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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 ﹂を 強 く 印 象 付 ける

の来 場 者 などに︑﹁ガウラ＝

ガウラ を 見 か け た 際 には ︑

懸命PRしていきますので︑

﹁﹁ガウラ﹂﹂の活動日記
市マスコットキャラクター

市では︑
今年度よりシティ

応 援 をよろしくお願いしま

ガウラは様々なイベントなどで市のPR活動を行っています

プロモーション推 進の取 組の

ことで︑効 果 的に知 名 度 と

車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転
を心がけましょう。
車間距離が短くなると、
ムダな加速・減速の機会が
多くなり、燃費が悪化します。
また、車間距離にゆとりを
もてば、
安全運転にもつながります。
環境管理課 ☎（62）3404

一 環 として︑市のマスコット

「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。

エコドライブのすすめ

す︒

毎月第 2・第 4 日曜日 午前 9 時〜午後 5 時
場所 市役所 1 階

対象の方には、
１月末に受診券を送付しています。ま
だ受診していない方は、早めの受診をお願いします。
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

イメージの向上を図り︑
袖ケ

住民票などの
証明書交付窓口開設日
2/26・3/12・3/26

後期高齢者健康診査は
今月末まで

キャラクター﹁ガウラ﹂が︑県

学校給食センター運営委員会の委員
を募集／要介護認定調査 員を募集／臨
時職 員などの新規登録 者を募集／農地
転 用などに係る申請書 の 提出期限が 変
更
パートナー＆イベント・ガイド／シ
ニア従 業 員のお仕事説明会／珈琲 講座
の受講生募集／スマートフォン安全教室
君 津 地 方 小・中 学 校 書 き 初 め 展 ／
ウォーキングフェスタ2017／休日当番医

ガウラ健康
マイレージ
対象事業

その他︑
ガウラの活動に関

インデックス

する詳細は︑
市ホームページの

1月15日、京都
で開催された皇
后盃 第 3 5回 全
国 都道 府県対
抗 女子駅 伝 競
走大会で、土井
土井さんの力走に健闘を称え
菜 摘さん（昭和
花束を贈る出口市長
中学校3年）が、
中学生区間の第8区で、袖ケ浦市では初となる出場を
果たしました。土井さんはチームの順位を6位から1位
に押し上げる素晴らしい走りで、
千葉県チームの第3位
入賞に大きく貢献しました。
また、
個人では区間第3位に入る好成績を残しました。
体育振興課 ☎（62）3791

浦への関 心や興 味を沸かせ︑

市と市観光協会で
は、地元の皆さんに
袖ケ浦 市の 魅 力を
もっと知っていただく
ため、1月21日に「市
内バスツアー」を開催
大根の収穫体験
しました。
今回は、応募された230名の中から、抽選で当選し
た80名に参加いただきました。
ツアーに参加した方は、
いちご狩り、大根とキャベツ
の収穫体験、郷土博物館の旧進藤家住宅での昔体
験、
ゆりの里での新鮮な農畜産物の買い物、東京ドイ
ツ村でのイルミネーション鑑賞などをお土産付きで楽
しみ、大好評でした。
市観光協会 ☎（62）3436

昭和中学校の土井菜摘さんが
千葉県代表として全国女子駅伝
に出場し、大活躍しました

内外の様々なイベントなどに

袖ケ浦わくわく発見
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イベントなど

ガウラは様々な場所で活動しています

袖ケ浦バスターミナル掲示板への
広告を募集します
募集枠数 6枠（申込多数の場合は抽選）
※1広告主につき1枠を限度とします。
掲載料 月額5,000円
掲載期間 4月1日〜平成30年3月31日
※掲載は1カ月単位となりますが、複数月単位での掲載
もできます。
規格 B2版（縦728mm×横515mm）以内のポスター
など
※配布を目的とするパンフレットなどの掲示は除きます。
申込方法 申込書に必要事項を記入し、必要書類を
添付して郵送または窓口で提出してください。用紙
は都市整備課で用意しています。
また、
市ホームペー
ジからダウンロードできます。
申込期限 2月28日
（火）
〒299−0292（住所不要）
袖ケ浦市役所 都市整備課 ☎（62）3521

