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きさポン

KISARAZU CITY          TH ANIVERSARY

木更津市制施行70周年を
記念して誕生したタヌキの
キャラクター。木更津の「き
さ」と童謡「証城寺の狸ばや
し」の舞台の街であることか
ら、タヌキがお腹をたたく様
子の「ポン」で「きさポン」
と名付けられました。おへそ
は「人と人とのつながりは無
限に広がっている」ということをイメージした無限大「∞」。

市制施行80周年という記念の年を「これまで」の歩みと「こ
れから」を結ぶ年と位置付け、市民の皆様をはじめ、地域、企
業、各種団体、行政等が市のまちづくりの担い手として連携し、
新たな未来に向けて、さらなる飛躍·発展·躍動の契機とします。

マスコットキャラクター

ピンバッジ ボールペン

ノート

タオル マスク

缶バッジ

ぬいぐるみ

「市
制施
行80

周年
」

記念
ロゴ
が完
成し
まし
た！

次のページからは
市制施行80周年記念
特集がはじまるよ♪

Go to Next Pages!

至るところに登場して、
木更津の魅力を広めています

LINEスタンプもあるよ♪

購入は
こちらから

2022年は木更津市制施行80周年記念イヤー

※在庫状況についてはお問い合わせください。

きさポンの
グッズを販売中♪

観光案内所で

販売 	木更津市観光案内所　住 	富士見1-2-1
	 ☎ 22-7711 1図 C-4MAP

80

ハンドタオル

リフレクター

木更津駅西口前

などなど…
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● アメリカ合衆国

　カリフォルニア州

　「オーシャンサイド市」

●大韓民国 忠清北道「槐山（クェサン）郡」

● インドネシア共和国 西ジャワ州「ボゴール市」

● フィリピン共和国 南スリガオ州「ビスリグ市」

●台湾 苗栗県「苗栗（ミャオリ）市」

●ベトナム社会主義共和国 「ダナン市」

一　見よ日に映ゆる 富士の嶺

照りそう浦は「君去らず」

清き姿と ゆかしさは

われらが理想 わが郷土

二　たて躍進の ときは今

港の栄え 日に増して

文化の花咲く 自治のまち

われらが誇り わが郷土

三　いざもろともに 腕を組み

力を合せ ほがらかに

明日の希望を 胸に秘め

たたえよ木更津 わが郷土

木更津市の概要
未来へつながるまち

Overview of Kisarazu

　木更津市は、南房総・東京湾岸に位
置する穏やかで歴史あるまちです。
　東京湾アクアラインのたもとには盤
洲干潟が広がり、内陸部には万葉集に
も登場する緑豊かな上総丘陵がありま
す。温暖な気候で、天候が良い日には
富士山を望むことができます。港町と
して栄え、昭和後半はカーフェリーが
活躍。現在は、東京湾アクアライン・
館山自動車道・圏央道（首都圏中央連
絡自動車道）がクロスする、交通の要
となっています。�

　木更津の「木」がモ
チーフとなっているエ
ンブレムです。
　円は港を意味し上部
は港口、市民の団結、
発展を表しています。

　私たちは、東京湾と上総丘陵がおりなす美
しい風土に恵まれ、先人により育まれた伝統
と文化を受け継ぐ木更津市民です。
　私たちは、世界に開かれ、夢と希望に満ち
た住みよいまちをつくるため、ここに市民憲
章を定めます。

138.0㎢	 東西	 21.98㎞
	 	 南北	 14.54㎞

総数	 135,972人	（世帯数		64,574戸）
男性	 68,559人
女性	 67,413人

70年以上
受け継がれている
歴史ある歌だよ

千葉県

木更津市

（令和4年7月１日現在）面積

姉妹都市

市の木「ツバキ」

友好都市

人口

（昭和２２年１２月２２日制定）

（平成２９年３月２２日議決）

（昭和２３年１１月３日制定）

姉妹都市・友好都市

　昭和48年の若潮国体を記念
し、市民の投票によって選定さ
れました。

市の花・市の木地勢

市章

木更津市民憲章

市民歌

市の花「サツキ」

一　豊かな自然を守り  ふるさとを愛します

一　歴史に学び  伝統と文化をつなぎます

一　命を尊重し  多様性を認めあいます

一　地域のきずなを深め  互いに支えあいます

一　運動に親しみ  健やかな体をつくります

一　生きる力を高め  自ら考え行動します

一　感謝の心を大切にし　社会に貢献します
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金田幼稚園
〒292-0008 木更津市中島1250

