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がつながっていくことを目 指

て 学 びを 通 じて︑多 くの方

生 き 生 き と 学ぶこと︑そ し

で︑送 迎バスを運 行します ︒

長浦の各公民館から会場ま

▼当 日 は 平 川・平 岡・根 形・

場所

受付

市民会館 大ホール

時
分〜

30

大会日程
時間

内容

開会行事
午後1時〜 ・生涯学習奨励賞授与式
・社会教育功労感謝状贈呈式
実践発表
午後2時〜 ・市ターゲット・バードゴルフ協会
・すずらんの会（平岡公民館所属サークル）
記念講演
午後3時〜 演題 晩ごはんから日本が見える
講師 ヨネスケ 氏（落語家）

袖ケ浦駅北口自転車駐車場が一時利用できるようになります
袖ケ浦駅北口自転車駐車場は、
平成26年10月に整備し、現在まで
定期登録者のみの利用となっていま
したが、2月1日から、一時利用者も
北口ロータリー
駐車できるようになります。
一時利用する場合は、入場時に
券売機で一時利用券を購入し、駐
車する自転車などのハンドルに一時 ←至木更津
袖ケ浦駅
利用券を取りつけてください。詳細
交番
は、
市ホームページをご覧ください。
一時利用料金（1回）
・自転車 30円
・原付（125cc未満）60円
南口ロータリー
定期利用料金（年間）
・自転車 3,000円
・原付（125cc未満）6,000円
▶都市整備課 ☎（62）3521
▶シルバー人材センター（指定管理者）☎（63）6053
地域拠点広場

参加費 一人100円（保険料 ほか）
※当日集金
▶昼食は各自で用意してください。
申込方法
学校または各公民館で配布する申
込用紙に、必要事項を記入し、
学校、生
涯学習課、各 公民館へ提出してくだ
さい。
※FAXまたは電子メールでも申し込む
ことができます。
申込期限 2月10日
（金）
ウォーク＆トライとは
根形公民館をスタートして、袖ケ浦公
園に用意しているクイズやトライポイント
に、友だち・親子で挑戦する競技です。
生涯学習課
☎（62）3743 FAX（63）9680
Eメール sode30@city.sodegaura.chiba.jp

2

午後

入場無料
手話通訳あり

日︵金︶までにご連絡くだ

午後3時〜
市民会館 大ホール

10

学び つながり 支えあうまち そでがうら

し︑生 涯 学 習 推 進 大 会を開

利 用 を 希 望 する方は︑ 月

生涯を通じて一人一人が

催します︒

大 会は︑どなたでも 参 加

（落語家）

さい︒

氏

生涯学習課

☎︵62︶3743

ヨネスケ

晩ごはんから日本が見える

講師

市民三学大学講座

テーマ

今回は︑
アポなし突撃訪問でおなじみのヨネスケさんを講

師にお迎えします︒

今でも数多く寄席をこなし︑全国各地で講演会やトーク

ショーを行 うプロの話 芸を堪 能しながら︑﹁ 食 卓から見 えて

生涯学習推進
大会記念講演

ふれあいフェスティバルを開催します
親子や友だち同士でグループをつ
くって「ウォーク＆トライ」に挑戦してみま
せんか？おいしい豚汁の無料配布やア
トラクション、
ビンゴ大会など、楽しいイ
ベントが盛りだくさんです。
日時 2月26日
（日）午前9時30分〜午
後3時頃
受付 午前9時〜
場所 根形公民館
（受付）、
袖ケ浦公園
※雨天時は、
根形公民館内で開催します。
内容
・午前：各グループでウォーク＆トライ
に挑戦
・午後：ビンゴ大会、
アトラクション
対象 市内小・中学生またはその親子
（2〜4名のグループ）
※保護者同伴の場合は、就学前のお子
さんも参加できます。

