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3/15

10：30 歌謡ショー（1回目）
11：05 袖ヶ浦高校吹奏楽部
開会式
11：30 くす玉割り・来賓祝辞
祝餅・お菓子投げ（1回目）
み こ し と ぎ ょ

12：00 御輿渡御
12：40 青龍太鼓
13：10 長浦エアロキッズダンス
13：45 歌謡ショー（2回目）
14：20 祝餅・お菓子投げ（2回目）
14：30 閉会宣言

桜が見ごろを迎える袖ケ浦公園

※雨 天 時 は
4/2
（日）
に
順延

29

市市 営営 自自 転転 車車 駐駐 車車 場場

歳以下の就業者は︑
一般

18

4/1
（土）
午前9時〜

また︑市ホームページから

ダウンロードできます︒

平成 年度の定期利用者の登録を受け付けます

※

料金となります︒

1

※ 袖ケ 浦 駅 北口自 転 車 駐

車場のみ︑
125㏄未満まで

・原動機付自転車︵125

4

日 以 降に定 期 利

用 す る 方の登 録 を ︑次のと

駐車が可能です︒

月

ますので︑路 上 駐 車は︑
しな

おり受け付けます ︒現 在 利

会場付近は大変混み合い

いようにお願いします︒

▼シルバー人材センター

注意事項など
・自転車の場合は、
申請書に車体番号・防犯登録番号を記入
してください。
・後日、防犯登録した場合は、
管理人に申し出てください。
・当日は釣り銭のないようにお願いします。
・受付は一人1台とします。
※長浦駅南口自転車駐車場のEフロア以外は、
同一家族分でも
受け付けますので、保険証などの同一家族であることが確認
できるものを持参してください。
▶東横田駅周辺の民間自転車駐車場を利用した場合は、市の
補助金制度を利用することができます。

㏄未満︶
は6000円

袖ケ浦
バスターミナル
管理事務所

日〜平

3月25日（土）〜
50 午前7時〜
午後6時30分

月

110

利用期間

袖ケ浦
バスターミナル
自転 車 駐車 場

用 中の方 も︑引 き 続 き 利 用

200

臨 時 駐 車 場 として︑根 形

横田駅前
自転車駐車場

平川行政センター
3月27日（月）〜
（土・日曜日、祝日を除く） ※駐車場内での
20
受付は行いま
午前8時30分〜
せん。
午後5時

☎︵63︶6053

34

︵指定管理者︶

150

1

各自転車駐

袖ケ浦駅北口
自転車駐車場

袖ケ浦駅南口
第１自転車駐車場
管理事務所

31 4

車場の窓口で配布しています

3月25日（土）〜
30 午前7時〜
午後6時30分

3

申請書の配布

250

30

月 日

袖ケ浦駅南口
第２自転車駐車場

年

40

成

560

利用料金
︵ 年額 ︶

袖ケ浦駅南口
第１自転車駐車場

する場 合は︑再 度 登 録 手 続

250

きをしてください︒

長浦駅北口
自転車駐車場

公 民 館 と 郷 土 博 物 館の駐

長浦駅北口
駐車場
管理事務所

3月25日（土）〜
50 午前7時〜
午後6時30分

車 場もご利 用いただけます

長浦駅南口
自転車駐車場
管理事務所

・ 自 転 車 は 一 般 3 0 0 0 ︵横田駅前自転車駐車場は︑ ▼都市整備課

3月26日（日）〜
午前7時〜
午後6時30分

50

自 転 車 と原 動

「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。

180 3月25日（土）
午後1時〜6時30分

対象車両

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

1,050

が︑駐 車 台 数には限 りがあ

住民票などの
証明書交付窓口開設日
3/26・4/9・4/23

受付場所

臨海スポーツ
3月25日（土）
センター
午前9時〜11時30分 体育館エントラ
ンスホール

長浦駅南口
自転車駐車場
※Eフロアのみ同
一 家 族 であっ
ても一人１台の
申 請 と な りま
すので、ご注意
ください。

受付日時

☎︵62︶3521

路線バスをみんなで守りましょう／災
害発生時における福祉 避 難 所の設置 運
営に関する協定を締結／パブリックコメ
パートナー＆イベント・ガイド／
ント
景観重要樹木を指定しました／景観まち
づくり講演会／千葉県知事選挙の期日前
投票を行っています
市民農園（貸し
農園）の利用者を募集／中央図書館 春休
みおはなし会／休日当番医

