスの組み合わせなどを検討する「サービ
ス等利用計画」を、市が指定する特定障害者相談支援
事業所または障害児相談支援事業所に所属する相談
支援専門員が作成する。　※費用は無料

自立支援医療 障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活や社会
生活を営むために必要な医療サービスを提供する。
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「アクアラインとなるほど館の軌跡」
　令和4年1月22日（土）から開催予定の企
画展「アクアラインとなるほど館の軌跡」
で、市民の皆さんからアクアラインやアク
アラインのできる前の思い出について、エ
ピソードや写真・イラストなどを募集し、
会場に展示します。ぜひ、ご応募ください。
募集内容　アクアラインに関わるエピ
ソード・写真・イラスト�など
※�写真・イラストはコメントを添えてください（写真はプリント・データどちら
でも可、原則返却しません）。展示できる形に仕上げてあるものは、そのまま
会場に展示します。

応�募方法　展示するものに、住所・氏名・年齢・電話番号・展示の際の氏名掲載の可
否を記載したものを添えて、窓口、郵送、またはメールで提出してください。

募集期限　12月28日（火）
展示期間　令和4年1月22日（土）～3月23日（水）
展�示場所　アクアラインなるほど館、郷土博物館ロビー�企画展「アクアライン
となるほど館の軌跡」
▶�展示にあたり、追加で取材をお願いする場合があります。詳細
は、市ホームページをご確認ください。

申 �〒299－0255　袖ケ浦市下新田1133　郷土博物館
� ☎️（63）0811　FAX（63）3693
� �sode65@city.sodegaura.chiba.jp

　郷土博物館から国史跡山野貝塚までの散策コースを、周辺の遺跡の解説を聞
きながら歩きます。
期日　12月11日（土）
※荒天時は、郷土博物館で山野貝塚から出土した遺物の見学などを行います。
時間　午前10時～正午、午後1時30分～3時30分、2時30分～4時30分
集合場所　郷土博物館前　　対象　どなたでも
定員　各15名（申込先着順）　　参加費　50円（保険代、当日集金）
申込方法　電話　　申込期限　12月9日（木）
注意事項　徒歩で移動します。歩きやすい服装でお越しください。
申 �生涯学習課�☎️（62）3744　FAX（63）9680

日時　12月18日（土）午前10時～正午　　場所　市役所�旧館3階大会議室
講師　（一社）電池工業会
対象　市内の小・中学生（小学1・2年生は保護者同伴）
※�二酸化マンガンを扱うなど作業に注意が必要ですので、1人での作業が心配
な場合はご相談ください。

定員　20名（申込多数の場合、抽選）　　参加費　無料
申�込方法　住所・氏名・年齢・電話番号を、窓口、電話、またはメールでお知らせ
ください。

申込期限　12月8日（水）
申 �商工観光課�☎️（62）3428　FAX（62）7485
� �sode19@city.sodegaura.chiba.jp

「世界にひとつだけのオリジナル乾電池を作ろう！」

日時 12月11日（土）
午前10時30分～11時

12月19日（日）
午後2時～2時30分

12月24日（金）
午前10時30分～11時

場所 中央図書館
2階第1会議室

長浦おかのうえ図書館
3階大会議室

中央図書館
2階視聴覚ホール

対象 3歳から小学6年生の
お子さんとその保護者

4歳から小学6年生の
お子さんとその保護者

4歳から小学6年生の
お子さんとその保護者

※12月24日（金）は「袖高とコラボ！クリスマスおはなし会」です。

定員　各12名（申込先着順）　　参加費　無料
申込方法　各開催館へ、電話で申し込んでください。
▶�当日は、5分前までに受付してください。受付では、検温結果などを伺い
ます。