0

実践発表団体「市ターゲット・バードゴルフ協会」

くる日本の姿﹂について考えてみませんか？

︿ 講師プロフィール﹀

1948年千葉県市原市生まれ︒高校卒業後︑
桂米丸氏

日︵ 月 ︶

13

に弟子入りし︑
1981年に真打ちに昇進︒
﹁突撃！隣の晩

2

ごはん﹂で大 人 気を博 す ︒本 職である落 語では︑
ヨネスケ流

保育があります
講 演 中︑
お子さんの保 育を希 望 する方は︑ 月

までに申し込んでください︒対象は満 歳〜就学前のお子さ

んで︑
おやつ代などで一人300円が必要です︒

生涯学習課 ☎︵62︶3743

2

﹁野球落語﹂を創作︑
披露している︒

実践発表団体「すずらんの会」

で き ま す ︒多 くの皆 さんの

時〜

月 日
︵土︶

午後

1 18

参加をお待ちしています︒

日時
2

生涯学習推進大会を開催します

袖ケ浦市ホームページ URL
http://www.city.sodegaura.lg.jp/

袖ケ浦市
マスコットキャラクター
「ガウラファミリー」

袖ケ浦駅北口
自転車駐車場
至千葉→

障がい福祉に関するアンケートにご協力を

奨学資金の貸付要件などを見直しま
した／後期高齢者健康診査が2月から始
まり ま す／ 審 議 会 な ど の 委 員 を 募 集
パートナー&イベント・ガイド／保育ボ
ランティア養成講座／認知症サポーター
ステップアップ講座／消費者教室／就活
基礎セミナー
芸能文化まつり／市内
図書館・図書室 蔵書点検に伴う一時休館
／休日当番医

市内施設見学バスツアーを開催

市では、障がい者福祉基本計画の基礎資料とする
ため、障がい福祉に関するアンケート調査を行います。
対象は、市内在住で障がいをお持ちの方、
またはそ
の他無作為抽出により選出された方です。
対象の方には、1月下旬に調査票を発送しますので、
届きましたら調査票を記入のうえ、同封の返信用封筒
に入れて返信をお願いします。
障がい者支援課 ☎（62）3187

住民票などの
証明書交付窓口開設日
1/22・2/12・2/26

会社の宣伝を市のホームページで

市では、
今年度よりシティプロモーション推進の取組の
一環として、市が行っている事業や市政の状況などへの
理解を深めてもらうため、市民などを対象とした市内施
設見学バスツアーを開催しています。
第4回目となる今回のテーマは、
「カメラ」です。おすす
めの撮影スポットを回って、袖ケ浦のいいところを感じて
いただきます。
ぜひ、
ご参加ください。
日時 2月7日
（火）午後1時30分〜5時30分
集合・解散場所 袖ケ浦市役所
コース 袖ケ浦海浜公園⇒代宿北公園⇒袖ケ浦フォレ
スト・レースウェイ⇒東京ドイツ村
対象 市内在住、在勤、在学の方
定員 30名（申込多数の場合は抽選）
参加費 無料
申込方法 電話で住所・氏名・年齢・電話番号をお知ら
せください。
申込期限 2月2日
（木）
秘書広報課 ☎（62）2465

インデックス

毎月第 2・第 4 日曜日 午前 9 時〜午後 5 時
場所 市役所 1 階
「広報そでがうら」
は古紙配合率70％の再生紙とエコマー
ク認定の大豆系インク
「SOY INK」
を使用しています。

ホームページバナー広告募集中
市では、市ホームページへ掲載するバナー広告を募
集しています。
掲載料 1枠月額1万円
▶詳しくは市ホームページをご覧ください。
秘書広報課 ☎（62）2465
HP http://www.city.sodegaura.lg.jp/

TM

■マイナンバーカードの交付通知書（はがき）が届いた方で、まだカードを受け取っていない方は、至急受取りをお願いします

受取りの際は、事前に電話予約をお願
いします。
市民課 ☎（60）1147

貸付額
区

分

国立･公立

私

立

高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援
月額
月額
学校の高等部、高等専門学校または専修学校の
10,000円以内 20,000円以内
高等課程に在学する方
大学、短期大学または専修学校の専門課程に在 月額
月額
学する方
22,000円以内 43,000円以内

4月1日
施行

奨学資金の貸付要件などを見直しました

・市内に住所を有する︑
また

次の要 件 すべてに該

は父母もしくはこれらに準ず

対象

充実させるため︑
奨学資金の

る方が市内に住所を有する

経済的な理由により修学

貸 付 要 件などについて︑
次の

当する方

とおり条例の一部を改正し

・ 高等学校や大学などに入

が困難な方に対する支援を

ました︒

学が決定または在学している

が正しく︑
かつ健康である

奨学資金制度の併用

金や︑独 立 行 政 法 人日 本 学

・経済的理由により修学が

・ 学 業の成 績が優れ︑性 行

生 支 援 機 構 奨 学 金など︑
他

困難である

日からです

1

千 葉 県 奨 学のための給 付

の奨学資金制度と併用でき

4

月

▼施 行は

■住民票の写しと印鑑証明書の時間外交付

るようになりました︒
これに

学校給食センター運営委員会
日時 2月7日
（火）
午後1時〜
場所 学校給食センター 2階食育ルーム
議題 運営方針に基づく実施状況につ
いて ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月6日
（月）
担当課 学校給食センター
☎
（62）
5822 FAX
（62）
5823

ます︒申請には︑
連帯保証人

景観審議会
日時 2月3日
（金）
午前10時〜
場所 市役所 7階会議室
議題
景観重要樹木の指定について ほか
傍聴定員 4名
（申込先着順）
→
申込期限 2月1日
（水）