畑沢幼稚園
〒292-0825 木更津市畑沢3ｰ9ｰ1
TEL 0438（36）5055

八重原幼稚園
〒299-1162 君津市南子安1377
TEL 0439（52）1328

令和5年4月から清和大学附属幼稚園は
全てこども園に移行します！

TEL 0438（41）0151

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

005
220

君津学園 御中 2校原稿
木更津市暮らしの便利帳

2022年7月13日
8FK411H0B
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木更津市制施行70周年を
記念して誕生したタヌキの
キャラクター。木更津の「き
さ」と童謡「証城寺の狸ばや
し」の舞台の街であることか
ら、タヌキがお腹をたたく様
子の「ポン」で「きさポン」
と名付けられました。おへそ
は「人と人とのつながりは無
限に広がっている」ということをイメージした無限大「∞」。

市制施行80周年という記念の年を「これまで」の歩みと「こ
れから」を結ぶ年と位置付け、市民の皆様をはじめ、地域、企
業、各種団体、行政等が市のまちづくりの担い手として連携し、
新たな未来に向けて、さらなる飛躍·発展·躍動の契機とします。

マスコットキャラクター
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次のページからは
市制施行80周年記念
特集がはじまるよ♪

Go to Next Pages!

至るところに登場して、
木更津の魅力を広めています

LINEスタンプもあるよ♪

購入は
こちらから

2022年は木更津市制施行80周年記念イヤー

※在庫状況についてはお問い合わせください。

きさポンの
グッズを販売中♪

観光案内所で

販売 	木更津市観光案内所　住 	富士見1-2-1
	 ☎ 22-7711 1図 C-4MAP
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● アメリカ合衆国

　カリフォルニア州

　「オーシャンサイド市」

●大韓民国 忠清北道「槐山（クェサン）郡」

● インドネシア共和国 西ジャワ州「ボゴール市」

● フィリピン共和国 南スリガオ州「ビスリグ市」

●台湾 苗栗県「苗栗（ミャオリ）市」

●ベトナム社会主義共和国 「ダナン市」

一　見よ日に映ゆる 富士の嶺

照りそう浦は「君去らず」

清き姿と ゆかしさは

われらが理想 わが郷土

二　たて躍進の ときは今

港の栄え 日に増して

文化の花咲く 自治のまち

われらが誇り わが郷土

三　いざもろともに 腕を組み

力を合せ ほがらかに

明日の希望を 胸に秘め

たたえよ木更津 わが郷土

木更津市の概要
未来へつながるまち

Overview of Kisarazu

　木更津市は、南房総・東京湾岸に位
置する穏やかで歴史あるまちです。
　東京湾アクアラインのたもとには盤
洲干潟が広がり、内陸部には万葉集に
も登場する緑豊かな上総丘陵がありま
す。温暖な気候で、天候が良い日には
富士山を望むことができます。港町と
して栄え、昭和後半はカーフェリーが
活躍。現在は、東京湾アクアライン・
館山自動車道・圏央道（首都圏中央連
絡自動車道）がクロスする、交通の要
となっています。�

　木更津の「木」がモ
チーフとなっているエ
ンブレムです。
　円は港を意味し上部
は港口、市民の団結、
発展を表しています。

　私たちは、東京湾と上総丘陵がおりなす美
しい風土に恵まれ、先人により育まれた伝統
と文化を受け継ぐ木更津市民です。
　私たちは、世界に開かれ、夢と希望に満ち
た住みよいまちをつくるため、ここに市民憲
章を定めます。

138.0㎢	 東西	 21.98㎞
	 	 南北	 14.54㎞

総数	 135,972人	（世帯数		64,574戸）
男性	 68,559人
女性	 67,413人

70年以上
受け継がれている
歴史ある歌だよ

千葉県

木更津市

（令和4年7月１日現在）面積

姉妹都市

市の木「ツバキ」

友好都市

人口

（昭和２２年１２月２２日制定）

（平成２９年３月２２日議決）

（昭和２３年１１月３日制定）

姉妹都市・友好都市

　昭和48年の若潮国体を記念
し、市民の投票によって選定さ
れました。

市の花・市の木地勢

市章

木更津市民憲章

市民歌

市の花「サツキ」

一　豊かな自然を守り  ふるさとを愛します

一　歴史に学び  伝統と文化をつなぎます

一　命を尊重し  多様性を認めあいます

一　地域のきずなを深め  互いに支えあいます

一　運動に親しみ  健やかな体をつくります

一　生きる力を高め  自ら考え行動します

一　感謝の心を大切にし　社会に貢献します
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

006
070

千葉信用金庫 御中 初校原稿
木更津市暮らしの便利帳

2022年6月8日
8FK411H0B