原動機付
自転車

平川行政センターで配布︶
︒

インデックス

自転車

円︑
高校生以下1500円

定期使用料の減免を申請する方は、減免申請書
のほか、次の書類が必要です
・生活保護の扶助を受けている世帯に属する方
は、
受給証明書
・母子および父子並びに寡婦福祉法に基づき、配
偶者のいない方で、現に18歳未満の方を扶養し
ている方と扶養されている18歳未満の方は、児
童扶養手当証書の写し（児童扶養手当全額支
給者に限る）
・療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている方は、
手帳の写し

登録受付台数
駐車場名

機付自転車︵ ㏄未満︶

申請に必要なもの
・登録申請書
・利用料金
・高校生以下の場合は、
学生証または保険証
・原動機付自転車の場合は、
ナンバーの記載され
ている書類（自賠責保険の保険証など）

りますので︑
なるべく相乗り

袖ヶ浦高校吹奏楽部

や路 線バスなどを 利 用 して

ください︒

▼袖ケ浦公園管理組合

︵指定管理者︶

☎︵63︶6560

▼都市整備課

☎︵62︶3521

くす玉割り

2

約千本の桜が見ごろを迎えます

ジャズダンスサークル
「パワーキッズ」

大小 つの池があり︑
花と緑がいっぱいの袖ケ浦公園を散歩

9：55

しながら︑
美しく咲き誇る桜を楽しみませんか︒

9：30 舞踊

当日は︑
お祭り広場でのプログラムをたくさん用意していま

9：05 上総太鼓

す︒
また︑
飲食店やフリーマーケットなども多数出店し︑
一日を

ぜひ︑
家族や友人と一緒にお越しください︒

9：00 開会宣言

とおして楽しむことができるお祭りとなっています︒

プログラム

袖ケ浦公園まつり

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」

受付は
満車になり次第
締め切ります

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

H26

H27

馬来田線

のぞみ野平岡線

代宿団地袖ケ浦バスターミナル線

市が補助している路線の主な停留所 ※袖ケ浦BTは袖ケ浦バスターミナル
・のぞみ野長浦線（のぞみ野南〜のぞみ野ターミナル〜長浦行政センター〜長浦駅）
・馬来田線（茅野〜馬来田駅前〜高谷〜横田〜清川駅前〜祇園〜太田〜木更津駅東口）
・のぞみ野平岡線 平日（平川行政センター〜上泉〜のぞみ野ターミナル〜袖ケ浦公園〜袖ケ浦駅〜袖ケ浦BT）
のぞみ野平岡線 土・日曜日、祝日（東京ドイツ村〜上泉〜のぞみ野ターミナル〜袖ケ浦公園〜袖ケ浦駅〜袖ケ浦BT）
・代宿団地袖ケ浦BT線（袖ケ浦BT〜袖ケ浦駅〜今井〜蔵波台〜長浦駅〜浜宿団地〜代宿団地） ※椎の森工業団地行きも有り

高齢者の運転免許自主返納者に優待証を発行しています

概要

協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め、市民や行政な
ど、
「まちづくりの主体」の役割と責務を明らかにすることで、地域コミュニ
ティの活性化と、市民と行政の協働を一層推進していくために制定するも
のです。
※今回のパブリックコメントにおける意見などを踏まえ、今後、条例案を作
成していきます。

閲覧場所

市民活動支援課、市政情報室（市役所2階）、各行政センター、各公民
館、市ホームページ
※市役所では、土・日曜日、祝日の閲覧はできません。

意見の
提出方法

意見・住所・氏名・電話番号を記入し、郵送、FAX、または電子メールで提
出してください（書式の指定はありません）。

意見の
募集期間

3月28日（火）〜4月26日（水）必着

意見の
提出先

〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 市民活動支援課
☎（62）3102 FAX（62）3877
Eメール sode03＠city.sodegaura.chiba.jp

教育委員会議（3月定例会）
日時 3月24日（金）午後2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 3月21日（火）
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