社会教育委員会議
日時 2月3日
（金）
午後3時〜
場所 長浦公民館 2階研修室
議題 社会教育事業計画
（案）
について
ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月1日
（水）
担当課 生涯学習課 ☎
（62）
3743

が︑
申請は随時受け付けてい

国民健康保険運営協議会
日時 2月2日
（木）
午後1時30分〜
場所 市役所 7階会議室
議題 平成29年度国民健康保険特別
会計予算
（案）
について ほか
傍聴定員 5名
（当日先着順）
担当課 保険年金課 ☎
（62）
3031

行政改革推進委員会
日時 2月3日
（金）
午後2時〜
場所 市役所 7階会議室
議題 行政経営計画
（第6次行政改革
大綱）
の概要について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月1日
（水）
担当課 行政管理課
☎
（62）
2135 FAX
（62）
5916
Eメール sode07@city.sodegaura.chiba.jp

学 生が︑複 数の奨 学 金 制 度

個人情報保護審議会
日時 1月27日
（金）
午後4時〜
場所 市役所 旧館3階中会議室
議題 農地情報公開システムに係るオン
ライン結合について
（諮問）ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 1月26日
（木）
担当課 総務課 ☎
（62）
2104

担当課 都市整備課
☎
（62）
3514 FAX
（63）
9670
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp

より進 学 能 力や意 欲のある

↓
介護保険運営協議会
日時 1月26日
（木）
午後2時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 高齢者福祉計画・第7期介護保険
事業計画のニーズ調査について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 1月25日
（水）
午後5時まで
担当課 高齢者支援課 ☎
（62）
3206

の設 定 など︑各 種 手 続 き が

審議会などの会議予定

を必 要に応じて利 用できる

日時 1月24日（火）午前10時30分〜
場所 市役所 2階第一会議室
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 1月19日（木）
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。
担当課 教育総務課 ☎（62）3691

ありますので︑
事前にお問い

教育委員会議（1月定例会）

ようになります︒

主な業務 各産業の代表者などで構成する産業振興懇談会に出席し、産業振興
ビジョンに基づく産業振興施策について、意見を述べる。
募集人数 3名以内
任期 4月1日〜平成31年3月31日
（2年間）
応募資格 市内在住で、
年3〜4回程度開催する会議に出席できる、
20歳以上の方
応募方法 応募の動機と産業振興に対する考え
（200字程度）に、住所・氏名・性
別・生年月日・電話番号・職業を記入し、郵送または電子メールで提出してください
（書式の指定なし）。
※市議会議員、
他の付属機関などの委員との併任はできません。
応募期限 2月14日
（火）消印有効
〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 商工観光課 ☎（62）3428
Eメール sode19@city.sodegaura.chiba.jp

7

教育総務課

産業振興懇談会委員

合わせください︒

主な業務 ごみの減量化、
資源化、適正処理の推進に関する事項について、市長
の諮問に応じ、調査・審議を行う。
募集人数 男女各2名
任期 4月1日〜平成31年3月31日
（2年間）
応募資格 市内在住で、
ごみの減量化や資源化に関心を持ち、年3回程度開催す
る会議に出席できる、20歳以上の方
※市議会議員、
他の付属機関などの委員との併任はできません。
応募方法 「ごみの減量化、
資源化に対する考え」がテーマの作文（200字程度）
に、郵便番号・住所・氏名・性別・生年月日・電話番号・職業を記入し、郵送、
FAX、
または電子メールで提出してください（書式の指定なし）。
応募期限 2月10日
（金）必着
〒299−0265 長浦580−5 袖ケ浦市 廃棄物対策課
（袖ケ浦クリーンセンター）
☎（63）
1881 FAX（62）2820
Eメール sode18@city.sodegaura.chiba.jp

％か ら

廃棄物減量等推進審議会委員

☎
︵62︶
3691

主な業務 環境問題に関する基本的事項を審査し、意見などを述べる。
募集人数 男女各2名
任期 4月1日〜平成31年3月31日
（2年間）
応募資格 市内在住で、環境問題に関心を持ち、年3回程度開催する会議に出
席できる、20歳以上の方
※市議会議員、
他の付属機関などの委員との併任はできません。
応募方法 応募の動機（200字程度）
に、
住所・氏名・性別・生年月日・電話番号・職
業を記入し、郵送または電子メールで提出してください（書式の指定なし）。
応募期限 2月10日
（金）消印有効
〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 環境管理課 ☎（62）3404
Eメール sode17@city.sodegaura.chiba.jp