ひらおかの里で食用なばなの
摘み取りをしませんか
永地にある「ひらおかの里農村公園」の畑で、食用
なばなの摘み取りができます。
ぜひ、お越しください。
期間 3月7日
（火）〜4月30日
（日）
※なくなり次第終了となります。
休園日 毎週月曜日、3月21日
（火）
※月曜日が祝日の場合は開園します。
時間 午前9時〜午後4時
場所 ひらおかの里 農村公園（永地1943−1）
費用 一人1回10円（袋代）
※一人一袋まで、指定の袋での詰め放題です。
申込方法 当日、
ひらおかの里農村公園で申し込んで
ください。事前の申込は不要です。
ひらおかの里 農村公園 ☎（75）4142

TM

■住民票の写しと印鑑証明書の時間外交付

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

主な業務 学校給食センター

応募方法

きません︒

応募の動機と学

月日・性別・職業・電話番号を

記 入し︑郵 送 ︑F A X ︑
また

日︵ 金 ︶

ださい
︵書式の指定なし︶
︒

月

10

は電 子メールで提 出 してく

応募期限

消印有効

3

学校給食センター運営委員
会の委員を募集します

を 適 正かつ円 滑に運 営 する

字程度︶
に︑
住 所・氏 名・生 年

校給食に対する考え
︵800

3

事項の協議・助言を行う︒

名

1

ため︑
会 議に出 席し︑
必 要な

募集人数

日〜平 成

2

月

31 4
年間︶

次の条 件 すべて

月 日
︵

任期

年

応募資格

に該当する方

・市内在住・在勤で︑
年齢が

3

要介護認定調査員を募集しています
主な業務 介護保険のサービスを利用するために要介護認定の申請をした方を訪
問し、国の基準によって定められた調査項目に基づき、心身の状態を調査して調
査票にまとめる。
募集人数 若干名
応募資格 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉
士、社会福祉士、介護福祉士または介護支援専門員の有資格者で、
普通自動車
運転免許を持っている方
応募方法 履歴書と資格取得書の写しを、郵送または窓口で提出してください。
勤務日 週3日程度
勤務時間 午前9時〜午後4時
報酬 日額8,200円
（交通費は実費支給）
▶県が行う認定調査員研修（3〜5月の予定）
の終了後、
業務に従事してもらいます。
高齢者支援課 ☎（62）3206

臨時職員などの新規登録者を募集します

自動車の部品は袖ケ浦クリーンセンターで処理できません
最近、
自動車の部品がごみとして出されていることがありますが、袖ケ浦クリーン
センターでは処理できないものです。
自動車の部品に関する処分方法は、
千葉県の「使用済自動車の再資源化等に関
する法律」のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
▶登録引取業者について 千葉県 廃棄物指導課 ☎043（223）4658
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/jiri/law.html
▶自動車リサイクルシステムについて
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター ☎050（3786）7755
HP http://www.jarc.or.jp/automobile/

審議会などの会議予定
☎
（62）
3804 FAX
（62）
8861
Eメール sodesui@atlas.plala.or.jp

公民館運営審議会
日時 2月24日
（金）
午後3時〜
場所 平岡公民館 2階会議室
議題 平成28年度市民会館・公民館事
業の成果と課題、
事業評価について
ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月21日
（火）
担当課 市民会館 ☎
（62）
3135
地域福祉計画策定・推進委員会
日時 2月27日
（月）
午後1時30分〜
場所 保健センター 1階集団指導室
議題 地域福祉計画推進について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月20日
（月）
担当課 地域福祉課
☎
（62）
3157 FAX
（63）
1310
スポーツ推進委員定例会議
日時 3月3日
（金）
午後3時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題
平成29年度事業計画について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月20日
（月）
担当課 体育振興課 ☎
（62）
3791

■3R型ライフスタイルへのワンポイント

−

〒299 0254

消防出初式を開催しました
1月15日、昭和小学校で、消防の陣容を広く市
民の皆さんに公開し、消防に対する理解と信頼
を深めていただくことなどを目的として、消防出
初式を開催しました。
式典では、人員報告、点検、表彰などを行い、
式典後には、消防署員と消防団員による救出活
動・延焼防止活動の訓練などを行いました。
消防本部 総務課 ☎（62）0119