問 �▶中央図書館�☎️（63）4646　FAX（63）4650
� ▶長浦おかのうえ図書館�☎️（64）1046　FAX（64）1481

図書館の子ども向けおはなし会

　新型コロナウイルス感染症の影響により生活
様式も大きく変化する中で、市民や来訪者の皆さ
んの安らぎの場の提供や地域の活性化を図るこ
とを目的として、昭和地区自治連絡会が主体とな
り、関係団体・企業の協力のもとJR袖ケ浦駅周辺
にイルミネーションを点灯させることとなりま
した。
　イルミネーションの点灯とともに、当日はダン
ス・伝統芸能・音楽によるステージパフォーマン
ス、キッチンカーによる飲食販売など楽しい企画
が盛りだくさんです。

イルミネーション点灯イベント
期�日　12月4日（土）
※雨天の場合は中止。
時�間　午後1時~6時
※�午後4時～点灯セレモニー、4時30分点灯予定
です。

場�所　袖ケ浦駅�北口拠点広場
▶車での来場は、ご遠慮ください。
問 �商工観光課�☎️（62）3465　FAX（62）7485

まちを
光で彩る

～ イルミネーション点灯イベント
　 「イルミナーレ昭和」～ を開催します

応�募方法　大会公式ホームページより様式を入手し、郵送またはメールで応募
してください。
　採用された最優秀者１名（１グループ）には、賞品を贈呈します。
応募期限　令和4年1月7日（金）消印有効
▶詳細は、大会公式ホームページをご確認ください。
問 �ちばアクアラインマラソン実行委員会事務局
� ☎️043（223）4107

大会公式
ホームページ

完走賞メダル　デザイン募集
ちばアクアラインマラソン2022

郷 土 博 物 館 企 画 展 写真・コメント大募集！

国史跡  山
さ ん や

野貝塚の現地説明会

小・中学生向け消費者教室

人権ポスター展を開催します
　千葉県子どもの人権ポスター原画コ
ンテストの入選作品も展示します。
期間・場所
・12月1日（水）～7日（火）、平川公民館
・12月8日（水）～14日（火）、市役所
・�12月15日（水）～17日（金）、長浦公
民館
・12月19日（日）、市民会館

「千葉県子どもの人権ポスター原画コンテスト」入賞者� 千葉県�佳作

問 �市民協働推進課
� ☎️（62）3102　FAX（62）3877

12月4日～10日は人権週間

長 志帆さん（長浦中1年） 中澤 春斗さん（蔵波中2年）
タイトル　「解放」 タイトル　「あなたの幸せが1番」

　いじめや差別、プライバシーの侵害
など、人権問題に対する相談に、人権
擁護委員が応じています（相談無料・
秘密厳守。相談日は、本市毎月1日号
に掲載）。

人権相談も行っています

※写真はイメージです

建設中のアクアラインの橋脚

募集のページ
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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≫
12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≫
令和4年1月12日（水）
申込期間
12月15日（水）〜
28日（火）

成人
≪午前≫
12月6日（月）
≪午後≫
12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≫
令和4年1月12日（水）
≪午後≫
令和4年1月17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

12月12日（日）10：00〜11：30
※�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・飲み物

令和4年1月19日（水）
申 込期間
12月22日（水）〜
28日（火）

離乳食と
歯の教室

令和3年
5月生まれ
のお子さん

12月10日（金）
申込期限
12月3日（金）

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）

令和4年1月14日（金）
対象
令和3年6月生まれ
申込期限
令和4年1月7日（金）

4か月児教室
〈要申込〉

令和3年
7月生まれ
のお子さん

12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）

令和4年1月11日（火）
対象
　令和3年8月生まれ
申込期間　
・�第1子の方
　�12月13日（月）～17日
（金）
・第2子以降の方
　�12月20日（月）～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
※1月分は12月17日（金）から予約受付

12月2日（木） 市役所第2相談室

13時〜16時12月9日（木） 平川行政センター

12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

12月2日（木） 平川行政センター

13時〜16時

◎長浦行政センター

12月9日（木） ◎市役所
長浦行政センター

12月16日（木） 市役所
◎平川行政センター

12月23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
※�12月28日（火）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
12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。

きみつ地域ちくさん応援
絵手紙コンクール

　