延滞利率を年

環境審議会委員

5

延滞利率の引き下げ

あなたの声を市政に

％に引き下げました︒

審議会などの委員を募集

２０１７年（平成２９年）1 月１５日

※貸付には世帯収入の上限があり、上限額は世帯の家族構成、人数、年間授業料、
公立・私立の別などにより異なります。

後期高齢者健康診査が2月から始まります
対象の方には、
平成29年1月末頃に受診券を送付します。
なお、
健診結果は、
受診した実施機関へ必ず受け取りに行き、
結果説明を受けましょう。
対象 昭和16年8月1日〜昭和16年12月31日生まれの方
受診期限 2月28日
（火）
保険年金課 ☎（62）3092

国民年金への加入は20歳から
成人を迎えられた皆さん、おめでとうございます。
20歳になると成人として多くの権利が認められますが、同時に義務も課せられま
す。国民年金に加入することも、
その一つです。
加入手続きの方法
誕生月の上旬に、
日本年金機構から資格取得届が送付されます。必要事項を記
入し、保険年金課または長浦・平川行政センターへ提出してください。提出後、
日本
年金機構から年金手帳が送付されますので、大切に保管してください。
保険料の納付方法
日本年金機構から納付書が送付されます。納付書の裏に記載されている納付場
所（金融機関など）で納めましょう。
また、口座振替やクレジットカード振替も利用で
きます（手続きが必要）。
なお、保険料を納められない場合は免除・納付猶予制度が、学生の方には学生
納付特例制度があります。詳しくは、お問い合わせください。
▶保険年金課 ☎（62）3092
▶木更津年金事務所 ☎（23）7616

市営住宅の入居者を募集します
市営住宅入居者の募集を行います。
入居を希望する方は入居者資格を確認
し、
申し込んでください。
募集団地 飯富団地（飯富2754）
募集戸数 7戸
募集期間 1月16日
（月）〜31日
（火）
入居者資格
次の条件すべてに該当する方
・原則として同居している、
または同居
しようとする親族がいる
・住宅に困窮していることが明らかで
ある
・市内に住民登録または勤務場所を
有する
・市税を滞納していない
・連帯保証人がいる
・一般世帯は月収158,000円以下、特
別世帯は月収214,000円以下である
※特別世帯とは、60歳以上の高齢者世
帯、障がい者世帯、
子育て世帯など
です。
こんきゅう

・申込本人または同居しようとする親
族が暴力団員でない
※暴力団員とは、
「暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律」第2
条第6号に規定する暴力団員をいい
ます。
なお、暴力団員であるか否かの確認
のため、所轄の警察署へ照会する場
合があります。
優先入居 母子世帯、高齢者世帯、心
身障がい者世帯などには優先入居制
度があります。
ただし、
申込多数の場合は、条例に基
づく選考となります。
申込方法 申込用紙に必要事項を記
入し、建築住宅課に提出してくださ
い。用紙は、建築住宅課、
平川行政セ
ンター、
または長浦行政センターで用
意しています。
入居可能予定日 3月15日
（水）
建築住宅課 ☎（62）3645

平日の昼間（午前8時30分〜午後5時15分）に電話予約することで、休日昼間と平日夜間に受け取ることができます。
受取時間 休日は午前9時〜午後5時、平日夜間は午後7時まで
市民課 ☎（62）2970
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保育ボランティア養成講座 受講生募集
あなたも保育ボランティアとして活動してみませんか

Partner & Event Guide

保育ボランティアとは、保護者が公民館などの講座
や講演会などに参加している間、保護者のお子さん
（乳幼児）
を保育するボランティアです。
興味がある方は、
ぜひご参加ください。
日程
期日

名画鑑賞会「東京物語」
戦後の家族の崩壊、人間の孤独感や死生観を味わい
深く描いた、巨匠小津安二郎監督の代表作です。
脚本・監督 小津安二郎
出演 笠智衆、東山千栄子、原節子、杉村春子 ほか
日時 1月28日
（土）午前10時〜12時30分
※途中休憩あり
場所 2階視聴覚ホール
定員 80名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕あり
中央図書館

名画鑑賞会「シャイン」
オーストラリア出身の実在の天才ピアニスト、
デビッド・
ヘルフゴットの半生をモデルに、
苦難を乗り越え演奏家と
して再起するまでを描いた感動作です。
監督 スコット・ヒックス
出演 ジェフリー・ラッシュ、
ノア・テイラー ほか
日時 1月25日
（水）午前10時〜11時45分
場所 3階視聴覚室
定員 120名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕なし
長浦おかのうえ図書館

袖ケ浦市音楽協会 定期演奏会（全体演奏会）
日時 1月29日
（日）午後1時30分開演 1時開場
場所 袖ケ浦市民会館 大ホール
出演 さくらんぼ、
アリエッタ、
タンポポ、袖ケ浦混声合唱
団、
コールわかば、
カリヨン、三曲睦会、
おこと楽坊、
袖ヶ浦
交響楽団、
袖ケ浦市ジュニアオーケストラ、飯田真奈子
入場料 無料
久村 ☎（62）6743 加藤 ☎（62）6010

