
学校/家族/友達/自然/乗り物/動物……。描かれた絵から、輝かしい木更津市の未来を感じることができます。
1つ1つのパレットはすべて表情が違います。木更津市はこのパレットのように、彩り豊かな個性が集う多様性のあるまちを目指します。
このデザインは、市制施行80周年の記念品をはじめ、今後さまざまな場面で活用していく予定です。

未来につながるまち ORGANIC CITY KISARAZU

2022（令和4）年9月1日発行 №821

広報広報

9 ※町名別・年齢別人口や国勢調査に基
づく常住人口は、 市ホームページをご
覧ください。� 1001912

人口
男
女

世帯

136,060人
68,624人
67,436人

64,682世帯

（+88）
（+65）
（+23）

（+108）

8月1日現在の住民基本台帳
人口・世帯数 （ ）は前月比

未来の木更津市へ
残したいもの

KISARAZU
PALETTE

市制施行80周年記念事業
続々進行中です

詳しくは次のページから

アプリ「カタログポケット」で広報きさらづを
配信中！（10カ国語対応）お手元のスマート
フォンなどにインストールすると、広報きさ
らづを閲覧できます。

掲載している情報は新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、内容の中止や変更、利用制限をかける場合があります。イベントなど参加を希望する場合は事前にお問い合わせください。

毎月市民の皆さまへ市長が動画で
メッセージをお伝えしています。
◀︎メッセージ動画はこちらから

今月のメッセージ

「未来の木更津市へ残したいもの」をテーマに、木更津市内の小学生が純真無垢な思いで描いたアートの
数々を、パレットのようにデザインしました
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募集内容　電子地域通貨「アクアコイン」を使って、木更津市を活性化するアイデア（市
の発展や地域課題の解決、豊かさの創出など）を募集しています。
応募条件　15歳以上（中学生を除く）で最終審査会に出席可能な方（チーム） ※個人、グ
ループ（1グループ 5人まで）、団体・法人どなたでも応募可。（市外の方も応募可）
応募方法　10月31日（月）までにコンテスト特設サイト内のエントリーシートで応募。
〈コンテストの流れ〉
①一次審査（書類審査）：11月中旬結果発表
②ブラッシュアップ期間（一次審査通過者のみ）：11月中旬〜令和5年1月29日（日）
③最終審査会：日時　令和5年1月29日（日）午後1時〜3時

場所　中央公民館 3階多目的ホール（アクア木更津B館）
★入賞者にはアクアコインプリペイドカードを贈呈（大賞：10万円分　入賞：2万円分）

アクアコイン普及推進協議会事務局（産業振興課内）
☎0438（23）8460　 0438（23）0075

君津信用組合　☎0438（20）1122

AQUA COIN アイデアコンテスト 2022AQUA COIN アイデアコンテスト 2022
アクアコインを使いこなせ！アクアコインを使いこなせ！

　市民の皆さまと共に考えるワークショップ「きさらづ未来会議」を開催し、42人の参加者と「きさ
らづ未来ビジョン（案）」を取りまとめました（市ホームページから閲覧可）。より多くの皆さまの意
見を反映させるために、この「きさらづ未来ビジョン（案）」に対する意見を募集します。
きさらづ未来ビジョンとは
　20年後（市制施行100周年）の木更津市の未来像とその実現に向けた道筋を描いたものです。
意見募集期間終了後は必要に応じて修正を加え、最終的な「きさらづ未来ビジョン」は11月3日（祝）
の市制施行80周年記念式典で、きさらづ未来会議参加者から市長へ、提言書として提出されます。

意見募集期間　9月30日（金）まで
意見提出方法　市ホームページ
から提出。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

木更津市制施行80周年記念事業実行委
員会事務局（企画課内）

1010269
☎0438（23）7468　 0438（23）9338

「きさらづ未来ビジョン（案）」への意見募集

あなたの想いをカタチに

オーガニック・デイ開催イベント

みんなで持続可能なまちをつくろう！オーガニックなまちづくり 　11月3日（市民の日）は、ふるさと木更津
の「みらい」を考える日。
　この日を「オーガニックシティ木更津」を
もっと 育 て る 日 と し て「ORGANIC DAY

（オーガニック・デイ）」と名付けました。
　ふるさと木更津のみらいのために、今から
できることをしてみませんか？

　制限時間内に「ハンティングMAPに示され
た市内約100カ所のスポットをできるだけ多く
巡る」・「スポットで与えられたミッションをク
リアする」・「スポットでフォトジェニックな写
真を撮る」ことで獲得できるポイント数をチー
ムで競う、新感覚サイクルイベントです。
日時  10月1日（土）午前8時30分〜午後3時30分

（受付：午前7時30分〜） ※荒天の場合は10月2日（日）に順延。
発着場所 
発：ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京（伊豆島中ノ台1148－1）
着：かずさアカデミアホール（かずさ鎌足2－3－9）
対象  小学生以上（小・中学生は保護者同伴）
定員　80組（1チーム 1人〜5人）
参加費　一般3,000円(木更津市民1,500円) 　高校生以下1,000円
申込方法  9月16日（金）までにイベント公式サイトで申し込み。

観光振興課　☎0438（23）8459　 0438（23）0075

公式サイト

特設サイト

　未来を生きる子どもたちに今、私たちができることは何かを考え、楽しみながら学ぶことができ
るワークショップやセミナー、ミュージックライブやファーマーズマーケットなどを開催します。

オーガニックシティ推進課　☎0438（23）8049　 0438（23）9338

人参湯夜間点燈
　JR木更津駅西口（みなと口）の廃業した建物を無　JR木更津駅西口（みなと口）の廃業した建物を無
料開放、全照明を点燈しレトロな銭湯内部を見る料開放、全照明を点燈しレトロな銭湯内部を見る
ことができます。ことができます。
時間時間　午後5時〜8時　　午後5時〜8時　場所場所　人参湯（中央3－4－39）　人参湯（中央3－4－39）

木更津みなとまちなかワークショップ木更津みなとまちなかワークショップ
☎090（2333）6561☎090（2333）6561

證誠寺ビッグテーブル證誠寺ビッグテーブル
　秋の宵の屋外食事会イベントです。　秋の宵の屋外食事会イベントです。
どなたでも利用できます。どなたでも利用できます。
時間 時間  午後5時〜7時午後5時〜7時
場所 場所  證誠寺会館駐車場（富士見2－9－30）證誠寺会館駐車場（富士見2－9－30）

木更津みなと口こども食堂木更津みなと口こども食堂
☎090（2333）6561☎090（2333）6561

KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2022　「子どもたちの笑顔の花咲く種をまこう！」

KISARAZU COLLECTION 2022KISARAZU COLLECTION 2022
　子ども達が主役のファッションショーです。　子ども達が主役のファッションショーです。
テーマテーマ　MIRAI 未来〜未来の木更津に残したいもの〜　MIRAI 未来〜未来の木更津に残したいもの〜
時間時間　午後3時〜4時30分　午後3時〜4時30分
場所場所　鳥居崎海浜公園（富士見3－5－5）　鳥居崎海浜公園（富士見3－5－5）
※本番に向けて随時情報を発信していきます。※本番に向けて随時情報を発信していきます。

学校教育課学校教育課　☎0438（23）5264　　☎0438（23）5264　 0438（25）39910438（25）3991

日時  11月3日（祝）午前9時30分～午後3時30分（一部午後3時まで）
場所  潮浜公園（潮浜1−12） ※入場無料（要申し込み）

※事前申し込みは10月1日（土）からイベントサイトで申し込み。

ホームページ

Instagram

AQUA

ORGANIC DAY KISARAZU
～オーガニックシティ木更津をもっと育てる日～

市制施行80周年記念事業紹介　　　 未来につながるまち　きさらづ

木更津市制施行木更津市制施行
80周年記念事業80周年記念事業
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対象  市内在住・在勤・在学の方
開催形式 オンライン動画配信
受講料　無料（通信料は受講者負担）
申込方法  最寄りの公民館から視聴
する場合、往復はがきに氏名（ふりが
な）・郵便番号・住所・電話番号・年齢・
性別、視聴希望番号（下の表の①〜⑱)
、返送用宛先を記入のうえ、郵送で
申し込み。
★自宅でも視聴できます（詳しくは市
ホームページをご覧ください）