　
　君津地域の畜産農家を応援するた
め、絵手紙を募集します。
応募資格　小学生
応募方法　はがき
募集期限　令和4年1月14日（金）
▶�詳細は、君津農業事務所
ホームページをご確認く
ださい。

問 �君津農業事務所
� ☎️（25）0107

ハロートレーニング（公的職業訓
練）を利用しませんか 　
　ハロートレーニングは、希望する仕
事に就くために必要な職業スキルや
知識を習得できる、公的な制度です。
訓�練コース　事務実務・IT・製造・介
護・デザイン・システム開発�など

受�講料　無料（テキスト代などは実費
負担）
▶�受講者の世帯収入により、受講中の
生活支援のための給付金がありま
す。詳細は、お問い合わせください。

問 �ハローワーク木更津
� ☎️（25）8609

12月10日～16日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　拉致問題は、北朝鮮当局による人権
侵害問題の一つであり、国際社会を挙
げて取り組むべき課題となっていま
す。
▶�詳細は、政府拉致問題
対策本部ホームページ
をご確認ください。

問 �千葉県�政策企画課
� ☎️043（223）2203

　�相談
税の無料相談（要予約）

期�日　12月8日（水）・令和4年1月12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

ニート・ひきこもり・不登校で
お悩みの方の相談会

日時　12月21日（火）午後2時～4時
場所　市役所�旧館3階大会議室
対�象　15歳～49歳の方とその保護
者、またはニート・ひきこもり・不登
校に関心のある方

申込方法　電話
申 ��ちば南部地域若者サポートステー
ション�☎️（23）3711

　　　�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。

公共下水道事業運営審議会
日時　12月21日（火）午後1時30分～
場�所　袖ケ浦クリーンセンター�2階
会議室

議�題　下水道使用料金について
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　12月17日（金）
申 ��下水対策課
� ☎️（62）3669　FAX（53）8702�

公民館運営審議会
日時　12月21日(火)午後3時～
場所　平岡公民館�2階視聴覚室
議�題　市民会館・各公民館まつり代替
行事の実施結果について�ほか

傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　12月14日（火）
申 ��市民会館
� ☎️（62）3135　FAX（62）3138

12月の移動交番開設予定
場所・日時
・臨海スポーツセンター　2日（木）・
16日（木）午後1時～2時30分
・長浦公民館　4日（土）・19日（日）午
後1時～2時30分
・市民会館　5日（日）・18日（土）午後
1時～2時30分
・平川公民館　7日（火）・22日（水）午
前9時～11時
・袖ケ浦公園　12日（日）午前9時～
11時、20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

普通救命講習会
日�時　12月19日（日）午前9時～10時
30分

場所　中央消防署
内�容　応急手当の重要性・成人に対す
る心肺蘇生法・止血法�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 ��中央消防署
� ☎️（64）0165　FAX（62）9729

空地の雑草は定期的な刈取りを
お願いします 　
　空き地の雑草の繁茂は、近隣の方の
迷惑になるほか、害虫の発生、不法投
棄、火災の原因となり、防犯的・美観的
にも問題となります。所有者の方は、
定期的な刈取りと、刈取り後の雑草の
適切な処理をお願いします。
▶管理が難しい方は、ご相談ください。
・シルバー人材センター
　☎️（63）6053　FAX（62）9938
・袖ケ浦げんきかーい（コムスリー）
　☎️（62）8251
問 �環境管理課
� ☎️（62）3413　FAX（62）7485

　�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　若干名
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　12月21日（火）
※土・日曜日、祝日を除く。
試験日　令和4年1月15日（土）
▶�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