袖ケ浦市民ボウリング大会
日時 2月5日
（日）午後1時開始 0時30分受付
場所 富津スターレーン
（富津市大堀）
競技方法 男女、年齢は問わず、ハンディー戦3ゲームの
トータルピンで順位を決定します。
対象 市内在住、在勤の中学生以上の方
参加費 2,000円（中・高校生は1,500円）
申込期限 1月31日
（火）
市体育協会 ボウリング専門部
西川 ☎・FAX（63）1062 伊藤 ☎（62）1603

キッズパレットフェスティバル

「最近物忘れが増えたかも？」
「認知症予防のため
には何が必要？」など、気になることはありませんか。
簡単なタッチパネル操作で、頭の元気度を測定し、
認知症予防のアドバイスを行います。
期日・場所
・2月7日
（火）、
ひらかわ健康福祉支援室
・2月13日
（月）、
ながうら健康福祉支援室
・2月23日
（木）、
市役所 1階会議室
受付時間 午前9時30分〜11時30分、
午後1時〜3時
申込方法 各会場に電話で申し込んでください。
※市役所での会場を希望する場合は、地域包括支
援センターへご連絡ください。
▶出張測定会も行っています。
サークル・友人同士な
ど、5名以上で申込できます。
▶市役所 地域包括支援センター ☎（62）3225
▶ながうら健康福祉支援室（長浦おかのうえ図書
館1階）☎（64）2100
▶ひらかわ健康福祉支援室（平川公民館1階）
☎（75）3344

認知症サポーターステップアップ講座
市内の認知症サポーターを対象に、ステップアップ
講座を開催します。
認知症の方への接し方や地域での支援など、認知
症について改めて学ぶことができる講座ですので、
ぜ
ひご参加ください。
日時 2月16日
（木）
・17日
（金）午後1時30分〜3時30分
場所 保健センター 2階母子保健室
内容 認知症の基礎知識の再確認、認知症の予防、
ハンドセラピー実技、意見交換
対象 認知症サポーター養成講座を受講済みで、
本講
座の全日程に参加できる、
市内在住者または在勤者
定員 20名（申込先着順）
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
申込期限 2月10日
（金）
地域包括支援センター ☎（62）3225

音訳ボランティア入門講座 受講生募集
音訳とは、
目で見る情報を声に出して読んで音声化
し、
目の不自由な方へ情報を伝えることです。
音訳について、基礎から学んでみませんか。
期日 2月3日・10日・17日・24日 ※すべて金曜日
時間 午前9時45分〜11時45分
場所 社会福祉センター（飯富1604）
対象 音訳に興味があり、
受講後音訳ボランティアと
して活動する意思がある方
定員 20名（申込先着順）
受講料 無料
申込期限 1月30日
（月）
ボランティアセンター ☎（63）3988

冨山

山のたひらのこま草揺るる︵蔵王︶ 鈴木

綾子

恒

真澄

谷に湧く雲たちまちに移り来て

上総なる森の苫屋に移り住み
手植し菜花 我と君とで食む

和田

ファミリーサポートセンターでは、有償による子育て
の相互援助活動を行っています。
現在、
子どもの送迎援助などを行う提供会員が不
足しています。
「子育ての支援をしてみたい」という方
は、
ぜひ申し込んでください。
日時 1月26日
（木）午前10時30分〜正午、
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
※資格・男女を問いませんが、基礎研修を受講してい
ただきます。
持ち物 写真（2.5㎝×2㎝）2枚、
市内在住が確認で
きるもの（運転免許証など）
申込方法 電話またはFAXで申し込んでください。
申込期限 1月24日
（火）午後4時
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〜土曜日の9：00〜17：00）

中小企業庁「中小企業・小規模事業者ワンストップ
総合支援事業」により設置された千葉県よろず支援
拠点のサテライト相談所の拡充に伴い、
千葉県産業
振興センター、袖ケ浦市商工会、袖ケ浦市が連携して
開設します。
日時 2月1日
（水）午前10時〜正午、
午後1時〜4時
※相談時間は一人1時間で、
事前の予約が必要です。
場所 袖ケ浦市商工会館
相談内容 国内外販路開拓、営業戦略策定・業務
改善、経営再建・ワンストップ対応、法人設立・税
務、小売・サービス業向け支援、創業・経営革新支
援、
デザイン・セールスプロモーション、
Web活用、観
光・地域資源活用 など
市商工会 ☎（62）0539