労働力調査を行います
労働力調査は、国の経済政策や雇
用対策などのための基礎資料を得る
ことを目的としています。
今回の調査対象は、のぞみ野の一
部の世帯です。
調査員が調査票を持って、調査対
象の世帯に伺いますので、ご協力をお
願いします。
千葉県 統計課 ☎043（223）2220

臨時福祉給付金（経済対策分）
を支給します
消費税率の引上げを受け、所得の少
ない方への暫定的・臨時的な支援とし
て、臨時福祉給付金（経済対策分）を
支給します。
支給対象 平成28年1月1日時点で袖
ケ浦市に住民登録があり、
平成27年
の1月〜12月の所得により計算され
る、平成2 8年度市町村民税（均等
割）が課税されていない方
※課税されている方の扶養となってい
る場合や、生活保護を受けている場
合などは対象となりません。
支給額 一人につき15,000円
申請方法 給付金の支給対象と思わ
れる世帯には、3月上旬に申請書を送
付しましたので、
申請書に必要事項を
記入・押印のうえ、
必要な書類などを

添付し、
同封の返信用封筒で郵送し
てください。
※申請書が届いた方であっても、所得
内容などの確認の結果、支給対象と
ならない場合があります。
必要な書類など 給付金申請書、印
鑑、
申請者（世帯主または代表者）
と
支給対象者全員分の本人確認書類
（運転免許証など）
の写し、
給付金の
振込希望口座の確認できる書類
（申
請者名義の預貯金通帳など）
の写し
申請期限 6月1日
（木）消印有効
支給時期 不備がない状態の申請書
を受け付けてから最大で約3カ月後
▶地域福祉課 ☎（62）2323・3157
▶給付金に関する国の専用ダイヤル
☎0570（037）192

■3R型ライフスタイルへのワンポイント

いただ く と︑運 賃 が 半 額 と

（仮称）協働のまちづくり推進条例骨子案

私 た ちの路 線バスをみん

名称

〈
〈
〈
〈

きましょう︒

市が策定中の条例について、市民の皆さんのご意見を募集します。

なで利 用し︑守 り︑残してい

ご意見を募集

企画課

カー優待証」
をそれぞれ発行します。
有効期間
・ノーカー・サポート優待証は発行日〜2年
・ノーカー優待証は発行日〜翌年の12月31日
注意事項 優待証は、発行したバス事業者（日東交
通はグループ4社）でのみ有効で、現金支払いの
場合に利用できます。また、有効期間が満了した
優待証は、更新の手続きにより、引き続き使用する
ことができます。
▶日東交通 運輸部 ☎（23）1812
▶小湊鐵道 バス部塩田営業所 ☎043（261）5131

☎︵62︶2327

発行手順
①警察署で運転免許証を返納し、運転免許の取消
通知書の交付を受けてください。
②各バス事業者の発行場所に、
運転免許の取消通
知書、3カ月以内に撮影したカラーの証明写真（縦
4.5cm×横3.5cm）
、
発行手数料（520円）
を持参して
ください。
※発行場所などの詳細は、
各バス事業者にお問い合
わせください。
③日東交通では65歳以上の方に「ノーカー・サポート
優待証」を、小湊鐵道では69歳以上の方に「ノー