〒292－8555 東太田3－4－5
清和大学　市民公開講座受付係

☎0438（30）5555

視聴会場 第１回配信講座 第２回配信講座 第３回配信講座
中央公民館 ①10月9日(日)13:30～ ④10月23日（日）13:30～ ⑦11月5日（土）13:30～
富来田公民館 ②10月5日（水）10:00～ ⑤10月25日（火）10:00～ ⑧11月8日（火）10:00～
畑沢公民館 ③10月7日（金）14:00～ ⑥10月19日（水）14:00～ ⑨11月11日（金）14:00～

視聴会場 第４回配信講座 第５回配信講座 第６回配信講座
中央公民館 ⑩11月26日（土）13：30～ ⑬12月18日（日）13：30～ ⑯12月24日（土）13：30～
富来田公民館 ⑪11月22日（火）10：00～ ⑭12月14日（水）10：00～ ⑰12月27日（火）10：00～
畑沢公民館 ⑫11月30日（水）14：00～ ⑮12月9日（金）14：00～ ⑱12月27日（火）14：00～

配信期間 講座内容
第
１
回

10月1日（土）～
10日（月）

福島 都茂子氏（清和大学 教授）
ロシアのウクライナ侵攻～軍事侵攻がも
たらしたもの～

第
２
回

10月18日（火）～
27日（木）

清水 太郎氏（清和大学 准教授）
ゴーン氏事件をふりかえる～主として商
法の観点から～

第
３
回

11月4日（金）～
13日（日）

田嶋 彩香氏（木更津工業高等専門学校 
講師）
宮沢賢治文学を味わう～隠れた名作を中
心に～

第
４
回

11月21日（月）～
30日（水）

宗政 朱利氏（清和大学短期大学部 講師）
地域の中の子ども家庭福祉～木更津市の
とりくみを例として～

第
５
回

12月8日（木）～
18日（日）

谷津 貴久氏（清和大学 准教授）
日本語とコンピュータ～文字と入力と使
われ方について～

第
６
回

12月24日（土）～
令和5年1月3日（火）

稲木 章宏氏(郷土博物館金のすず 職員)
金鈴塚古墳を学ぶ

　木更津の里山・里海で、自然や生き物との触れ合いを通して楽しみな
がら環境を守る大切さについて学べます。
日時　10月23日（日）午前9時金田みたて海岸集合
  午後3時30分KURKKU FIELDS解散　　　
場所　午前：金田みたて海岸　午後：KURKKU FIELDS
  ※集合、移動は自家用車など各自でお願いします。
定員　25組50名（原則2人1組、先着順）
料金　1人当たり800円（昼食代）
申込方法　9月5日（月）から10月14日（金）までにきさらづDMOホームページで申し込み。

きさらづ里山里海未来拠点形成推進協議会　☎0438（38）5575　

きさらづ あそんで まなぶ 自然旅
　市では、基幹作物である木更津産米の付加価値向上や
ブランド化に資するため、令和4年度「木更津産米」食味
分析コンクールを開催します。
最終審査日　10月20日（木）
会場　JA木更津市（長須賀382）
出品期間 9月12日（月）〜10月7日（金）
審査対象米　令和4年木更津産うるち米、玄米2㎏

農林水産課　 1007346
☎0438（23）8445　 0438（23）0075

「木更津産米」食味分析コンクール

　高校生世代によるJR木更津駅周辺を活性化するための
活動を行っている団体が企画したイベントです。
　皆に推したい木更津の魅力的な商品をアンテナショッ
プで紹介・販売します。
★あの老舗から、高校生世代が提案した新商品も販売！
日時  9月16日（金）午後3時〜7時
  9月18日（日）午前10時〜午後5時
場所  JR木更津駅東口 旧NewDays
（一社）まちづくり木更津　 1010468
☎0438（38）6430

　 生涯学習課　☎0438（23）5274
0438（25）3991　 1001646

生涯学習市民公開講座

キャンペーン付与要件
①1日8,000歩を歩く5p➡10p
②①を同月中に10回達成10p➡50p
③期間内に新規登録した方には100pプレゼント&健康推進課で
スマホの画面の確認ができた方にはさらに景品をプレゼント!!
キャンペーン実施期間　10月31日（月）まで
ポイント付与期限　付与要件を満たした翌日から1カ月間　

健康推進課　 1007076
☎0438（23）8376　 0438（25）1350

『らづFit』ポイント増量キャンペーン&
らづFit2周年記念

市制施行80周年

　7月23日から日程分散で実施した
第75回木更津港まつり「花火打ち上
げ」は、スポンサー様をはじめ関係者
の皆さまのご協力により開催するこ
とができました。

  第75回  第75回
木更津港まつり木更津港まつりをを
開催しました開催しました

　17回目となる今大会は、木更津市・君津市・富津市・
袖ケ浦市・市原市のスポットを巡る約111kmのコースと
なっています。
日時  10月8日（土）午前8時スタート
発着地　イオンモール木更津（築地1－4）
対象  小学5年生以上 ※中学生以下は保護者（別途申込必
要）の伴走が必要です。
定員  400人（先着順）
参加料　大人10,000円　小・中学生5,000円
申込方法  9月15日（木）までに大会公式サイトから申し
込み。

観光振興課　 1010426
☎0438（23）8459　 0438（23）0075 

ツール・ド・ちば2022

大会公式サイト

　2~10人のチームで1周2.1㎞のコースを、仲間とタス
キを『つなぐ』3時間耐久リレーマラソンです。参加者は木
更津名産のブルーベリーを味わうことができます。
日時  11月20日（日）午前11時スタート
場所  ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京（伊豆島
中ノ台1148－1）
対象  小学生以上　
申込方法  スポーツエントリーで申し込み。
一次募集：市民先行エントリー100組 9月9日（金）まで（抽選）
二次募集： 一般エントリー100組 9月10日（土）

から9月23日（金）まで（抽選）
※詳しくは大会公式サイトをご覧ください。

きさらづスポーツコミッション　 kbr@kisarazu-sc.jp

木更津ブルーベリーRUN

大会公式
サイト

ユース部会
Instagram

〜 Z世代が推す！木更津の名店〜〜 Z世代が推す！木更津の名店〜
あつまれ！木更津のまち  ユース商店街

木更津市中心市街地活性化協議会・ユース部会主催木更津市中心市街地活性化協議会・ユース部会主催

申し込みはこちら

アプリの
ダウンロードはこちら

　熱中症に注意しながら、1日「8,000歩」歩いて
「健康とポイント」を手に入れましょう‼

『らづFit』とは
アクアコインアプリの一機能で、
スマートフォンの歩数計と連携
し、1日8,000歩達成すると「らづ
ポイント」が付与されます。「らづ
ポイント」は、アクアコイン加盟
店でお買い物に利用できます。

ご支援いただいたスポンサーの皆さま（敬称略）
・・（株）アセットコーポレーション
・・（株）ビッグワンオート
・・（株）Vivid Navigation（びびなび）
・・（株）佐久間
・・（株）ハマダ
・ ・ （株）かずさアカデミアパーク・かず

さアカデミアパーク街づくり協議会
・・（一社）木更津港湾愛護協会
・・日本製鉄（株）東日本製鉄所君津地区
・・共栄運輸（株）

・・関東自動車工業（株）
・・（有）関東ミニポンプ
・・（有）関東リース
・・（株）木更津魚市場
・・夢空間グループ
吉村コンセクター（株）、
吉村コンパイン（有）

（有）ケイアールマネージメ
ント、ジュエリー夢空間、
24hエニタイムフィットネ
ス木更津店・幕張西店

第75回木更津港まつり実行委員会事務局（観光振興課内）　 1001042
☎0438（23）8459　 0438（23）0075

市制施行80周年記念事業紹介　　　 未来につながるまち　きさらづ



予防接種や健（検）診などの情報は、ホームページからでも見ることができます。
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新型コロナワクチン接種情報 健康推進課　☎0438（38）4876　 0438（25）1350
〒292−8501　朝日3−10−19　朝日庁舎

　8月8日時点で、オミクロン株対応ワクチン接種は、10月中旬以降に実施予定です。接種対象者や接種間隔など現時点では未定のため、
詳細が決まりましたら、市ホームページなどでお知らせします。ご不明な点がありましたら、厚生労働省の電話相談窓口をご利用ください。

　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター　☎︎（0120）761770（フリーダイヤル）午前9時～午後9時