君津中央病院企業団運営委員会
市民代表委員を公募

公募期間　12月24日（金）まで
▶�応募方法などの詳細
は、企業団ホームページ
をご確認いただくか、お
問い合わせください。

問 ��君津中央病院企業団�
経営企画課�☎️（36）1071

百目木公園管理組合員を募集
募集人数　2～3名
応募資格　健康で働く意欲のある方
作�業内容　公園内の清掃・草刈り・草取
り・刈込�など

勤�務時間　月に10～12日程度で、午
前8時～午後5時
※�労働日数・時間は、業務内容・季節で
変動します。

賃金　千葉県最低賃金保障
応募期限　12月24日（金）　　　　　　
受付時間　平日午前8時～午後5時　
申 �百目木公園管理組合
� ☎️（75）7277

君津農業事務所
ホームページ

企業団
ホームページ

政府拉致問題
対策本部
ホームページ

特別弔慰金の申請を受け付けています 　戦没者などの遺族で、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、特別
弔慰金を支給します。詳細は、お問い合わせください。　　問 �地域福祉課�☎️（62）3157　FAX（63）1310
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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

49 男
61 男
33 男
41 男
51 男
49 男
39 女
43 女
40 女
36 女

高卒
大卒
高卒
高卒
大卒
大卒
大卒
大卒
短大卒
専門卒

会社員
パート
会社員
会社員
会社員
公務員
会社員
会社員
会社員
会社員

袖ケ浦
市原
木更津
袖ケ浦
袖ケ浦
木更津
千葉
千葉
木更津
袖ケ浦

ドライブ
ゴルフ
ドライブ
ドライブ
読書
旅行
読書
読書
音楽鑑賞
音楽鑑賞

180
187
171
167
185
163
158
165
154
154

90
105
78
52
75
83
56
60
50
74

初
再
初
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

49 男
61 男
33 男
41 男
51 男
49 男
39 女
43 女
40 女
36 女

高卒
大卒
高卒
高卒
大卒
大卒
大卒
大卒
短大卒
専門卒

会社員
パート
会社員
会社員
会社員
公務員
会社員
会社員
会社員
会社員

袖ケ浦
市原
木更津
袖ケ浦
袖ケ浦
木更津
千葉
千葉
木更津
袖ケ浦

ドライブ
ゴルフ
ドライブ
ドライブ
読書
旅行
読書
読書
音楽鑑賞
音楽鑑賞

180
187
171
167
185
163
158
165
154
154

90
105
78
52
75
83
56
60
50
74

初
再
初
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
ラウンジ展示コーナー

「～郷土博物館連携展示～海と私たち」
　郷土博物館から借りた漁具とともに、
漁業やアクアライン、冬の海の楽しみ方
など「海」に関する本を紹介します。
期間　令和4年1月27日（木）まで
時間　午前9時30分～午後6時
場所　1階ラウンジ
問 �中央図書館
� ☎️（63）4646　FAX（63）4650

KJO X'mas Concert
～親子で楽しむコンサート～

日時　�12月5日（日）午前11時～午後
0時15分（10時45分開場）

場所　かずさアカデミアホール
対象　どなたでも
入場料　500円（高校生以下は無料）
問 ��かずさジュニアオーケストラ事
務局�☎️（20）5555

袖ケ浦公園
クリスマスリースづくり教室

日時　12月11日（土）午前10時～正午
場所　老人福祉会館（袖ケ浦公園隣）
対象　市内在住で4歳以上の方
定員　親子6組12名（申込先着順）
参加費　1組200円（材料費、当日集金）
そ�の他　材料や道具などは、組合で用
意します。

申込方法　電話
申込期限　12月7日（火）
申 ��袖ケ浦公園管理組合
� ☎️（63）6560

ガールスカウト千葉県第87団
クリスマス集会

日�時　12月12日（日）午前9時30分
～正午

場所　根形公民館�2階講義研修室
内容　クラフト・ゲーム
対�象　年長～小学生の女子（保護者同伴）
持ち物　飲み物
申込方法　電話（申込先着順）
申込期限　12月5日（日）
申 ��花本�☎️090（2470）9483

　　　ゆりの里
　　　「年末感謝フェア」

日�時　12月18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　生産者などによるＰＲ販売�など
問 ��ゆりの里�☎️（60）2550

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　12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1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