水道事業運営委員会
日時 2月24日
（金）
午後2時〜
場所 市役所 2階第一会議室
議題 平成29年度水道事業会計予算
（案）
について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
→
申込期限 2月22日
（水）

歳以上である

学校給食センター

−

三ツ作1862 121

☎
︵62︶
5822

FAX
︵62︶
5823

平成28年8月21日、市内で発生した車両火災の際に、火元責任者の応援要請にい
ち早くかけつけ、付近の消火器を使用して消火にあたりました。
初期消火が功を奏し、車両の一部のみの焼失で済んだことから、火災の被害を
最小限に止めた功績を認め、消防長から感謝状を贈呈しました。
消防本部 総務課 ☎（64）0119

都市計画審議会
日時 2月24日
（金）
午前9時30分〜
場所 市役所 ７階会議室
議題 都市計画マスタープランの点検・
評価の結果について ほか
傍聴定員 4名
（申込先着順）
申込期限 2月22日
（水）
担当課 都市整備課
☎
（62）
3514 FAX
（63）
9670
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp

満

・年 回程度開催する会議

に出席できる

・食に関して専門的な知識

や経験がある

メール

長浦駅北口整備後

E

感謝状を贈呈しました

↓
地域公共交通活性化協議会
日時 2月23日
（木）
午後2時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 市内公共交通の役割および基本
方針について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 2月21日
（火）
担当課 企画課
☎
（62）
2327 FAX
（62）
5916
Eメール sode01@city.sodegaura.chiba.jp

20

31

夛田 義弘 氏

担当課 水道局

3

長浦駅北口整備前

gkc@sodegaura.ed.jp

消防協力者表彰

・氏名の公表を了承できる

市が平成22年から26年にかけて行った
長浦地区におけるまちづくりの取組が評価
され、
まちづくり功労者として千葉県都市協
会から表彰されました。
この取組では、長浦駅舎改修と南北自由
通路整備による利便性や、小学校通学路
歩行帯整備、幹線道路交差点改良などに
よる交通安全性、耐震性貯水槽新規設置
による防災性について、それぞれの向上を
図りました。
工事期間中は、市民の皆さんにご協力を
いただきありがとうございました。
都市整備課 ☎（62）3514

※ 市 議 会 議 員 ︑他の付 属 機

関などの委 員 との併 任はで

袖ケ浦市が千葉県都市協会まちづくり
功労者として表彰を受けました

２０１７年（平成２９年）2 月１５日

市では、
一時的な業務量の増大や職務の特殊性など、職員だけでの対応が困難
な場合、登録している方の中から業務の補助などをお願いしています。
市役所での仕事に興味のある方や、現在持っている資格などを活かしてみたいと
いう方は、随時受け付けていますので、登録をお願いします。
主な登録職種一覧
職種
勤務場所
事務補助 主に市役所
保育士
各保育所
看護師
幼稚園教諭 各幼稚園
保健師
市役所

資格要件
特記事項
不要
施設などに勤務の場合もあり
土曜勤務あり ※朝・夕の時間外パートも募集
要
−
要
−
要
訪問・健診などで保健指導などができる方

登録方法 総務課で用意している登録申請書に必要事項を記入し、提出してくだ
さい。
また、
申請書は市ホームページ内「臨時職員および非常勤一般職の登録方
法のページ」からダウンロードできます。
任用 各担当課で、登録者の希望職種・資格などを考慮して決定します。
また、
その
際に面接を行う場合もあります。
※登録済みであっても、必ず任用されるものではありません。
賃金 職種・勤務時間などに応じて異なります。詳細は、お問い合わせください。
総務課 ☎（62）2106

農地転用などに係る申請書の提出期限を変更します
農地転用などに係る申請書の提出期限は、毎月5日（閉庁日の場合は翌日）となっ
ていましたが、
千葉県で定める農地転用関係事務指針の標準処理受付期間の変
更に伴い、4月1日から、提出期限を毎月21日（閉庁日の場合は翌日）に変更しますの
で、間違いなどないように注意してください。
農業委員会事務局 ☎（62）3918