まち美化推進課　 1003978
☎0438（36）1133　 0438（36）5374

環境政策課　☎0438（36）1443　 0438（30）7322
木更津警察署　☎0438（22）0110

障がい福祉課（朝日庁舎）　☎0438（23）8513　 0438（25）1213

　ごみ出しのルールを守っていないごみが原因と思われる、爆
発・火災事故が発生しています。ごみ収集員の安全と、ごみ処
理施設や収集車の爆発・火災事故を防ぐため、ごみ出しのルー
ルを守ってください。
スプレー缶の中身が残っている場合のごみ出しルール
①使い切るか火気のない風通しのよい屋外でガスを抜き、中
身がなくなったことを確認した後、穴を開ける。
②風通しのよい屋外にしばらく置き、完全にガスを抜いた後、

「燃やせないごみ」として排出する。
★小型充電式電池のニカド電池、ニッケル水素電池、リチウ
ムイオン電池は、市では処理できません。廃棄する際は、販
売店や取り扱い店にお問い合わせください。※電子たばこ、
モバイルバッテリーについては、リチウムイオン電池が使用
されていますが、平日にクリーンセンターに直接お持ち込み
いただければ、処理ができますので職員にお声がけください。

●精神障害者医療費助成
対象　本市に1年以上在住で、精神障がいのた
めに入院または自立支援医療を利用して通院を
されている方（所得制限あり）
助成額　入院・通院時の保険適用後の自己負担
額（精神科または心療内科受診分のみ対象）
※精神障害者医療費助成制度の利用者に対して
所得調査を実施しています。通知が届いた方は
9月30日（金）までに手続きしてください。

●難病患者療養見舞金支給
対象　市内在住で、君津健康福祉センターから
特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、
小児慢性特定疾病医療受給者証、先天性血液凝
固因子障害等医療受給者証のいずれかの交付を
受けている方（難病患者療養見舞金認定の申請
が必要です。）
助成額　月額7,000円
    （1カ月に20日以上入院した場合）

ごみ処理施設や収集車で火災・爆発が発生しています!! 障がいのある方の医療費助成・見舞金

このマークがあるものは
小型充電式電池です。

直接お持ち込みいただければ処理が
可能なもの。

　屋外焼却行為は一部の例外を除き法律で禁止されており、違反者には罰則が適用される場合があ
ります。※5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれの併科
例外として扱われる焼却行為（近隣住民に与える影響が軽微なことが前提）
・・風俗習慣上または宗教上の行事（例：どんど焼き）
・・ 農林水産業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却（例：刈り草など。ビニール･プラスチックは禁止）
・・ 軽微なたき火、キャンプファイヤー､ バーベキューなど
※上記焼却行為であっても、近隣住民に迷惑の掛かる行為は指導対象となります。

屋外焼却行為は禁止されています

ニカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池

リサイクルマーク
モバイル
バッテリー

電子
たばこ

対象者　①住民税非課税世帯で確認書が届いた世帯
 ②住民税非課税世帯のうち申請書による申請が必要となる世帯
 ③ 令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急

変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
申請等期日　①の世帯：令和4年10月19日（水）まで　 

②、③の世帯：令和4年9月30日（金）まで 
※詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

令和４年度
住民税非課税世帯等臨時特別給付金の
申請はお済みですか？

臨時特別給付金コールセンター　☎0438（38）6755
自立支援課（朝日庁舎）　 1009593　☎0438（23）6716

4回目接種のお知らせ　 接種費用 　無料（全額公費負担）

　重症化予防を目的として、4回目のワクチン接種を実施しています。
対象者　新型コロナワクチン 3回目接種から5カ月以上経過している次のいずれ
かの方（7月22日より③の方が追加となりました。）
①60歳以上の方　②基礎疾患がある18歳以上60歳未満の方
③医療従事者、高齢者施設などの従事者
接種券の発送
●60歳以上の方は、3回目の接種から4カ月が経過する月に接種券を発送しまし
た。（3回目を接種した月が令和4年4月までの方）
●対象者の②、③の方は、接種券の発行申請が必要です。
申請方法　市ホームページ（申込フォーム）、郵送、専
用コールセンター、健康推進課窓口で、発送の申し込
みをしてください。 ② 1010102　③ 1010385

個別接種（医療機関での接種）  ※予約必須　 1010135
　予約方法は、接種券に同封する「お知らせ」や市ホームページをご覧ください。 

集団接種（場所：市民総合福祉会館（潮見 2－9））　 1010168

取り扱いワクチン：武田/モデルナ社製のみ   ※予約優先
予約開始日（午前9時から） 接種日　時間：午前9時30分～午後3時30分

9月7日（水） 9月17日（土）・18日（日）・19日（祝）・25日（日）

1.木更津市予約システム「らづワクチン」で予約
2.専用コールセンターで「らづワクチン」の代行予約（フリーダイヤル） 
3. 公民館（金田出張所含む）・健康推進課（朝日庁舎）で「らづワクチン」の代行

予約（平日のみ）※月曜日に代行予約を実施していない施設があります。

専用コールセンター（午前９時～午後５時、土･日曜日、祝日含む）
☎（0120）357163 （フリーダイヤル）

基礎疾患 医療従事者

集団接種（場所：市民総合福祉会館（潮見2−9）） ※予約受付中
日時 9月23日（祝）午前9時30分〜午後3時30分　定員　500人
予約方法　1.木更津市予約システム「らづワクチン」で予約 

2.専用コールセンターで予約
注意事項　中学生以下は保護者の同伴が必要です。
個別接種 （医療機関での接種）※予約必須

　協力医療機関の予約方法などは、接種券に同封する「新型コロナワクチン
3回目接種（追加接種）のお知らせ」や市ホームページをご覧ください。

12歳から17歳までの方を対象にした3回目接種　 1009891
取り扱いワクチン：ファイザー社製のみ

　1、2回目接種については個別接種のみ実施しています。
5～11歳の方　 1009772　　12歳以上の方　 1007936

《1～３回目接種がまだお済みでない方へ》
　接種券が届いていないまたは紛失な
どのため、接種できずにいる方は、健
康推進課へご連絡ください。

自宅療養中の方への
食料支援  1009250

18歳以上の方の
3回目接種  1009468

予
約
方
法

詳細はこちら

●職場への陰性証明などの提出は不要です
　療養解除後や濃厚接触者の待機期間終了後に職場復帰する際に、陰性証明
などを提出する必要はありません。医療機関や保健所への証明の請求やお問
合せはお控えください。また、雇用主などの皆様もこの点にご留意のうえ、
適切なご対応をお願いします。

●病院に行かず抗原検査キット（体外診断用医薬品）を使って陽性者登録がで
きます
　発熱外来の予約が取りにくい状況などを踏まえ、県では、発熱外来に負担
をかけずに感染者を把握し、その後の支援などへつなげることができるよう、

「千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター」を
設置しています。
　このセンターは重症化リスクの低い方を対象に、希望に応じて検査キット
を無償配付するとともに、本人からの登録情報を基に医師が陽性者であるこ
とを確認し、発生届の作成・提出を行うものです。
　検査キットの申し込みや陽性者登録は、千葉県ホームページから。

【問い合わせ】
　　検査キット：専用コールセンター　☎︎0120（996）016
　　陽性者登録：専用コールセンター　☎︎0120（829）125
　　※いずれも、午前9時〜午後6時、土、日、祝日含む。

らづワクチン

　申請等の期日が迫っています。期日
を過ぎての申請などは給付が受けられ
なくなりますのでご注意ください！

千葉県　検査キット 検索
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①リビングケア
　アートを通して多様な価値観同士が出会い、対
話し、互いの違いを尊重し合える居場所づくりを
目的としています。上手い・下手などの評価にとら
われない「 ちがいを楽しむアートワークショップ 」
を企画・開催し、5月には、育色工房の中山育美氏
を講師にお迎えして、里山で草花や土などの素材
を集めて世界にひとつの
ハンカチを染める親子向
けワークショップを行い
好評でした。10月、11月
にもワークショップを開
催予定です。
　ぜひご参加ください。

②一般社団法人　健康よろず相談室
　身体的健康へのさまざまなアプローチや、介護相
談・法律相談や相談事というほどで無くても「ちょっ
と話を聞いて欲しい 」などの精神的健康へのアプ
ローチも行えるような相談員を迎え、気軽に相談で
きる事業を実施しています。岩根公民館で第4水曜
日午前10時～11時30分まで、金田地域交流センター