災害発生時における福祉避難所の
設置運営に関する協定を締結

路線バスをみんなで守りましょう

H25

皆さんの積極的な利用をお願いします

H24

H23

の支 援にも 限 界 が あ り ︑利

のぞみ野長浦線

0

H27

路線バスは︑
高齢者や障が

H26

用 者の減 少が続 く 場 合は︑ なります ︒また︑各バス事 業

H25

い者に限らず︑
車の運転がで

H24

20,000

5,785

者では︑高 齢 者の運 転 免 許

H23

7,303

今後路線が維持できなくな

33,238

きない学生などにも︑
極めて

32,853

自 主 返 納 者に優 待 証 を 発

5,483

35,524

行し︑
路線バスの運賃が半額

5,007

9,193

35,965
31,979

地域の重要な公共交通で

5,267

30,000

ることも見込まれます︒

8,811

5,000

9,613

10,590

しかし︑自 家 用 車の普 及

11,087

4

重要な交通手段です︒

34,855

となるサービスを行っていま

35,118

ある路線バスを維持・確保し

45,960

お願いします︒

44,831

や 少 子 高 齢 化の影 響 を 受

8,547

10,818

39,519 36,172

50,834
36,452

すので︑
利用してください︒

10,096

9,113

40,000

50,749

ていくためには︑皆さんの利

10,530

10,000

22,047

51,781

路 線は︑ 路 線バスの積 極 的な利 用 を

20,000

0

56,698

け︑
路線バスの利用者が減少

50,000

25,000

15,000

57,449
60,335

用 が 最 も 効 果 的で すので︑

64,846

10

傾 向にあ り︑市 内 を 運 行 す

65,418

路 線のう ち

60,000

市がその赤字部分を補助す

31,825

る

37,359

なお ︑障 がい者 手 帳 を お

35,734

30,000

ることにより ︑運 行 を 維 持

38,411

単位：人

持ちの方は︑
降車の際に提示

35,000

路線バス利用者数推移（路線別）
70,000

単位：千円

しています︒運行維持のため

補助金額と利用者数の推移
市補助金額推移（路線別）
40,000

２０１７年（平成２９年）3 月１５日

〈
〈
〈
〈

市では、
市内の障害者福祉施設・児
童養護施設と「災害発生時における
福祉避難所の設置運営に関する協
定」を、2月16日に締結しました。
福祉避難所とは、避難生活で特別
な配慮を必要とする方を受け入れの対
象とする避難所で、災害時に、一般の
避難所などでの生活が非常に困難となった方が避難する二次的な避難所として機
能します。
これまでに、福祉避難所に指定済みである公共施設5施設と高齢者福祉施設8
施設に加え、障害者福祉施設5施設、児童養護施設1施設と協定を締結しました。
今後もより多くの災害時要援護者などの受け入れ態勢を整えるため、福祉避難
所の協定締結を進めていきます。
協定締結施設
・社会福祉法人 嬉泉 袖ケ浦のびろ学園
・社会福祉法人 嬉泉 袖ケ浦ひかりの学園
・社会福祉法人 いずみ会 袖ケ浦学園
・社会福祉法人 佑啓会 ふる里学舎 蔵波
・社会福祉法人 博和会 わたぼうし
・社会福祉法人 博和会 児童養護施設 びっき
危機管理課 ☎（62）2119

固定資産価格などの縦覧・閲覧制度をご存じですか
縦覧制度は、納税者が所有する土地
や家屋の評価が、他と比較して適正で
あるかどうかを判断するためのもので
す。また、自分の所有する資産の価格や
税額などは、固定資産課税台帳（名寄
帳）を閲覧することで確認できます。
なお、平成29年度の納税通知書の
発送は、4月中旬の予定です。
固定資産価格などの縦覧
土地の固定資産税納税者は、土地
の所在、地番、地目、地積、価格が記載
された「土地価格等縦覧帳簿」を、家
屋の固定資産税納税者は、家屋の所
在、家屋番号、種類、構造、建築年、床
面積、価格が記載された「家屋価格等
縦覧帳簿」を縦覧することができます。
また、土地・家屋の納税者から委任を
受けた代理人も、縦覧することができ
ます。なお、土地・家屋が課税されてい
ない方は、縦覧できません。
期間 4月3日（月）〜5月1日（月）
※土・日曜日、祝日を除く
時間 午前8時30分〜午後5時15分
場所 課税課
手数料 無料

固定資産課税台帳の閲覧
自分の所有する資産について閲覧す
ることができます。また、借地人・借家人
なども、関係する資産について閲覧する
ことができます。
期間 4月3日（月）〜通年
※土・日曜日、祝日を除く
時間 午前8時30分〜午後5時15分
場所 課税課
手数料 1件300円
※縦覧期間は無料（借地人・借家人は
除く）
縦覧・閲覧時に持参するもの
免許証、健康保険証、
マイナンバーカ
ードなど、納税者本人であることが確認
できるものが必要です。また、代理人が
縦覧・閲覧する場合は、委任状と代理
人本人であることが確認できるものが
必要となります。
借地人・借家人が閲覧する場合は、
権利を有していることを確認するため、
賃貸借契約書などの関係書類が必要
です。
課税課 ☎（62）2544・2590