農振農用地区域からの除外申請を受け付けます
農業振興地域内にある農用地を、農業以外の用途（宅地、駐車場など）で使用す
る場合、農振除外の手続きが必要となります。
なお、除外には次の要件をすべて満たす必要がありますので注意してください。
除外に必要な要件（要約）
・農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき
土地がないこと
・農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
・担い手の農地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
・土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
・土地改良事業等完了後8年を経過していること
受付期間 3月1日（水）〜31日（金）
その他 案件ごとに検討が必要になりますので、必ず事前に相談してください。
農林振興課 ☎（62）3426

3R（リユース・リデュース・リサイクル）を心がけましょう。また、冷蔵庫の中身を管理し、買った食材
は使い切るなど、食べ残しを減らす食生活を目指しましょう。
廃棄物対策課 ☎（63）1881

２０１７年（平成２９年）2 月１５日

Partner & Event Guide

名画鑑賞会「蛍川」
昭和30年代の富山を舞台に、冬から夏にかけて様々な
出来事を経験していく少年の姿を描いた作品です。
原作 宮本輝
監督 須川栄三
十朱幸代、
川谷拓三、
奈良岡朋子 ほか
出演 三國連太郎、
日時 2月22日
（水）午前10時〜11時55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

シニア従業員のお仕事説明会
in 袖ケ浦 要予約

「おいしくな〜れ！初心者からの
珈琲講座」の受講生募集

高齢者の雇用を促進するため、市とセブン−イレブ
ン・ジャパンの共催で、
シニア向けの仕事説明会を開
催します。
短時間勤務やレジ接客、配達、清掃、品出しなど、
多様な働き方があることを説明します。興味のある方
は、
ぜひご参加ください。
なお、
申込の際に、袖ケ浦市の説明会に参加を希
望することを伝えてください。
日時 2月22日
（水）午前10時〜11時30分
受付 午前9時40分〜
場所 平川公民館 1階会議室
対象 おおむね60歳以上のシニアの方
（年齢制限なし）
定員 30名（申込先着順）
参加費 無料
セブン−イレブン・ジャパン 市原地区事務所
☎0436（21）7811
（月〜金曜日の9：30〜17：00）
商工観光課 ☎（62）3428

市民会館では、花咲け女性シェフ応援事業の一
環として、女性を対象にした珈琲講座を開催します。
全2回の講座では、
コーヒーの基礎知識やドリップ
などの技術などを珈琲店で働くプロから学びます。
日時 2月25日
（土）、3月18日
（土）午前10時〜正午
場所 市民会館 2階フリースペース
講師 近井 博規 氏（NOZY COFFEE社員）
対象 市内在住・在勤の女性
定員 20名（申込先着順）
受講料 1回につき1,000円（材料費など）
申込方法 住所・氏名・電話番号を、
電話、FAX、
電
子メール、
または窓口でお知らせください。
市民会館 ☎（62）3135 FAX（62）3138
Eメール sode60@city.sodegaura.chiba.jp

頭の元気度測定会
長浦英会話クラブ 会員募集
ネイティブの講師が指導します。
活動日時 毎週土曜日の午後7時15分〜9時
活動場所 長浦公民館 2階視聴覚室
会費 月2,000円（入会金1,000円）
馬場 ☎080（5514）8245 惠上 ☎（63）2761

市原・袖ケ浦少年少女発明クラブの生徒を募集
工作や科学実験などをとおして、創造性豊かな人間形
成を図ることを目的としています。技術的指導は、小・中学
校の先生や住友化学の技術者などが行います。
活動期間 5月13日〜1年間の毎月第2・4土曜日
時間
・午前のクラスは午前9時30分〜正午
・午後のクラスは午後1時〜3時30分
場所 姉崎小学校内（市原市椎津）
対象 新小学3年生〜新中学2年生
定員 140名（申込多数の場合は抽選）
年会費 5,000円
申込方法 はがきに、
住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・
学校名・新学年・性別・希望のクラス（午前または午
後）
・保護者の氏名を記入し、送付してください。
申込期限 3月10日
（金）必着
〒299−0195 市原市姉崎海岸5−1
住友化学 千葉工場 総務チーム ☎0436（61）1313