（きさてらす）で第2水曜
日午前10時～11時30分
まで各箇所予約制で月
一回、 無料相談会を開
催しています。

③里山農業体験塾
　耕作放棄地を活用した露地野菜の栽培や農業体
験事業を行い、里山の魅力・楽しさを発信し、交
流人口増加と農業の活性化に寄与する事業を実施
しています。7月には、ジャガイモ収穫祭を開催予
定でしたが、荒天のため中止し、後日、収穫したジャ
ガイモを参加予定者に贈呈しました。
　また、11月には、サツ
マイモの収穫祭を開催予
定です。
 ぜひご参加ください。

　個人宛の通知書は9月上旬
に郵送しますので、 指定された学校で受診し
てください（東清小学校・鎌足小学校・中郷小
学校のお子さんは朝日庁舎で実施）。
　通知書が届かない場合やご不明な点は、 学
校教育課までお問い合わせください。
受付時間　午後1時～1時20分

（一部午後0時50分～1時10分）
注意事項
・・新型コロナウイルス感染拡大に伴う変更など
のお知らせは、市ホームページに掲載します。

学校教育課　 1004997
☎0438（23）5259　 0438（25）3991

　計画や条例の策定にあたり参考にするため、市民の皆さんから
のご意見を募集しています。（内容は市ホームページ、担当課・行
政資料コーナー（朝日庁舎）、図書館、市内各公民館、金田出張所
で閲覧できます。）
募集期間　 9月23日（祝）～10月22日（土）
案件名
①木更津市個人情報の保護に関する法律施行条例（素案）について
②第2次木更津市空家等対策計画（案）について

総務課　（①について）☎0438（23）7097　 0438（25）1351
住宅課　（②について）☎0438（23）8599　 0438（22）4736

※募集期間は変更になる場合があります。
企画課（記事について）☎0438（23）7428

期日 会　場　名
10月6日（木） 高柳小学校
10月7日（金） 木更津第一小学校
10月13日(木) 岩根小学校
10月14日(金) 木更津第二小学校
10月19日(水) 祇園小学校
10月20日(木) 波岡小学校・請西小学校
10月26日(水) 真舟小学校
10月27日(木) 西清小学校
10月31日(月) 富来田小学校

11月1日(火) 金田小学校
※受付12：50～ 

11月7日(月) 八幡台小学校
※受付12：50～ 

11月16日(水) 清見台小学校
※受付12：50～ 

11月17日(木) 畑沢小学校

11月24日(木)
東清小学校、鎌足小学校、
中郷小学校
※朝日庁舎、受付12：50～ 

11月30日(水) 南清小学校

　市では、地域が抱えるさまざまな課題の解決に向けて、市民活
動団体などが自主的・自発的に行う市民活動を支援しています。

市民活動支援課　☎0438（23）8610　 0438（25）3566

　9月10日の「下水道の日」に関連して、市
内小学校4年生の作品から選ばれた優秀作品
による図画展を開催します。
展示期間　9月20日（火）正午～
     　　27日（火）午後1時
場所 イオンタウン木更津朝日2階グリーン
ホール（朝日3−10−19）

下水道推進室　業務係
☎0438（36）2700

0438（36）2742

令和3年度市長特別賞
木更津第二小学校

冨
とみざわ

沢 悠
はるみち

道さん

　下水道は、私たちが日常生活で使用
した水（汚水）をきれいな水にして河川
や海へ戻すという大切な役割を担って
います。
　下水道工事を行った地区について
は、毎年3月末に下水道が使えるよう
になります。
  下水道を整備しても、各家庭や事業

所で排水設備の接続工事をしないと汚
水を下水道に流すことができません。
下水道が使える地区にお住まいの方
は、早期の接続をお願いします。

下水道推進室　業務係
☎0438（36）2700

0438（36）2742

下水道図画展
下水道をお使いの皆さまへお願い

食べ残しはごみ箱
に捨てて排水口に
流さないようにし
ましょう。

油は新聞紙などに吸わ
せて燃やせるごみとし
て捨てましょう。

事業などで発生し
た廃液は適正に処
理しましょう。

　下水処理場では、汚水をきれいに処理し東京湾へ
放流しています。処理することができない油などを
排水口に流さないようご協力をお願いします。

下水道推進室　施設係
☎0438（37）9504

0438（36）2742

下水道への
接続を

お願いします

令和４年度協働のまちづくり活動支援事業
支援団体の活動を紹介します

皆さんの意見をお聞かせください就学時健康診断

江　川海上自衛隊海上自衛隊

　清潔で住みよいまちづくりのため、本年度、下記の区域で公共下水道整備を行います。
下水道推進室　建設係　☎0438（37）9502　 0438（36）2742下水道工事にご協力を下水道工事にご協力を

祇園1丁目 祇園3・4丁目 請西1丁目清川2丁目
小櫃川小櫃川

矢那川矢那川

16

409

下谷公園下谷公園

祇園駅祇園駅

清水谷公園清水谷公園

永婦公園永婦公園
梶ヶ作公園梶ヶ作公園

ＪＲ久留里線
ＪＲ久留里線

令和5年
4月入学児
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マイナンバーカードの申請は9月30日まで！マイナンバーカードの申請は9月30日まで！

最大20,000円のマイナポイント！

　陸上競技場の広い芝生の上で、思いっきり身体を
動かしませんか？
日時 令和4年10月18日（火）予備日20日（木）
   午前10時〜11時（受付 午前9時30分〜）
   ※雨天中止
場所 オーエンス陸上競技場（江川959－1）
内容 親子で一緒に手遊びや体操を行います。　
対象　親子（1歳〜3歳未満のお子様とその保護者）
定員 15組（親と子で2人1組）
参加料 500円（当日支払い）
持ち物 運動ができる服装、飲み物など各自必要
なもの
申込方法  市営体育施設ホームページから申し込み
または右のQRコードからEメールで申し込み。
主催 指定管理者（株）オーエンス

陸上競技場　☎080（3739）6109

 木更津市営体育施設 検索

〜よちよち親子〜
青空ふれ合い体操教室

　椅子に座りながらポーズをとるヨガ教室です。腰
痛や膝痛の方でも安心して参加できます。
日時 10月5日〜26日の毎週水曜日（全4回）
   午前10時〜正午　
場所 市民体育館 柔・剣道場
講師 宮田 奈美氏（ヨガスタジオmukuインストラ
クター、全米ヨガアライアンス認定講師）　
対象  18歳以上の方
定員 20人（先着順、当日申し込み不可）
参加費 2,000円（全4回分、初日に支払い）
持ち物 運動のできる服装、汗拭きタオル、飲み物
申込方法  市営体育施設ホームページから申し込
みまたは右のQRコードからEメールで申し込み。
主催　指定管理者 ㈱オーエンス 

市民体育館
☎0438（40）5630
 木更津市営体育施設 検索

期日 10月11日・25日、11月1日・8日・15日・
22日・29日、12月13日・20日・27日、令和5年
1月17日・24日・31日、2月7日・14日・21日・
28日、3月14日・28日（全19回、いずれも火曜日）
場所 朝日庁舎 会議室E
定員 10人（先着順）
対象  手話講習を受けたことがない市内在住・在勤
の方
参加費 1,000円（教材費、初日に支払い）
申込方法　9月1日（木）から電話またはファクスで
申し込み（ファクスの場合はタイトルを「手話入門講
習会受講希望」とし、住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を記入）。定員に達し締め切った場合、市
ホームページでお知らせします。
※原則、全日程出席できる方のみお申し込みくだ
さい。

障がい福祉課　 1010452
☎0438（23）8497　 0438（25）1213

木更津市手話入門講習会 整形外科ヨガ教室

　選んだキャッシュレス決済サービスのポイントと
して最大20,000円分がもらえるマイナポイント第
2弾が実施されています。
①健康保険証としての利用申し込みを行った方（既
に行った方も含む）   7,500円相当
②公金受取口座の登録を行った方（既に行った方も
含む）   7,500円相当
③マイナンバーカードを取得された方で、マイナポ
イント第1弾に申し込んでいない方（これから取得
される方も含む）   最大5,000円相当
対象者は、令和4年9月30日（金）までにマイナン
バーカードの申請を行った方です。
　まだお持ちでない方は、ぜひこの機会にマイナン
バーカードをご申請ください。 1006050

●マイナンバーカード申請方法
【既に交付申請書をお持ちの方】
　交付申請書左下のQRコードからオンラインで申
請いただくか、申請書に記入・顔写真貼付のうえ郵
送してください。