マイボトルや詰め替え用商品などを積極的に利用し、ごみを減らしましょう。
廃棄物対策課 ☎（63）1881

２０１７年（平成２９年）3 月１５日

景観まちづくり推進の取組として景観重要樹木を指定しました

Partner & Event Guide

子ども映画会「ウォレスとグルミット ペンギン
に気をつけろ！」
発明家のウォレスとパートナー犬のグルミットの家に、
ペ
ンギンが下宿して大騒動を起こす、
コメディ作品です。
脚本・監督 ニック・パーク
音楽 ジュリアン・ノット
声の出演 萩本欽一
日時 4月5日
（水）午前10時30分〜11時、
午前11時10分
〜11時40分
※上映は2回行います。
場所 2階視聴覚ホール
対象 小学校低学年以上の方
定員 80名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕なし
中央図書館

名画鑑賞会「スタンド・バイ・ミー」
スティーブン・キングの代表作を映画化した、少年期の
切なさが全編に流れるノスタルジックな作品です。
原作 スティーブン・キング
監督 ロブ・ライナー
出演 ウィル・ウィートン、
リバー・フェニックス ほか
日時 3月22日
（水）午前10時〜11時25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 字幕あり
長浦おかのうえ図書館

子ども映画会「ぼくは王さま」
寺村輝夫の王さまシリーズから、
「たまごがいっぱい」と
「王さまめいたんてい」を上映します。
日時 3月25日
（土）午前11時〜11時55分
場所 3階視聴覚室
対象 幼児〜小学校低学年のお子さんと、
その保護者
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

市では、景観まちづくり推進の
ため、景観条例や景観計画を策
定し、景観まちづくりに関する様々
な取組を行っています。
その取組の一環として、
今回、
福王台の法光寺公園と袖ケ浦駅
海側地区保全緑地の樹木を、
そ
れぞれ景観重要樹木として、
平成
29年3月1日に指定しました。
景観重要樹木とは、地域の景
観を形成する上で重要な要素と
なっている樹木を、地域のシンボ
ルとして維持や保全、継承するた
めに指定する制度です。
都市整備課 ☎（62）3514

景観重要樹木を紹介します
法光寺公園のタブノキ1本
法光寺公園内に所在するタブノキで、幹
周は7ｍを越えます。根元から高さ1.3mあ
たりで幹が8本に分かれているのが特徴
で、
公園のシンボルになっています。
所在地 福王台2丁目 法光寺公園内
袖ケ浦駅海側地区保全緑地のタブノキ5本
袖ケ浦駅海側地区保全緑地内のタブノ
キで、新しい市街地に希少な自然景観を残
し、良好な景観形成に重要な役割を果た
しています。
所在地 袖ケ浦駅海側地区保全緑地内
▶保全緑地内への立ち入りはできません。

景観まちづくり講演会を開催します
市では、景観まちづくりについてもっと知っていただ
くため、市民の皆さんを対象に、
「景観とは何か」や
「景観まちづくりの活動の大切さ」などをテーマに、講
演会を開催します。
ぜひ、
ご参加ください。
日時 3月25日
（土）午前10時30分〜
場所 市民会館 2階フリースペース
（旧レストランホール）
講師 北原 理雄 氏（千葉大学 名誉教授）
定員 30名程度（申込先着順）
申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号を、電話、
FAX、
または電子メールでお知らせください。
申込期限 3月23日
（木）
都市整備課 ☎（62）3514 FAX（63）9670
Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp

農業ヘルパー制度の利用者を募集

3月26日
（日）
は千葉県知事選挙の投票日です。
投票日当日に仕事やレジャーなどで、投票できない
可能性のある方は、期日前投票ができますので、
ご利
用ください。
期日前投票期間 3月25日
（土）
まで
※土・日曜日、祝日も投票できます。
投票時間 午前8時30分〜午後8時（平川公民館と
長浦公民館は午後5時まで）
投票場所 市役所 7階会議室、
平川公民館、長浦
公民館
持ち物 投票所入場券
※投票所入場券が手元に無くても、投票できる要件
（年齢要件や住所要件）
を満たしている方であれ
ば、投票できます。詳細は、本紙3月1日号をご覧く
ださい。
選挙管理委員会 ☎（62）3913