良き年にしませと長病む妹を
励ます茶店の外は木枯し

ファミリーサポートセンター 入会説明会

千葉県よろず支援拠点の
サテライト相談所を開設します

睦子

お詫びと訂正

参加費無料

市では、就職を希望する方が面接の基本的な流れや
マナーを理解し、
自信をもって面接に臨めるよう、
ジョブカ
フェちばと連携して、近隣の木更津市、君津市、富津市と
合同で就活基礎セミナーを開催します。
ぜひ、
ご参加ください。
日時 2月15日
（水）午後1時30分〜4時30分
場所 君津市生涯学習交流センター 202会議室（君津
市久保）
対象 就職を希望している15歳〜おおむね39歳までの方
定員 20名（申込先着順）
参加費 無料
申込方法 電話または電子メールで申し込んでください。
商工観光課 ☎（62）3428
Eメール sode19@city.sodegaura.chiba.jp

山口

日時 3月4日
（土）午前10時〜午後3時50分
場所 君津市民文化ホール（君津市三直）
内容 山崎 直子 氏（宇宙飛行士）
による講演、
千葉県こ
どもの人権ポスター展示、特設人権相談、人権作文朗
読 ほか
定員 1,100名（申込多数の場合は抽選）
入場料 無料
申込方法 往復はがきまたは申込フォーム
（君津市役所
ホームページ内）で申し込んでください。
※詳細は、君津市ホームページでご確認ください。
申込期限 1月31日
（火）必着
〒299−1192 千葉県君津市久保2−13−1
君津市役所 市民生活課 ☎0439（56）1395

頭の元気度測定会

就活基礎セミナーを開催します

初春を祝ぐ万両千両の赤き実に
劣らぬ十両やぶこうじの実は

ヒューマンフェスタ in きみつ

※原則、全日程への参加が必要となりますが、都合が
つかない場合はご相談ください。
時間 午前10時〜正午
場所 長浦公民館
対象 保育ボランティアに興味のある方
※子育て経験の有無や資格は問いません。
定員 20名（申込先着順）
参加費 無料
持ち物 筆記用具
申込期限 2月3日
（金）
▶講座を受講中、
保育があります（要申込）。
生涯学習課 ☎（62）3743

トンネルを出でて展けしわが町の
初春の陽おだしく時計塔の見ゆ 鈴木志津子

ソーラン節やミュージカルをお楽しみください。
日時 3月4日
（土）午後1時〜
※受付は正午からで、開場は午後0時30分からとなり
ます。
場所 袖ケ浦市民会館 大ホール
内容 子どもたちの発表〜NEWソーラン節〜、
わらび座
ミュージカル「シンドバッドの冒険」
定員 400名（当日先着順）
入場料 無料
NPO法人キッズパレット事務局
☎（53）7682（平日の10：00〜13：00）

内容
講師
・子どもの育ちに応じた関
市立保育園 保育士
２月16日（木） わり方
・手遊び、わらべうた遊び
日本赤十字社千
２月20日（月） 安全対策と応急処置
葉県支部
保育ボランティ
保育ボランティアの活動に
２月23日（木）
アグループひよ
ついて
この会

消費者教室を開催します
家計の見直しや相続、終活などの身近な気になる
ことについて、お話しします。
日時 2月14日
（火）午後1時30分〜3時20分
場所 市役所 旧館3階大会議室
テーマ ハッピーライフを過ごすための〜シニアの生
活プラン〜
講師 武田 佳代子 氏（千葉県消費生活相談員）
対象 市内在住の方
定員 30名（申込先着順）
参加費 無料
申込期限 2月2日
（木）
商工観光課 ☎（62）3428

本紙1月1日号6面の「救急医療を守りましょう」の記事で、こども急病電話相談の相談時間に誤りがありました。お詫びして訂正します。
健康推進課 ☎（62）3172
正 午後7時〜翌日午前6時
誤 午後7時〜10時
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市の情報はこちらから
広報そでがうら 毎月1日・15日発行
新聞折込みなどで配布しています。
新聞未購読で市ホームページなどでの閲
覧が難しい方には宅配します。
秘書広報課 ☎（62）2465
市公式ホームページ
http://www.city.sodegaura.lg.jp/
市公式ツイッター
https://twitter.com/sodegaura̲city
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。
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
かずさFM（83.4MHz） 12:40と18:30〜
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。
市社会福祉協議会 ☎（63）3888

休日当番医
診療時間 午前9時〜午後5時
1月

当番医

診療科目

電話

内科
佐野医院
（62）
2338
15日
〔奈良輪1-9-8〕 循環器科

22日

袖ケ浦医院
〔奈良輪1-8-8〕

外科
2401
胃腸科 （62）

29日

田中医院
〔神納2-10-7〕

内科
小児科 （62）
4800
呼吸器科

※このほかの救急医療機関の問い合わせ
は消防署 ☎
（64）
0119へ

こども急病電話相談
相談時間 毎日 午後7時〜翌日午前6時
☎＃8000 または ☎043
（242）
9939
夜間急病診療所 ☎
（25）
6284
診療時間 毎日 午後8時〜11時
診療科目 内科・小児科
●緊急患者以外はご遠慮ください。