1001017
【交付申請書をお持ちでない方】
　市民課（朝日庁舎）で申請書が発行できます。本人
確認書類をお持ちのうえ、お気軽にお越しください。
●無料申請補助サービス実施中です
　市民課窓口では、マイナンバーカードの写真撮影
から申請までのサポートも実施しています。

持ち物　
①本人確認書類（免許証をお持ちでない場合は市民
課までお問い合わせください）
②通知カード
③交付申請書（お持ちの方のみ）
④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）  
●希望者には出張申請受付サービスを実施中
人数　希望者が5人以上（市内在住の方に限る）　
場所　公民館や事務所など（要相談）

1007653
市民課（朝日庁舎）
☎0438（23）7291　 0438（22）4631

●証明書コンビニ交付サービスとは　
　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニ
エンスストアなどのキオスク端末（マルチコピー機）
で、証明書を取得できるサービスです。
　窓口で取得するよりも手数料が安く、利用可能時
間が長いなど、便利でお得なサービスです。
●新たに追加された機能
　本籍地が木更津市の場合、住民登録が他市区町村
の方であっても事前申請を行うことで、「戸籍全部

（個人）事項証明書」および「戸籍の附票」が取得でき
るようになりました。
※住民登録および本籍地が木更津市の方は、事前申
請は不要です。

「証明書コンビニ交付サービス」に新機能を追加しました

●事前申請（初回の１回のみ）の流れ
　マルチコピー機から事前申請を行い、審査（約１
週間）完了後、証明書を取得できるようになります。
①「行政サービス」→「利用登録申請」を選択
②本籍地の市区町村→「木更津市」を選択
③本籍、戸籍筆頭者氏名、電話番号を入力
④マイナンバーカードを設置して情報を入力
⑤マイナンバーカードに設定した暗証番号（数字４
桁）を入力
※詳しくは市ホームページをご覧いただくか、市民
課までお問い合わせください。

市民課　 1001045
☎0438（23）7253　 0438（22）4631　

窓口で取得するよりも手数料が安く、利用可能時間が長い

便利で
お得な

++
健康保険証としての利用
申し込みを行った方

7,500円相当
① 公金受取口座の登録を行った方

7,500円相当
② マイナンバーカードを取得された方

最
大5,000円相当

③

クリーンセンターで
ごみの受け入れを行わない日

申し込みは
こちら

申し込みは
こちら

　9月19日（月）と9月23日（金）は祝日のため、ク
リーンセンターの業務・ごみの受け入れ業務は行い
ません。※ごみステーションでの収集は、燃やせる
ごみの収集地区のみ行います。
　また、土曜日のごみの持ち込みは、金曜日正午（金
曜日が祝日の場合は直前の平日正午）までの事前予
約制です。 

まち美化推進課
☎0438（36）1133

0438（36）5374
らづナビ
から予約

9月19日（月）

9月23日（金）
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　年中行事のひとつ「 十五夜 」。
市指定文化財「 旧安西家住宅 」

（太田山公園内）に昔ながらの飾
りつけを展示します。
期間　9月10日（土）まで（午前
9時〜午後5時、 月曜日休館、
荒天中止）
※ことしの十五夜は9月10日

（土）です。

旬の地元産農林水産物を食べよう！

　本市の代表的な農産物です。
　お米には、体のエネルギー源とな
る炭水化物をはじめビタミンB1、
B2、Eなども含まれています。
　本市では、コシヒカリ、ふさこがね、
ふさおとめなどが中郷、 富来田地区
を中心に栽培されています。
　本市立小・中学校の学校給食米は、
無農薬・ 無化学肥料で栽培されたコ
シヒカリ（有機米）を使用しています。

（令和7年には全ての学校給食米を有
機米で賄う予定です）

「お米」
【カルシウムが多くとれる！チーズとじゃこのおにぎり】
◆材料（2人分）（調理時間約15分）
ごはん   お茶碗2杯（約300g）
スライスチーズ   1枚
ちりめんじゃこ（しらす干しも可）
　　　　　  10g
ベーコン   10g
みりん   小さじ1（約6g）

しょうゆ   2滴

◆作り方
① ベーコンを5㎜角に切り、フライパンで炒めたらⒶを加え沸騰

させる。
② スライスチーズを手で細かくちぎる。
③ 温かいごはんに、ちりめんじゃこ、①②を加えて混ぜる。
④ おにぎりを作る。
★フライパンに少量の油を熱し、両面をこんがりとした焼き色が
付くように焼くと、風味が増します。
★おにぎりを多めに作り、冷凍しておくと忙しい日の朝ご飯にも

最適です。
農林水産課　☎0438（23）8445　 0438（23）0075

　千葉県ジョブサポートセンター・袖ケ浦市・君津市・
富津市と連携し、セミナーと個別相談を行います。
日時 10月28日（金）

セミナー：午前10時〜正午
個別相談：①午後1時30分〜2時

 ②午後2時10分〜2時40分
 ③午後2時50分〜3時20分
 ④午後3時30分〜4時
場所 中央公民館3階多目的ホール
 （アクア木更津B館）
対象  再就職を希望する女性の方
定員　セミナー 30人
 個別相談　最大4人（いずれも先着順）
申込方法　10月27日（木）までに住所、氏名、電話番号
を電話、ファクス、Eメールで申し込み。

産業振興課　 1009260
☎0438（23）8460　 0438（23）0075

sangyou@city.kisarazu.lg.jp

文化課
☎0438（23）5309　 0438（25）3991

bunka@city.kisarazu.lg.jp

　千葉県立美術館の収蔵作品を展示します。
期間 9月17日（土）〜10月16日（日）
午前9時〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
※月曜日（祝日の場合は翌日）休館
場所 郷土博物館金のすず（太田2－16－2）
観覧料 無料
関連事業 　千葉県立美術館担当学芸員による
ギャラリートーク（①10月1日（土） 午後2時〜　
②10月2日（日）午後2時〜）※事前申込不要（当
日開始時刻までに博物館エントランスに集合）。
定員　各回先着15人

 1日目 
日時　10月8日（土）
   午前9時30分〜午後0時30分
対象  市内在住・在勤・在学の保護者・保育士・
教員など、子どもとの関わり方を学びたい高
校生以上の方
定員　30人
 2日目 
日時　10月9日（日）
午前クラス：午前9時30分〜正午
午後クラス：午後2時〜4時30分
対象  市内在住・在学の4歳〜小学生および
保護者の方
定員　各クラス親子15組

 場所 
　中央公民館3階多目的ホール（アクア木更
津B館）
※木更津駅西口立体駐車場など有料駐車場を
ご利用ください（自費）。

 申込方法 
　9月22日（木）までに市ホームページ（申込
フォーム）で申し込み。

1007406
※申し込みが定員を超えた場合、今年度初参
加の方を優先のうえ抽選。

当日の持ち物など
・・ 小さめの薄いプラスチック容器（卵パッ

クなど）
・・汚れてもいい服装でご参加ください。

第46回千葉県移動美術館の準備のため、臨時休館します（「旧安西家住宅」は
通常通り開館）。
期間　9月13日（火）〜16日（金）

郷土博物館金のすず　 1002106　☎0438（23）0011　 0438（23）2230　 

女性向け
再就職支援セミナー

「旧安西家住宅の十五夜」

　技術力や年齢などは関係なく、互いの違い
のおもしろみを捉えていくアート体験ワーク
ショップに参加しませんか。

　 この物語を読むことになったきっかけは、
他の本で読みこなすのにコツがいる小説とし
てとりあげられていたから。どのような話なの
か気になったものの自宅に漱石全集などな
く・・・。電子図書サービスにないかと思い、キー
ワードで「門 夏目」と検索したら、所蔵があり、
無事読むことができました。
　子のない一組の夫婦が弟を引き取ったとこ
ろから始まり、夫婦にさまざまなことが降り
かかってくる日常が淡々と描写されていきま
すが、夫婦にはある過去があり、その過去へ
の罪の意識が仲の良い夫婦に実は影を落とし
ているという物語でした。電子図書サービスは
図書館休館期間中も利用できるので、詳しく
は図書館ホームページでご確認ください。

『門』
夏目 漱石　著　

青空文庫（木更津市立図書館電子図書）

になる本気図書館スタッフの

郷土博物館金のすず
臨時休館の
お知らせ

第46回  千葉県移動美術館

((石石
せ っせ っ

膏膏
こ うこ う

でつくる)でつくる)