市では、労働力不足に悩む農家への労働力を補う
とともに、市民の方に就業の場を提供するために、農
業ヘルパー制度を行っています。
対象 ・雇いたい方 市内在住の農業経営者
・働きたい方 どなたでも
（農作業経験は不問）
雇用条件 働く場所や作業内容、時間、時給などの
条件は、
受け入れ先となる農家により異なります。事
前に、お互いの希望する雇用条件を確認することが
できます。
利用方法 農林振興課と農業センターに用意してい
る登録票を記入し、提出してください。
また、登録票
は市ホームページからダウンロードできます。
農業センター ☎（60）5171

会員が培った知識・経験を活かし、丹念な仕事を
します。
電話で申し込むことができますので、
ぜひご利用く
ださい。
内容 植木の手入れ、草取り、草刈り、大工仕事、農
作業、ふすま・障子の張り替え、
毛筆賞状書きなど
シルバー人材センター（飯富1604） ☎（63）6053

市営住宅の入居者を募集します

危険物取扱者試験

希望する方は、入居者資格を確認し、
申し込んでく
ださい。
（飯富2754） 募集戸数 5戸
募集団地 飯富団地
募集期間 3月15日（水）〜31日（金）
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。
・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、応
募多数の場合は、条例に基づく選考となります。
申込方法 申込書に必要事項を記入し、
窓口に提出
してください。用紙は、建築住宅課、
平川行政セン
ター、
長浦行政センターで用意しています。
入居予定日 5月15日（月）
建築住宅課 ☎（62）3645

試験日 6月18日
（日）
場所 清和大学・木更津総合高等学校
（木更津市太田）
電子受付期間 3月21日
（火）〜4月18日
（火）
書面受付期間 3月24日
（金）〜4月21日
（金）
※書面の受付は、消防試験研究センター千葉県支部で
行います。
▶乙種第四類受験者を対象とした講習会も行います。
試験申請書配布と講習会受付のみ、袖ケ浦市消防本
部で行います。
消防本部 予防課 ☎（63）6191

こんきゅう

「道路ふれあい月間」推進標語を募集

シルバー人材センターでは
様々な仕事をお受けしています

鉛筆書きの孫の便りのうれしかり
詐欺に注意と書かれてあれば
小野

庭に射す立春の陽のやわらかく
松の根方に福寿草の咲く

悲しみの数だけ哀しさ深まりて
妻の介護にひたすらの吾

改札を一人通りて硝子越しに
贅沢なほどに富士の山見る

石川

原

北見

律子

義人

福一

可月

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「金森博介」絵画作品展示

悦子

日時 4月5日
（水）午前10時〜午後3時
場所 袖ケ浦市役所 2階第一会議室
内容 土地の境界問題全般、土地分筆登記他、破産な
どの訴訟手続、相続登記などの登記手続き全般
土地家屋調査士会 齊藤 ☎（25）7011

岩楯

土地家屋調査士・司法書士 登記無料相談

人等みな小腰かがめて並びいる
リハビリ室に我も続けり

国土交通省では、毎年8月を「道路ふれあい月間」とし
て、道路の愛護活動や正しい利用の啓発などの推進に
努めています。この一環として、
平成29年度「道路ふれあ
い月間」推進標語を募集します。
詳細は、
国土交通省のホームページをご確認ください。
テーマ 道路は、生活の向上と経済の発展に欠くことの
できない国民共有の、
つまりあなたの財産です。みんな
が道路と親しみ、ふれあい、
常に広く、美しく、
安全に、
共に楽しく利用し、次世代に受け継いでいきましょう。
応募資格 小学生以上の方
応募期限 3月31日
（金）必着
国土交通省 道路交通管理課 越智・岡野
☎03（5253）8111
（内線37423）
HP http://www.mlit.go.jp/

袖ケ浦駅海側地区保全緑地のタブノキ

千葉県知事選挙の期日前投票を
行っています

東京都千葉福祉園 お花見会
お花見会で、春の一日をともに楽しく過ごしませんか？
日時 4月9日
（日）午前10時〜午後2時 ※雨天決行
桜並木周辺
場所 東京都千葉福祉園 総合訓練センター、
▶駐車場は、係員の指示に従ってくだ
さい。
内容 生産品販売、
フリーマーケット、
模擬店、和太鼓演奏 ほか
東京都千葉福祉園 橋本 ☎（62）6497