長浦公民館
お正月飾りづくり講習会

日�時　12月22日（水）午前9時30分
～11時30分

場所　長浦公民館�1階多目的室
講�師　ひらおかの里�農村公園管理組
合員

定�員　15名（申込多数の場合は、初め
ての方を優先し、抽選）

参加費　300円（材料費、当日集金）
持�ち物　園芸用バサミ・軍手・作業で
きる服装

申込方法　電話・窓口
申込期限　12月9日（木）
申 �長浦公民館
� ☎️（62）5713　FAX（60）1138

平川図書館 名画鑑賞会
『子猫物語』
　北海道の美しい自然を背景に、親か
らはぐれてしまった子猫のチャトラン
が、子犬のプー助たちの力を借りなが
ら親探しの旅を続けていくドキュメンタ
リー・タッチの動物冒険映画です。
製作年　1986年
日�時　12月23日（木）午前10時～
11時35分

場所　平川公民館�2階視聴覚室
定員　15名（申込先着順）
申込方法　電話
その他　字幕なし
申 �平川図書館�☎️（75）7392

　��講座・セミナー
頭の元気トレーニング

日�時　12月10日（金）午後2時～3時
30分

場所　根形公民館�2階講義研修室
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

家族介護教室
日�時　12月15日（水）午後2時～3時
30分

場所　平岡公民館�2階会議室
テ�ーマ　オムツの上手なつけ方・選び方
定員　20名　　申込方法　電話
申 �袖ケ浦瑞穂�☎️（60）5566

認知症サポーター養成講座
日�時　12月17日（金）午後2時～3時
30分

場所　長浦おかのうえ図書館�会議室
定員　20名（申込先着順）
申込方法　電話
申込期限　12月10日（金）
▶�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

就活スキルを学ぶ
ジョブカフェセミナー

日�時　令和4年1月28日（金）午後1時
～3時35分（0時50分集合）

場�所　木更津市役所駅前庁舎�スパー
クルシティ木更津8階�会議室１

内�容　応募書類の書き方セミナー・面
接準備セミナー・個別相談

対象　15歳～44歳の就職希望者
申�込方法　住所・氏名・年齢・電話番号・
個別相談の希望の有無を電話、FAX、
またはメールでお知らせください。
※�このセミナーは、雇用保険受給中の
求職活動実績となります。

申 �商工観光課
� ☎️（62）3428　FAX（62）7485
� ��sode19@city.sodegaura.

chiba.jp

無料・創業プラン作成スクール 　
日�時　令和4年1月15日～2月5日の
土曜日　

場所　松戸商工会議所
対�象　これから創業を考えている方、
創業して間もない方

定員　20名（申込多数の場合は抽選）
申�込方法　千葉県信用保
証協会ホームページか
らお申し込みください。

申込期限
　12月24日（金）
問 �千葉県信用保証協会
� ☎️043（311）5001

　�お知らせ
令和３年度日本赤十字社活動資金
へのご協力ありがとうございます

　

　
　今年度袖ケ浦市地区にお寄せいただ
いた活動資金は、下記のとおり千葉県
支部に送金しましたのでご報告いたし
ます。皆様のご協力ご支援に心から感
謝申し上げます。
期間　4月1日～9月30日
内容
・自治会など一般社資
　144件、4,649,500円
・法人社資
　259件、849,000円
問 �日本赤十字社�袖ケ浦市地区
� ☎️（62）3157

おすすめ図書の紹介　−話題の新着本−
＜一般書＞
『ブックセラーズ・ダイアリー』
　ショーン・バイセル
『沈没船博士、海の底で歴史の謎を
追う』山舩晃太郎
『徳川幕府の資金繰り』安藤優一郎
『貯金、そんなにないんですけど、老
後のお金、だいじょうぶでしょう
か?』田中佑輝
『日本刀の驚くべき技術』齋藤勝裕
＜小説＞
『QUEEN』麻生幾
『ブランド』吉田修一
＜エッセイ＞
『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』
　佐藤愛子