介護職員初任者研修講座（旧2級ホームヘル
パー講座）の受講生募集
期間 4月6日
（木）〜6月29日
（木）の間の27日間
定員 10名（年齢・男女問わず）
▶詳細は、お問い合わせください。
老人保健施設ケアセンター さきくさ ☎0439（87）0130

参加費無料

「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
・3月3日
（金）、
ひらかわ健康福祉支援室
・3月14日
（火）、
ながうら健康福祉支援室
・3月21日
（火）、
市役所 2階第二会議室
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

認知症家族のつどい 参加者募集
認知症家族のつどいは、認知症の治療や認知症の
方への接し方、介護での悩みなどを話し合い、専門職
からの助言や参加者同士による励ましあいにより、お
互いが支えあえるような場所としています。
当日は職員のほか、袖ケ浦さつき台病院認知症疾
患医療センター医師や、認知症デイケア職員も同席し
ます。
日時 3月11日
（土）午前10時〜正午
場所 保健センター 1階集団指導室
対象 認知症の方を介護している方、
または以前に介
護していた方
参加費 無料
▶事前の申込は不要です。
直接会場にお越しください。
地域包括支援センター ☎（62）3225

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「絵手紙サークルあ・うん」作品展示

定員

受講料

4歳〜
小学生

※水泳は、初心者クラス、
クロール・背泳ぎクラス、
平泳ぎ
クラスがあります。
申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、
ガウランドで
発行している健康登録カード（持っていない方は保険
証）
と受講料を持参してください。用紙はガウランドで
用意しています。
※申込は先着順となります。
なお、
申込には時間を要する場
合がありますので、
時間に余裕を持ってお越しください。
申込開始日時 2月28日
（火）正午〜
ガウランド（袖ケ浦健康づくり支援センター）
☎（64）3200

眠りゐる水揺り起こし紙を漉く 田中 清之
さじ添へて亡夫に供へる熟柿かな 桐谷すみ子
小春日とややの笑窪とにぎりめし 吉田
紅
年重ね見えてきたもの石蕗の花 山本 昌子
鶏鳴のつと裏返りそぞろ寒
荻島 雪子

常設知的財産無料相談室では、弁理士が無料で相談
に応じていますので、気軽に相談してください。
なお、電話相談は予約不要で、窓口相談は予約が必
要となります。
日時 月〜金曜日の午前10時〜正午、
午後2時〜4時
場所 弁理士会館 1階（東京都千代田区霞が関）
内容 特許・実用新案・意匠・商標の出願、
訴訟、
調査、
外
国での特許取得などの知的財産権全般に関する相談
常設知的財産無料相談室 ☎03（3519）2707

ファミリーサポートセンターでは、有償による子育て
相互援助活動を行っています。求められている援助
活動は、保育園や小学校への送り迎えが多く、1時間
程度から従事できます。
子育ての手助けを行ってみたい方または興味のあ
る方は、
ぜひ申し込んでください。
日時 3月2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・男女は問いません。
また、入会の際は基礎研
修を受講していただきます。
持ち物 写真（2.5cm×2cm）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 2月28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（祝日を除く月〜土曜日の
午前9時〜午後5時）

3/28（火）
〜31
（金）
午前8時30分〜9時45分

対象

60名 幼児
2,500円
4/2（日）
･4
（火）
〜6
（木）
20名 児童
午前8時30分〜9時45分
3,620円
市外
3/28（火）
〜31
（金）
15名 4,180円
4歳〜
たい 午前8時30分〜9時45分
※施設使用
小学2年生
そう 3/28（火）
〜31
（金）
15名 料を含む
午後2時30分〜3時45分

水泳

デパ地下の試食に我慢強いられる 藤沢 健二
止む得なく見栄張ることも生きる術 京野 幹夫
収入減安物ばかり見て仕舞う
進藤まつ子
信子
猛

日本弁理士会 常設知的財産無料相談室

地域の子育てに参加してみませんか？

開催日時

切り抜いて後でじっくり読むレシピ 森園

千葉財務事務所では、借金問題に関する無料の相談
窓口と電話相談窓口を開設しています。
日時 平日の午前8時30分〜正午、
午後1時〜4時30分
場所 千葉財務事務所（千葉市中央区椿森）
財務省 千葉財務事務所 ☎043（251）7830