法光寺公園のタブノキ

期間 4月2日（日）〜11日（火） ※初日は正午から。最終日は午後2時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046

２０１７年（平成２９年）3 月１５日

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
当番医

直接土に触れ、
自分の手で野菜を育ててみませんか。丹精
込めて育てた野菜の味は格別です。
ぜひ、
ご利用ください。
利用期間 4月1日〜平成30年3月31日
（1年間）
利用できる方 市内在住、在勤の方（市外の方は要相談）

診療科目

電話

内科
犬丸内科皮膚科クリニック 小児科
（64）
1191
19日
〔蔵波台2-28-5〕 皮膚科

20日

かんのう整形外科 整形外科
外科 （60）
7577
〔神納689-1〕 リウマチ科

26日

蔵波台ハートクリニック 内科
（63）
5100
〔蔵波台5-17-2〕 循環器科

※このほかの救急医療機関の問い合わせ
は消防署 ☎
（64）
0119へ

▶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。
HP http://www.qq.pref.chiba.lg.jp/
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

名称

場所

１区画面積

賃料（年額）

申込先

備考
水道・駐車場あり

神 納 ふ る さ と 農 園

神納

20㎡（約6.0坪）

5,000円

堀切 まさ子
☎（62）0802

か ん の う 市 民 農 園

神納

26㎡（約7.8坪）

5,000円

関 典子
☎（62）0492

用水・駐車場あり
袖ヶ浦高校近く

ホームラン農園・たかはし

蔵波

60㎡（約18坪）

12,000円

高橋 光雄
☎080（1067）8201

水道・トイレ・駐車場・休憩場
あり

春休みおはなし会

中央図書館

楽しいおはなしと絵本の読み聞かせがいっぱいです。
おはなしを聞いて、工作をして、春休みの一日を楽しく過
ごしませんか？
日時 3月30日
（木）午前10時30分〜午後3時
場所 長浦おかのうえ図書館
時間

場所

対象

内容

親子いっしょ 10：30〜 2階
のおはなし会 11：00
電算室

4歳〜
おはなしと手遊び、
小学生の方
絵本の読み聞かせ
※保護者も
を行います。
参加可

わらべうたで 11：00〜 2階
あそぼう
11：30
電算室

0 歳 から の わらべうたあそび
乳 幼児とそ と絵本の読み聞か
の保護者
せを行います。

つくって
4歳〜
あそぼう！
13：30〜 3階
小学生の方
いとでんわで 14：00
大会議室 ※保護者も
あそぼう
参加可

紙コップと毛 糸で
かわいい糸でんわ
を作って遊びます。
子どもだけでも作
れる簡単な工作で
す。

4歳〜
大型絵本の読み聞
大型えほんと 14：00〜 3階
小学生の方
かせとおはなしの
おはなし会
15：00
大会議室 ※保護者も
語りを行います。
参加可

参加費 無料（予約不要）
中央図書館 ☎（63）4646

共催 むかしむかしの会

●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

臨海スポーツセンター

春休み短期水泳教室の生徒を募集

水道工事当番店
（緊急）

定期水泳教室に参加している方も受講できます。

緊急以外の修繕工事は
市の指定する工事店へ

教室名

月日

工事店・電話
（9：00〜17：30）

3月15日〜18日 飯島設備
3月19日〜25日 橋立管工

（63）
0748
（62）
5255

3月26日〜4月1日 シバサキ建設 （63）
0911

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
3月21日（火）〜25日（土）の各地区指定日

※3月20日（祝）の収集は、翌週に行います。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎（63）1881

ライフスタイルを見直し、
日頃から省エネを
電気ポットは低めの温度で保温し、必
要な時にその都度、沸騰させましょう。
また、長時間使わない時は、
コンセント
を抜きましょう。
環境管理課 ☎（62）3404

編集室から
本紙1面にあるように、袖ケ浦公園の桜が見
ごろを迎えます。
約千本の桜が所狭しと咲き、とてもきれいで
すので、お時間のある際は、袖ケ浦公園に出か
けてみてください。
（ｔ）