アートとアートと
ふれあおうふれあおう

無料

Ⓐ

●9月1日（木）から11月30日（水）まで
　図書の貸出・返却を含むすべての図書館業務を休
止します（電子図書サービスは休館中も利用可）。
※電子図書の利用に必要な図書館カードとパスワー
ドの発行は、生涯学習課（朝日庁舎）で行います（平日
午前8時30分〜午後5時15分）。
●12月1日（木）以降
　予約・予約図書の貸出・返却のみ再開予定です（工
事の進捗状況により変更の場合あり）。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

図書館　☎0438（22）3190
（平日午前8時30分〜午後5時15分）

※休館中はファクス不可。
tosho@city.kisarazu.lg.jp  1003100

図書館休館のお知らせ
令和4年9月1日（木）〜令和5年2月28日（火）まで

耐震補強工事のため休館します
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参加費 500円（材料費・保険代、当
日支払い）
※ツリーイング、革細工、染物体験
は別途料金がかかります。
申込方法  9月9日（金）までに市ホー
ムページ（申込フォーム）で申し込み。

最寄りの市内公民館 
　　 または金田出張所
 1009344

地球温暖化防止活動推進員  
募集中

　地球温暖化対策の普及啓発活動を
行うボランティアを募集していま
す。推進員は、節電やごみの減量な
ど自らの日常生活でできる温暖化対
策を行いながら、地域イベントへの
参加や出前講座の講師を務めるな
ど、さまざまな活動を
行っています。 
申込方法  10月31日（月）までに千
葉県地球温暖化防止活動推進 セ ン
ターホームページで申し込み。

千葉県地球温暖化防止活動推
進センター
☎043（246）2180 043（247）4152
 千葉県　温暖化　推進員 検索　

家族介護教室参加者
　市内在住で家族を介護している方
を対象に、介護教室を開催していま
す。第2回「リハビリの専門家ととも
に考える、自分（介護者）と相手（要
介護者）」〜健康寿命、ロコモ、サ
ルコペニア、フレイルを含めて〜
日時 10月7日（金）
  午後1時30分〜2時30分
場所 木更津真心生楽館（木更津3－
6－16）
定員 10名（先着順） 参加費　無料
申込方法  10月3日（月）までに、電
話またはファクスで申し込み（受付
時間：午前9時〜午後5時30分）。
持ち物 マスク・飲み物・内履き

木更津真心生楽館
☎0438（20）1150 0438（20）1151

ポリテクセンター君津受講生
　ポリテクセンター君津は求職者の
方々が再就職に必要となる専門的な
知識や技能を習得するための職業訓
練を行っています。
募集科 ①テクニカルメタルワーク
科溶接・荷役コース 11月生（6か月
訓練）②CAD/機械加工科12月生（6
か月訓練）
募集期間  ①9月21日（水）まで②9
月12日（月）から10月26日（水）ま
で
対象  離職中または転職を考えてい
る方。
見学会 9月13日（火）・20日（火）

ポリテクセンター君津
 ☎0439（57）6313

イベント・催し
地域のつどい君津地区大会（ふれ
あいフェスティバル）

日時  10月2日（日）
  午前9時～午後2時30分
場所  袖ケ浦公園
  （袖ケ浦市飯富2360）
内容  親子や友達同士でグループを
つくって「ウォーク&トライ」に挑戦!
パフォーマンスやビンゴ大会なども
実施。楽しいイベント間違いなし!
対象  木更津、君津、富津、袖ケ浦
市の小学生またはその親子（2～4人
のグループ）※就学前の幼児は保護
者同伴 
申込方法 　9月20日（火）までにホー
ムページ（申込フォーム）で
申し込み。 

生涯学習課　　　 1001647
☎0438（23）5278 0438（25）3991

お知らせ
農地利用状況調査を実施します

　遊休農地の解消に向け、9月から
10月にかけて市内全域の農地の利
用状況に関する調査を実施します。
　農業委員・農地利用最適化推進委
員および職員が農地などに立ち入る
ことがありますので、ご理解・ご協
力をお願いします。

農業委員会事務局
☎0438（23）8693 0438（22）4736

今秋から高齢者の見守り機能や
市の最新情報がわかる端末を貸
し出します

対象 市内在住の75歳以上かつ住
民税が非課税の方でスマートフォ
ン・タブレットなどのアプリを導入
できる端末を持っていない方
貸出台数  200台
※開始時期は後日ご案内します。

高齢者福祉課
☎0438（23）2695 0438（25）1213

ハロウィンジャンボ宝くじが 9月
21日に発売されます

　この宝くじの収益金は、市町村の
明るく住みよい街づくりや地域住民
の福祉向上のために使われます。ご
購入は、千葉県内の宝くじ売り場で。

公益財団法人千葉県市町村振興
協会 ☎043（311）4162

令和4年秋の全国交通安全運動
　秋口は、日没時間の急激な早まり
とともに、夕暮れ時や夜間における
重大交通事故の発生が心配されるこ
とから、『知らせ合う　早めのライ
トと反射材』をスローガンに、交通
安全運動を実施します。
期間 9月21日（水）〜30日（金）
運動重点　
１. 子供と高齢者を始めとする歩行

者の安全確保

２. 夕暮れ時と夜間の歩行者事故な
どの防止および飲酒運転の根絶

３.自転車の交通ルール遵守の徹底
市民活動支援課

☎0438（23）7492 0438（25）3566

9月10日～16日は自殺予防週間
　1人で悩まず、まずは誰かに相談し
てみませんか？悩みについての相談先
を市ホームページに掲載しています。

自立支援課　 1007258
☎0438（23）6716 0438（25）1213

改正教育職員免許法の施行（令和4
年7月1日）後の教員免許の扱い

①旧免許状所持者（H21年3月以前
に初めて取得した方）で、更新をし
ていない方
⇒免許は既に回復しており、有効期
限のない免許状となりました。
②新免許状所持者（H21年4月以後
に初めて取得した方）で、既に失効
している方
⇒再授与申請のみ行えば、有効期限
のない免許状が授与されます。
　千葉県の公立小中学校に勤務する
講師を募集しています。

千葉県教育庁南房総教育事務所
管理課 ☎0438（25）1311

市営霊園無料臨時バスのご案内
　秋と春のお彼岸に、市営霊園行き
無料臨時バスを運行します。バス
ルートは高倉線と同じで、JR木更
津駅から鎌足中郷停留所までの間は
各停留所で乗降できます。
運行日 9月23日（祝）、 令和5年3
月21日（祝）
運行時間
●JR木更津駅東口（4番乗り場付近）
①午前8時 ②午前9時30分
③午前11時
④午後1時30分 ⑤午後3時
●市営霊園発
①午前9時 ②午前10時30分
③正午
④午後2時30分 ⑤午後4時　　　　    　

生活衛生課　 1000813
☎0438（36）1432 0438（30）7322

就業構造基本調査（10月1日現在）
　この調査は、日本の就業・不就業
の実態を明らかにすることを目的と
して、統計法に基づき実施する国の
重要な統計調査です。
　9月下旬から調査員が調査をお願
いする世帯に伺いますので、ご協力・
ご回答をお願いします。
※パソコンやスマートフォンを使っ
て簡単に回答することが可能です。

企画課
☎0438（23）7428 0438（23）9338

秋のお彼岸市
　食品やお花などの販売とミニフ
リーマーケットを開催します。お墓

参りと合わせてご利用ください。
日時 9月17日（土）〜25日（日）
　　　午前10時〜午後3時
場所 市霊園管理事務所
  （矢那3711）
販売品 食品（ぼたもち、いなり寿司）、
鉢花、手作り品、切り花、お線香

市霊園管理事務所
1009686

☎0438（52）0983 0438（38）6720

『9月9日』は救急の日 
（9月4日（日）～10日（土）は救急
医療週間です）

　本市の救急出動件数は、 昨年は
6,720件で、１日平均約18件でした。
救急車は緊急性・重症度の高い傷病
者へ必要に応じて処置を実施し、病
院へ搬送するために必要で、台数も
限られております。救える命を救う
ためにも、救急車の適正利用にご理
解とご協力をお願いいたします。

消防署
1009020　☎0438（22）0119

敬老会中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症防止の
ため、本年度も敬老事業の実施は中
止となりました。
　何卒ご理解のほどお願いします。