ファミリーサポートセンター 入会説明会

種目

泣き暴れ無視するママに無駄を知り 山田

多重債務に関する無料相談（予約不要）

実際にスマートフォンを使用し、基本操作や実生
活に役立つケータイ活用法を学習します。また、振り
込め詐欺などの犯罪やトラブルに巻き込まれないよ
うにするための対策と、
自然災害時や日常における
様々なトラブルなどから身を守るためのポイントを説
明します。
日時 3月10日
（金）午後1時30分〜3時30分
場所 長浦公民館 2階会議室2
講師 NTTドコモ スマホ・ケータイ安全教室事務局
対象 市内在住で60歳以上の方
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
受講料 無料（スマートフォンは講師が用意します）
申込方法 住所・氏名・電話番号を、
電話、
電子メー
ル、
または窓口でお知らせください。
申込期限 2月28日
（火）
長浦公民館 ☎（62）5713
Eメール sode62@city.sodegaura.chiba.jp

ガウランド 春休み短期集中講習会

公証役場 無料相談（要予約）
日時 平日の午前10時〜午後4時
場所 木更津公証役場（木更津市東中央）
内容 遺言、
任意後見、不動産賃貸借、金銭消費貸借、
養育費、慰謝料など公正証書作成に関する相談
木更津公証役場 ☎（22）2243

スマートフォン安全教室
（シニア向け）

期間 3月4日（土）〜17日（金） ※初日は正午から。最終日は午後3時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046

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
2月

当番医

診療科目

村田産婦人科クリニック
19日
〔蔵波2674-2〕
26日

電話

産科
（62）
1135
婦人科

外科
山口医院
内科 （62）
2056
〔奈良輪535-1〕 整形外科

月日

工事店・電話
（9：00〜17：30）

2月15日〜18日 産洋設備

（75）
6780

2月19日〜25日 北袖商事

（63）
3271
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君津地方 市の総出品数は20554点で︑ 月

緊急以外の修繕工事は
市の指定する工事店へ

日・ 日に君津教育会館
︵木更津市︶
で審査を行いまし

水道工事当番店
（緊急）

特別賞名
君津地方教育書道研究会長賞
袖ケ浦市ＰＴＡ連絡協議会長賞
君津地方小学校長会長賞
君津地方教育書道研究会長賞
千葉県教育庁南房総教育事務所長賞
木更津警察署管内学校警察連絡委員会委員長賞
袖ケ浦市教育委員会教育長賞
袖ケ浦市長賞
君津地方教育書道研究会長賞
袖ケ浦市ＰＴＡ連絡協議会長賞
袖ケ浦市教育委員会教育長賞
君津地方中学校長会長賞
袖ケ浦市長賞
君津地方教育書道研究会長賞
千葉県教育庁南房総教育事務所長賞
君津地方教育書道研究会長賞

た︒今回は入賞作品のうち︑
特別賞を受賞した市内小・

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

学校名・学年
蔵波小学校・1年
昭和小学校・2年
昭和小学校・3年
蔵波小学校・3年
蔵波小学校・4年
蔵波小学校・4年
蔵波小学校・5年
蔵波小学校・6年
平岡小学校・6年
蔵波中学校・1年
長浦中学校・2年
蔵波中学校・2年
蔵波中学校・3年
蔵波中学校・3年
蔵波中学校・3年
根形中学校・3年

どの作品にも︑
一生懸命練習した成果があらわれ︑気

●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。

氏名
石井 花歩
波多野 早紀
滝口 美好
菅野 綸春
荒井 結月
大野 咲希
尾花 歩未
荒井 碧月
時田 悠
土師 萌々香
小原 真由
積田 萌
奥野 蘭
進藤 彩花
橋本 万凜
坂本 優衣