場
所 木更津市中央1-5-18
※荒天時は、
休診となる場合があります。

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

水道工事当番店
（緊急）
緊急以外の修繕工事は
市の指定する工事店へ

月日

工事店・電話
（9：00〜17：30）

1月15日〜21日 シバサキ建設 （63）
0911
1月22日〜28日 長浦設備

（62）
2754

1月29日〜2月4日 田辺設備

（75）
5001

水道事故の緊急時連絡先
月〜金
水道局 ☎
（62）
3897

夜間
（17：15〜）
・土・日・祝日
角山配水場 ☎
（62）
3111

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日
1月23日（月）〜28日（土）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

市税などの納期

1月16日〜31日

●市県民税 4期
●国民健康保険税 7期
納税課 ☎（62）2653
● 後期高齢者医療保険料 7期
保険年金課 ☎（62）3092
―納期内納付を心がけましょう―
コンビニエンスストアでも納付できます。

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。
※既に利用している方は、引落し前に口座残
高をご確認ください。

編集室から
お正月はお節料理やお雑煮などのご馳走が
並ぶため、ついつい食べすぎてしまいがちです
よね。
私は今年も「食べては寝て」を繰り返してし
まい、体重が増えてしまいました。
（笑）
（ｔ）

市内図書館・図書室では
蔵書点検に伴い一時休館します
市内図書館・図書室では、蔵書数約72万点の所在確認と
整理を行うため、
一時休館します。
休館中、図書・雑誌の返却は施設のブックポストをご利用
ください。
なお、紙芝居、CD、カセットテープ、他館からの借用図書
は、開館している図書館・図書室に返却してください。
休館日
・中央図書館 2月2日
（木）〜8日
（水）
・根形公民館 図書室 2月9日
（木）
・平川図書館 2月10日
（金）
・平岡公民館 図書室 2月14日
（火）
・長浦おかのうえ図書館 2月15日
（水）〜21日
（火）
中央図書館 ☎（63）4646

国際交流協会 ブラジル料理で交流の輪
Let’s enjoy cooking!!
みんなで楽しくブラジル料理に挑戦してみませんか？
興味のある方は、
ぜひご参加ください。
日時 1月29日
（日）午前10時〜午後2時
受付 午前9時30分〜
場所 根形公民館 調理実習室
内容 コシーニア（ブラジル風コロッケ）、
フェジョン（ブラジ
ル風豆シチュー）、
タルト
（デザート）
を作ります。
講師 庄司 アメリア 氏（聖徳大学 講師）
対象 中学生以上の方
定員 20名（申込先着順）
参加費 500円（当日集金）
持ち物 エプロン・三角巾
国際交流協会事務局（市民活動支援課内）
☎（62）3102

郷土博物館 フィールド・アドベンチャー

冬の野鳥観察会を開催します
池の周辺を中心に、袖ケ浦公園の鳥たちの暮らしぶりを
のぞいてみませんか。
日時 2月11日
（祝）午前9時〜正午
※少雨決行。雨天の場合は12日
（日）に順延。中止の場合は
前日までに連絡します。
場所 袖ケ浦公園
集合 郷土博物館 研修室
対象 小学4年生以上（保護者同伴の場合は小学1〜3年
生も参加可能）
定員 30名（申込多数の場合は抽選）
参加費 100円（保険料、
資料代）
持ち物 双眼鏡・カメラ
（お持ちの方）
、
筆記用具、
温かい服装
申込方法 電話または受付で申し込んでください。
申込期限 2月3日
（金）
郷土博物館 ☎（63）0811

私たちの
学校自慢

市内の小・中学校の特色ある活
動を紹介します。
学校教育課 ☎（62）3727

〈中川小学校〉
中川小学校では、
子ども
たちが「S（素直な子）K（賢
い子）T（たくましい子）」に
育つよう、
「ふるさとで育む
SKT中川っ子」をモットー
春のビオトープ
に、授業の中での自然との
ふれ合いを大切にしています。
中川小学校の子どもたちは、授業の中で、学校南側の小
櫃川の河川敷に整備されている市内唯一のビオトープで、虫
取りや観察を行ったり、バードウォッチングをしたりしていま
す。
また、12月には収穫したサツマイモで、焼き芋づくりも行っ
ています。
そんなビオトープは、地域のボランティアの方々で結成され
た「ビオトープの会」の協力により、毎月第1・4日曜日の午前
9時〜正午に、草刈りや木道の管理などを行っていただき、
整備されています。
ビオトープは、
いつでも入ることができる
ので、散歩のついでなどに、一度この憩いの場にお越しく
ださい。
その他にも、学校支援ボランティアをはじめ、
「チーム中
川」学校見守り隊（交通安全推進隊）、
中富ふれあいの会、
学区自治会など、たくさんの「ふるさと中川」の地域の皆さん
が、
子どもたちをやさしく支え、
育んでいただいています。