『ごきげんな散歩道』森沢明夫
＜児童書＞
『妖怪がやってくる』佐々木高弘
『くしゃみおじさん』
　オルガ・カブラル
『ミシシッピ冒険記』
　ダヴィデ・モロジノット
＜絵本＞
『くるりんぱくっ』あずみ虫（さく）
『なぞなぞあそびこれなーんだ?』
　�えのもとえつこ（さく）・さとうあ
や（え）

問 ��中央図書館�☎️（63）4646　FAX（63）4650

12月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）～令和4年1月4日（火）
▶�公民館図書室の一部のサービスは、専任職員在室の日のみの提供になります。
詳細は、図書館ホームページをご確認ください。

図書館イメージキャラクター
「トショロ」

無料耐震相談会 期日　12月12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　12月10日（金）　　問 �都市整備課�☎️（62）3645　FAX（63）9670

図書館ホームページ

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
など）

※ 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。

申込ページ
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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
12月 当番医 診療科目 電話

5日 蔵波台ハートクリニック
〔蔵波台5-17-2〕

内科
循環器科 （63）5100

12日 Kenクリニック
〔蔵波台6-19-1〕

外科
内科
小児科

（64）0211

※�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
12月 当番医 電話

5日 ほたる野クリニック
〔木更津市ほたる野3-24-17〕

0438
（30）9560

12日 中原耳鼻咽喉科クリニック
〔木更津市畑沢南4-1-10〕

0438
（36）6005

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

渡
わたなべ

部 陽
は る き

葵くん
（7カ月） 
“晴れた日に公園デビューしました！”

梶原さんの書 鎗田さんの書

—   　—8

袖高書道部 梶原 実季さん 鎗田 真優さん 
全国一位受賞 岐阜女子大学全国書道展

トライアスロン　佐藤 姫夏さん
関東学生大会 優勝　全国学生大会 3位
日本トライアスロン選手権 総合8位

（U23カテゴリで準優勝）
　袖ヶ浦高校書道部の梶原さん
と鎗田さんが全国一位に相当す
る賞を受賞しました。
　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 �秘書広報課
� ☎️（62）2465
� FAX（62）3034

　本紙6月1日号で紹介した、昭和中学校出身でトライアスロ
ン界の次期エース佐藤姫夏さんが全国の大会などで活躍して
います。大会の感想などのインタビューは、市ホームページに
掲載しています。
問 �秘書広報課�☎️（62）2465　FAX（62）3034

畑
は た

 流
る い

生くん
（2カ月） 

“食欲旺盛な流生くん♥
元気に大きく育ってね！！”

梶原さんの書

梶原�実季さん 鎗田�真優さん

鎗田さんの書

JR久留里線の活性化イベント
「さいくるり」に市長が参加しました

10：30
FARM COURT袖ケ浦

スタート

15：35
FARM COURT袖ケ浦

到着

11：45
あすみ堂（のぞみ野）

13：40 のざと菓子屋（野里）下泉の
田んぼの中を通って

10：40 奈良輪豊月堂

峯
みねし た

下 晴
は る と

斗くん
（11カ月）

い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ

元
気
い
っ
ぱ
い
で
す
！

”

”

広報そでがうら
プラスのページ 広報そでがうら

プラスのページ

11：15 大原軒（蔵波台）

蔵波のぼっちを

横目に

2021年（令和3年）12月1日広 報

　「さいくるり」とは、JR久留里線の活性化を目的に、JR久留
里線沿線を中心とした木更津市・君津市・袖ケ浦市にある「サ
イクリストウェルカム」なお店を自転車で巡るスタンプラ
リー型イベントで、11月28日まで開催されていました。
　11月15日にこのイベントに参加し、市内を自転車で巡りなが
らお店を周って、おいしいお店の名物をいただきました。
問 �企画政策課�☎️（62）2327　FAX（62）5916

　「人を感動させることはそんなに簡単な
ことじゃない。」と理解しているつもりです
が、「もしかしたら、人を感動させることは、
そんなに難しいことじゃないんじゃない
か？」と思ってしまうぐらい、取材する度にた
くさんの感動があります。というような真
面目なことも、たまには言ってみたいです。