中学生の作品を紹介します︒

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

市内小・中学校の特別賞受賞者（敬称略）

持ちのこもった作品となっています︒

こども急病電話相談

学校教育課 ☎
︵62︶
3727

※このほかの救急医療機関の問い合わせ
は消防署 ☎
（64）
0119へ

4

1

君津地方小・中学校書き初め展の市内特別賞受賞者を紹介します

２０１７年（平成２９年）2 月１５日
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2月26日〜3月4日 協同建設袖ケ浦支店（75）
7077

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
2月20日（月）〜25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

2月16日〜28日

●固定資産税・都市計画税 4期
●国民健康保険税 8期
納税課 ☎（62）2653
● 介護保険料 6期
高齢者支援課 ☎（62）3206
● 後期高齢者医療保険料 8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
先日、友人とスノーボードに行ってきました。
当日の雪質はよく、気持ちよく滑ることがで
きました。
残りわずかなシーズンですが、あと2・3回は
行きたいと思います。
（ｔ）

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

〈長浦小学校〉
長浦小学校では、
「やさ
しさ
（徳）、かしこさ
（知）、た
くましさ
（体）」のバランスが
とれた、心豊かな子どもの
育成を目指し、教育に取り
やかたっ子広場
組んでいます。
（放課後子ども教室）
そんな長浦小学校の自
慢を紹介します。
まず初めの自慢は、
学校を支える地域の力
が充実していることです。安全パトロールや環境支援、クラ
ブ活動、里山探検、図書室整備、読み聞かせなどの学校支
援ボランティアをはじめ、長浦あおぞらの会、
さつき台長寿
会、浜宿団地福寿会など、多くの地域の方々から力添えをい
ただき、
子どもたちを支えていただいています。
次の自慢は、玄関前に「やさしさ、かしこさ、たくましさ」と
刻まれた記念碑があることです。石碑は今から12年前の100
周年記念事業で作られたもので、長浦小学校の長い歴史に
基づき、
「徳育、知育、
体育をそれぞれ大切にしていこう」とい
う願いがこめられています。
最後の自慢は、
子どもたちが放課後に、
安全で安心して過
ごすことのできる場所をつくることなどを目的とした、
「やか
たっ子広場（放課後子ども教室）」が開催されていることで
す。月に2・3回、木曜日の放課後に、校庭で思いっきり遊んだ
り、
ボランティアと一緒に帰ったりと、
子ども同士だけでなく、
地域の方々との交流も深まる時間になっています。
長浦小学校の子どもたちは、
「素直」
「協力」
「元気」を合
い言葉に、
今日も元気に生活しています。

■生涯学習推進大会を開催

日時
内容

袖ケ浦ウォーキングフェスタ2017を開催
参加者全員に「東京ドイツ村優待券」をプレゼントしま
す。
さらに、抽選で豪華商品（市特産品）が当たります。
日時 3月12日
（日）午前8時30分〜 ※荒天時は中止
場所 総合運動場 陸上競技場
コース Aコース
（10㎞）、Bコース
（5㎞）
対象 どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）
定員 各コース合計350名程度
参加費 総合型地域スポーツクラブ会員は100円、
その他
の方は200円
申込方法 申込書に必要事項を記入し、体育振興課、各
公民館、総合運動場、または臨海スポーツセンターに、
電話、FAX、電子メール、または窓口で申し込んでくだ
さい。
申込期限 2月24日
（金）
総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局（体育振
興課内） ☎（62）3791 FAX（63）9680
Eメール sode31@city.sodegaura.chiba.jp

ガウラ健康マイレージ
対象事業

総合運動場 健康ウォーキング教室 冬

簡単な筋力運動、ストレッチ、
ウォーキングを行います。
最終的に5kmを歩くことを目標とし、
皆さんの健康維持・増進
を元日本陸上連盟公認コーチがサポートします。
期日 2月21日〜3月28日の火曜日 ※全6回
時間 午前10時〜11時30分
場所 総合運動場 陸上競技場 など
定員 15名（申込先着順）
参加費 3,000円
総合運動場 ☎（62）5350

2月18日（土）午後1時〜
場所 市民会館 大ホール
生涯学習奨励賞授与、感謝状贈呈、実践発表、記念講演：ヨネスケ 氏（落語家）

生涯学習課 ☎
（62）3743