高齢者福祉課  　 1009306
☎0438（23）2695 0438（25）1213

相談
裁判所調停委員による心配ごと
無料相談

日時 10月1日（土） 午前10時〜午
後3時
場所 イオンモール木更津 2階イオ
ンホール（築地1－4）
内容 土地建物・交通事故・金銭・
相隣・家族関係・相続などに関する
相談 ※予約不要

木更津調停協会（千葉地・家庭
木更津支部庶務課内）　　　　　　　    
 ☎0438（22）3774

安心して生活できる環境を  
無料耐震相談会

　君津地域耐震改修促進協議会が主
催する木造住宅無料耐震相談会を実
施します。建物の平面図などを基に、
指定診断士がパソコンで簡易診断を
します（※現地調査はありません）。参
加される方は、当日壁や柱などの位
置がわかる図面をお持ちください。
期間 9月18日（日）、10月16日（日）
時間 午前9時15分〜午後0時15分
場所 市民活動支援センター「きさ
らづみらいラボ」・2階会議室B（中
央1−1−6）
申込方法  各実施日の直近の金曜日
までに電話または窓口で申し込み。

建築指導課（朝日庁舎）
☎0438（23）8596 0438（22）4736



市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。

2022（令和4）年 9 月号9

講演・講座・教室
親子運動あそび教室

期間　令和4年10月から令和5年2
月の土曜・日曜の午前中（A日程・B
日程の2種類）※日程の詳細は下記
専用フォームをご確認ください。
場所　スパークルシティ木更津6階
対象　2～6歳（就学前）のお子さん
と保護者
定員　各日程親子17組（1組2人）
  ※先着順
参加費　2,100円
  （全7回分。初回時に支払い）
申込方法 　専用フォームから申し
込み。
★10月8日（土）・9日（日）・15日（土）・
16日（日）の午前中は無料体験会です

親子運動あそび教室事務局 
☎043（296）7750

スポーツ振興課 
1010471 

☎0438（23）5328 0438（25）3991

普通救命講習会　無料
日時 9月25日（日）午前9時〜正午
場所 消防本部3階大会議室（潮見
2－1）（駐車場は旧市役所東側駐車
場をご利用ください。）
内容 観察要領、心肺蘇生法（AED）、
止血法、異物除去法などの実技講習

（修了者には修了証を発行します）
対象 市内在住・在勤・在学の方

定員 30人（要申し込み。先着順）
申込方法  9月9日（金）までに電話で
申し込み（平日の午前9時〜午後5時）。

警防課　 1003144
 ☎0438（23）9184

かずさDNA研究所  
開所記念講演会　無料

日時 10月22日（土）
  午後1時45分〜4時 
場所 かずさアカデミアホール
  （かずさ鎌足2－3－9）
※JR木更津駅東口（太田山口）から
無料送迎バス（午後0時45分発/午
後1時発）を運行
内容 
①オオムギの新しい育種技術とおい
しいビール
②希少難病の「研究」から「検査」へ:
かずさDNA研究所の取り組み
定員 会場350人、WEB500人
※申し込み多数の場合は抽選
申込方法  会場参加は10月3日（月）
ま で、WEB参加 は10月14日（金）
までにホームページまたははがき、
ファクスで申し込み。

〒292－0818　 かずさ鎌足
2－6－7

（公財）かずさDNA研究所 広報・研
究推進グループ
☎0438（52）3930 0438（52）3931
 かずさDNA研究所 検索

介護の入門的研修　無料
日時 9月27日（火）・30日（金）、
10月7日（金）・14日（金）
場所 金田地域交流センター（金田
東6－11－1）
内容 基礎知識・技術・資格・仕事
内容などを4日間で学ぶ千葉県の公
的な研修。職場見学・就業相談も希
望に応じて実施。
対象 介護のしごとに興味がある
方、介護に関心がある方
定員 20人
申込方法  電話で申し込み。

社会福祉法人初穂会
1009035

☎043（306）8520 043（306）8521

猫の正しい飼い方・しつけ教室
日時  9月10日（土）午後1時30分～
3時30分（受付：午後1時～）
場所  市民総合福祉会館3階講習室

（潮見2−9）
内容 
①動物保護管理協会講師による講義

「猫の習性・しつけ方について」
②DVD上映
対象  市内在住・在勤・在学の方
※飼い猫の同伴はできません。
定員  30人（先着順）
参加費  1人 ま た は1家族 に つ き
1,100円（テキスト代、当日支払い）
申込方法  9月5日（月）までに住所・
氏名・電話番号を電話・ファクスま
たはEメールで申し込み。
備考　駐車場の混雑時は旧市役所西
側駐車場もご利用ください。

生活衛生課　
☎0438（36）1432 0438（30）7322

seiei@city.kisarazu.lg.jp

木更津市防災訓練
日時・内容
〇11月27日（日）午前8時～正午（市

内全域）
●シェイクアウト訓練
●災害対策本部運営訓練
●地域訓練
●地震避難所開設訓練
〇12月4日（日）午前10時～
　（イオンモール木更津）
●きさらづ防災フェスタ 2022

危機管理課　 1004530
☎0438（23）7094 0438（25）1351

募 集

木更津市制施行80周年記念　　　
木更津市長杯争奪第1回木更津市
サッカー選手権出場チーム募集

日時 11 月 12 日（土）・13日（日）・
23日（祝）いずれも午前9時〜午後4時
場所 オーエンス陸上競技場（江川
959－1）
対象 社会人・学生チーム
募集 8チーム
参加料 10,000円（当日支払い）
申込内容　 ①チーム名②代表者名③
代表者連絡先④活動拠点⑤チームメ
ンバー数
申込方法  9月30日（金）までに下の
QRコードからEメールにて申し込み。
※申し込み多数の
場合は抽選 

申し込みは
こちら

主催 木更津市サッカー協会
備考 問い合わせはEメールをご利
用ください。

木更津市サッカー協会　木村

さとやまアドベンチャー  
参加者募集中

日時 10月1日（土）午前9時30分〜
午後3時30分（受付開始午前9時）
集合 鎌足公民館（矢那899－1）
内容 竹工作や野外体験活動　
対象 市内在住の小学生　
※2年生以下は保護者同伴
※申し込み多数の場合は抽選

KISARAZU KEIJIBAN

　毎月第2・第4日曜日に市税の納付と納税相談の窓口を開
設しています。

取扱税目  市・ 県民税、 固定資産税・ 都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税

9月11日（日）・25日（日）午前8時30分～午後5時

の納税休 日

 収税対策室　☎0438（23）8036　 0438（25）3566

 市民課　☎0438（23）7253　 0438（22）4631

休日のマイナンバーカード受け付け
　申請・交付・更新の受け付けを市民課（朝日庁舎）で
実施します。

9月11日（日）・25日（日）午前9時～午後4時
1001018

　税金は私たちの暮らしを支えています。必ず納期内に
納めましょう。納税は口座振替やコンビニ納付、スマート
フォンアプリを利用した納税（アクアコイン・LINE Pay・
PayPay）が便利です。

の納税今 月

国民健康保険税（普通徴収）第３期・
介護保険料（普通徴収）第３期・

後期高齢者医療保険料（普通徴収）第３期
納期限　9月30日（金）

9月の各種相談（中止になる場合があります）
相談名 期日 問い合わせ先

人権・行政合同相談 ※要予約 月曜日 ※祝日を除く 市民活動支援課（朝日庁舎）
 ☎0438（23）7491
 0438（25）3566法律相談 ※要予約 8日（木）・22日（木）