作付できるもの 1〜2年生の作物
※果樹・花きなどの永年性作物は、
作付けできません。
申込方法 利用を希望する農園に、
電話で申し込んでくださ
い（申込先着順）。
農林振興課 ☎（62）3460

市内の市民農園（貸し農園）一覧

イベント名

診療時間 午前9時〜午後5時
3月

市民農園（貸し農園）の利用者を募集します

プール
だいすき！
チャレンジ
クロール25

期日

時間

対象

定員

顔を水につけられ
10名
ない新小学１年生

3/27、3/29〜31 15：00〜
計4日間
16：00 息継ぎなしのクロ
ールを12〜15 m 10名
泳げる小学生

受講料 1,500円 ※別途プールの入場料が必要です。
申込方法 電話または窓口で申し込んでください（申込先
着順）。
その他 見学は随時受け付けています。
▶詳細は、お問い合わせください。
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

総合運動場

足が速くなる 陸上教室

走り方の基本を覚えて、少しでも速く走れるようになるの
が目標です。
事前の申込は不要ですので、興味のある方はご参加くだ
さい。
教室名
新小学2〜3年生
新小学4〜6年生

期日
3月29日（水）

時間
13：30〜14：30
15：00〜16：00

※天候・グラウンド状態不良の場合は中止となりますので、
お問い合わせください（当日の正午までに決定）。
場所 総合運動場 陸上競技場
参加費 350円
持ち物 運動靴（スパイク不可）、運動着、
タオル、飲み物
▶当日は、教室開始の15分前から陸上競技場で受付を行
います。
総合運動場 ☎（62）5350

■振り込め詐欺にご注意ください

こころのたまてばこ
（紙芝居）を
作成しました
市教育委員会で
は、
平成25年度に作
成した道徳 読み物
資料「こころのたまて
ばこ」のより一層の活
用を図るため、袖ヶ
浦高校の美 術部と
図書 委員会の生徒
たちに協力いただき、15話分を紙芝居として作成しました。
これまでも袖ヶ浦高校の生徒には、
市立幼稚園などでの読
み聞かせなど、様々な場面で協力をいただいています。
この紙芝居は、市立幼稚園・小学校における道徳の授
業や読み聞かせなどで活用し、未来の袖ケ浦を担う子ども
の規範意識や思いやりの心を育成していきます。
学校教育課 ☎（62）3727

ガウラとお友達キャラクターが
東京ドイツ村に遊びにくるよ
ガウラが県内外のお友達キャラクター
をたくさん誘って、東京ドイツ村に遊びに
行きます。
当日はみんなでワイワイとグリーティング
を行いますので、皆さんも、
ぜひキャラク
ター達に会いに来てください。
※当日遊びにくるキャラクターは、市ホーム
ページで紹介しています。
日時 3月19日
（日）午前11時〜午後3時頃
場所 東京ドイツ村
秘書広報課 ☎（62）2465

根形公民館サークル作品展
〜桜とアートに出会う春〜
根形公民館を拠点に活動する作家たちの今年の秀作・
力作が、
一堂に会します。ぜひ、お越しください。
期間 3月25日
（土）〜4月2日
（日）午前9時〜午後5時
※3月25日は午前10時から。4月2日は午後4時まで。
場所 根形公民館 多目的ホール
作品 絵画、
書道、陶芸、生け花、表装
根形公民館 ☎（62）6161

公民館などの施設を引き続き利用
する場合は、登録の更新が必要です
社会教育施設（公民館など）で利用者登録をしている方
の登録の有効期限は、
平成29年3月31日です。4月1日以降も
引き続き利用する場合は、登録の代表者が身分を証明す
るものを持参し、利用する公民館で更新の手続きを行って
ください。
なお、社会体育施設（総合運動場など）は、登録日から
1年間が有効期間となります。
▶社会教育施設に関すること 生涯学習課 ☎（62）3743
▶社会体育施設に関すること 体育振興課 ☎（62）3791

不審な電話などがあった場合は、迷わずご相談ください。
千葉県警察 電話de詐欺（振り込め詐欺）相談専門ダイヤル ☎0120（494）506