■ライフスタイルを見直し、日頃から省エネを

芸能文化まつりを開催します
「育てよう豊かな芸能文化の心を」
をテーマに、
市民の皆さ
んが芸能文化を親しみ、
交流を深める機会として、
市文化協
会と市民会館との共催で開催します。
今年は音楽協会よりコールわかばがゲストで出演します。
皆さんのご来場をお待ちしています。
日時 1月22日
（日）午前10時〜午後2時50分
※開場は午前9時30分からとなります。
場所 市民会館 大ホール
内容 舞踊・詩吟・カラオケ・尺八・大正琴・社交ダンス・フラダ
ンス・フォークダンス・ハワイアンの発表
出演団体 市文化協会（袖ケ浦市ダンスサークル、
袖ケ浦市
サークルすずらん、新尺八
ダンス愛好会、苔洲流吟詠会、
ベイスタイルフラ、
メレラナ・フ
風の会、
詩吟の会吟詠雲風会、
ラ・スタジオ）
、
市民会館登録サークル
（カラオケ睦会、
大正
琴同好会、
袖ケ浦フォークダンス白ゆり、
誠吟会、
イリマ袖ケ
浦フラダンス、
アロハリリーズ）
、
音楽協会
（コールわかば）
入場料 無料
市民会館 ☎（62）3135
たいしゅうりゅう

うんぷう

ちょいボラ
新講座

「ハーモニー体操」
の
参加者募集

ハーモニー体操は、骨格
をイメージしながら力を抜
き、ゆっくりと身体を動かす
新しい体操です。筋肉がうま
く連動し、
調和（ハーモニー）
して動くことで、特定の部分
にかかる負担を減らします。
また、関節の可動範囲が広がり、肩
凝りと関節痛が改善します。
受講後は、
子どもたちと一緒に歩いて帰ります（ちょいボラ）。
今回は、3月までの日程をお知らせします。
期日 1月26日、2月9日、3月9日 ※すべて木曜日
時間 午後2時45分〜4時
場所 長浦小学校 体育館
講師 萩原 房子 氏（ハーモニー体操正指導員・プログラマー）
対象 徒歩で来場できる、
健康な成人の方
定員 30名（申込先着順）
参加費 1回につき500円（保険代 ほか）
持ち物 ヨガマットまたはレジャーマット
（銀色で厚めのもの）、
バスタオル
生涯学習課 ☎（62）3743

ツイッターとユーチューブで、
市のイベント情報などを配信中
市ではツイッターを活用した情報発信と、ユーチューブを活
用した動画配信を行っています。ぜひ、
ご利用ください。
市公式ツイッター
ユーザー名 @sodegaura̲city
千葉県袖ケ浦市（公式）
ツイッターのバナー画像
発信する内容 市に関するイベントやお
知らせなどの情報、
防災や災害の発生などに関する情報 など
市公式チャンネル（ユーチューブ）
ユーザー名 袖ケ浦市公式チャンネル
配信する動画 市の事業や施設などに関する情報、
市のイベ
ントや観光などに関する情報 など
閲覧方法 市ホームページのトップペー
ジにあるバナー画像「袖ケ浦市公式 ユーチューブのバナー画像
ツイッター」
と
「袖ケ浦市公式チャンネ
ル
（ユーチューブ）
」から専用ページにアクセスできます。
秘書広報課 ☎（62）2465

袖ケ浦学びフェスタを開催しました
11月19日、市内の各小学校
の先生が実行委員となり、8回
目となる袖ケ浦学びフェスタ
を市民会館大ホールで開催
しました。
当日は、1, 2 0 0人を超える
参加者と来場者が会場を埋め尽くし、市民一体となり、大
変盛り上がりました。また、会場入口には子どもたちの学
習作品、
中ホールには図書館を使った調べる学習コンクー
ルの優秀作品も展示されました。
当日参加した児童からは、
「緊張したけど楽しく発表がで
きた」
「他の学校の人たちと話ができて嬉しかった」などの
感想が寄せられました。
袖ケ浦学びフェスタをとおして、
子どもたちは大勢の観客
の前で発表することにより自信をもち、
また、
市民の皆さんに
は市内の学校の取組の様子を広く伝えられたと思います。
総合教育センター ☎（62）2254

電気こたつはこたつ布団に上掛けと敷布団をあわせて使い、電気カーペットは下に断熱
マットなどを敷くことで、暖房効率が上がります。
環境管理課 ☎（62）3404