交通事故巡回相談
※希望する日の2日前までに要予約

（土・日曜日、祝日を除く）
14日（水）・21日（水） 市民活動支援課（朝日庁舎）

 ☎0438（23）7492

消費生活相談（架空請求・悪質商法・契約
トラブル・製品事故など）※要予約

月～金曜日 ※祝日を除く
※午前10時から午後4時まで

消費生活センター（朝日庁舎）
 ☎0438（20）2234

家庭相談（児童・母子・DVなど） 月～金曜日 ※祝日を除く 子育て支援課（朝日庁舎）
 ☎0438（23）7249

青少年・子育て相談 
（子育て・しつけ・不登校・友人関係など） 月～金曜日 ※祝日を除く まなび支援センター

 ☎0438（2
ニコッと

5）5
ゴー

000
思春期相談 ※要予約

（臨床心理士・保健師による保護者の相談）
14日（水） 
※午前9時30分～11時30分

君津健康福祉センター（君津保健所）
☎0438（22）3744

福祉に関する相談 ※要予約
（子育て・介護・障がいなど）

毎日
※電話相談は24時間可

中核地域生活支援センター
「君津ふくしネット」
 ☎0439（27）1482または1483

事業・創業に関する相談
※要予約 月～金曜日 ※祝日を除く

産業・創業支援センター
「らづ−Biz」
 ☎0438（53）7100

働くことに関する相談 ※要予約
（15歳～39歳の方と保護者・家族） 火～土曜日 ※祝日を除く

ちば南部地域若者サポート
ステーション
 ☎0438（23）3711

心配ごと相談 1日（木）・15日（木）
木更津市社会福祉協議会
 ☎0438（25）2089法律相談 ※要予約 12日（月）・28日（水）

結婚相談 火曜日

成年後見に関する相談 27日（火） きさらづ成年後見支援センター　 
 ☎0438（22）6226

専用フォームはこちら
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後期高齢者医療被保険者証の更新
　新しい保険証を9月末までに郵送します。
　今回送付する保険証の有効期間は令和4年10月1
日から令和5年7月31日です。
※医療費窓口負担割合の見直し
　令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方
は、現役並み所得者（窓口負担割合3割）の方を除き、
医療費の窓口負担割合が2割になります。詳しくは、
保険証に同封するお知らせをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター

 ☎0570（080）280
厚生労働省コールセンター ☎0120（002）719
特定健康診査・後期高齢者健康診査を受診し

ましょう！
※短期人間ドックの助成を受ける方や、当日に木更
津市国民健康保険または木更津市後期高齢者医療の
資格のない方は受診できません。
内 容 問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血
液検査
費 用 無料

【個別健診】
対 象 木更津市国民健康保険に加入している
40歳から74歳までの方、後期高齢者医療保険に加
入している方 1004585　 1001711
期 間 10月31日（月）まで
場 所 協力医療機関（受診券に同封の一覧表で
確認してください）
持 ち 物 5月下旬に市役所から送付された受診券、

国民健康保険証または後期高齢者医療保険証
※昭和22年6月2日から昭和23年1月1日までに生
まれた方は、令和5年2月に実施する後期高齢者健
康診査を受診してください（対象の方には令和5年1
月末に受診券を送付します）。

■ 火災情報テレホンサービス　☎︎0438（
ニ イ サ ン ク ッ シ ナ イ

23）9471 防災行政無線で放送した火災情報などを聞くことができます。

【集団健診】要予約 ※定員になり次第締切
対 象 木更津市国民健康保険に加入している
40歳から74歳までの方
期 日 10月29日（土）・30日（日）・31日（月）
受付時間 午前9時～11時30分
場 所 市民総合福祉会館（潮見2−9）
申込方法 市ホームページ（申込フォーム）またはは
がき（案内の申請書をご利用ください）
※申込後に受診日時や持ち物を記載した予約票など
を事前に送付します。　
職場で受けた健診結果を提出していただいた

方にお礼の品を贈呈します
対 象 40歳から74歳の国民健康保険加入者で
市の特定健康診査と同等の検査をした方
　詳しくは5月下旬にオレンジ色の封筒で通知した
案内をご覧ください。
国保給付係（特定健康診査） ☎0438（23）7062
後期高齢者医療係（後期高齢者健康診査）

 ☎0438（23）7024

日本年金機構から、該当の見込の方に年金生活者
支援給付金請求書が送付されます
　令和4年度に、新たに「年金生活者支援給付金」の
受給該当見込みとなる方には、8月末から9月にかけ
て、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書

（はがき型）が送付されます。原則、請求書を提出し
た翌月分から支給の対象となりますので、お手元に
請求書が届いた方は、速やかに提出してください（す
でに給付金を受給している方は、新たな手続きは不
要です）。

年金講座　Vol.8
～年金生活者支援給付金～ 　 

　消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収
入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者
の生活を支援するために、年金に上乗せして支給さ
れる恒久的な制度です。
Q.どんな人が受給対象？
A. 年金生活者支援給付金の種類ごとに、下記の支給

要件をすべて満たしている方が対象となります。
老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金
①65歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
②請求者の世帯全員の市民税が非課税である。
③前年の年金収入額※1とその他の所得額の合計が
881,200円以下※2である。

保険年金課
〒292−8501　朝日3−10−19　朝日庁舎
☎0438（23）7014　 0438（22）4631

honen@city.kisarazu.lg.jp

　新聞未購読者の方へ無料でお届けしています。
申込方法　市ホームページ（申込フォーム）、電話また
はファクスで申し込み。

広報きさらづをポストにお届け！

木更津市の情報取得はこちらから ！ 

■その他情報番組
●「オーガニックシティきさらづ」
（ジェイコム千葉木更津局（11ch）、市YouTube

チャンネル「きさらづプロモチャンネル」）
●「おっぺせ木更津！」（FM83.4MHz）

■ きさらづ安心・安全メール
登 録 は｢@city.kisarazu.lg.jp｣ のメー
ルが受信できるように機器を設定後、 

「tｰkisarazu@sgｰm.jp」へ空メールを送信してください。

■ 市公式アプリ「らづナビ」
読者プレゼント

�〒292−8501　富士見1−2−1　駅前庁舎
シティプロモーション課　☎0438（23）7460　 0438（23）9338　 1010486

申し込みは
こちらから

応募方法
 9月15日（木）までに ①住所 ②氏名 ③
年代 ④電話番号 ⑤今月号で一番興味を
持ったページ ⑥広報きさらづの入手方法

（A 新聞折り込み B ポスティング C 市の
施設 D 商業施設 E インターネット・ス
マートフォンアプリ F その他 から選択） 
⑦広報きさらづに関する意見・感想 ⑧広
報きさらづ以外で主な市の情報収集手段

（Aホームページ、 B 市アプリ「らづナビ」、
Cきさらづ安心・安全メール、 D Twitter・
Facebook、E YouTube、Fその他 から選択）
を記入の上、郵送（必着）または市ホーム
ページ（申込フォーム）で申し込み。（1人
1口のみ応募可）
　当選者の発表は、プレゼント引換券の
発送をもって代えさせていただきます。
※応募に係る個人情報は、引換券の発送
以外には使用しません。

※1　 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含ま
れません。

※2　 781,200円を超え、881,200円以下の場合は、
「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給さ
れます。

障害・遺族年金生活者支援給付金
①障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している。
②前年の所得額が4,721,000円以下※3である。
※3　扶養親族などの数に応じて増額。

Q.請求した場合、いつから支給対象になる？
A. 請求手続きをした翌月からですが、新たに基礎年

金の受給権を得た方については、受給権を得た3
カ月以内であれば遡って支給されます。

Q.請求手続きをするためには？
A. 要件に該当する方は、年金生活者支援給付金請求

書を提出することにより、給付金が支給されます。
令和4年度、新たに受給該当見込みの方には、日
本年金機構から請求書の様式が送付されますの
で、必要事項を記入し提出が必要です（代理人の
記入可）。

Q.毎年手続きが必要？
A. 日本年金機構では、引き続き要件を満たしている

か確認（継続認定）を行うので毎年の手続きは不要
です。

Q.支給が停止になっていたけど、なぜ？
A. 次の事由に該当した場合、年金生活者支援給付金

は支給されません。
　①日本国内に住所がない場合
　②年金が全額支給停止のときなど
　③市県民税の課税がされていた（同一世帯内で）
Q. 以前「不該当」になったけど、要件を満たせばま
た申請できる？

A. できます。世帯状況などの基準日は4月1日です。
世帯構成の変更や税額の更生などにより支給要件
を満たしたため支給を受けようとする場合は、改
めて申請手続きが必要です。
木更津年金事務所 ☎0438（23）7616
日本年金機構「給付金専用ダイヤル」

☎0570（05）4092
受付時間 月曜日：午前8時30分～午後7時（年金
事務所は午後5時15分）
火～金曜日：午前8時30分～午後5時15分
第2土曜日：午前9時30分～午後4時�

1010名名
さま

ハロートースト食パンハロートースト食パン
「オーナーが自分の子供に毎日「オーナーが自分の子供に毎日
でも食べさせたいと考えて作った食パン」でも食べさせたいと考えて作った食パン」

住　所　太田1−3−8
☎ 0438（38）5705 プレゼント提供店 ハロートースト」「

　試行錯誤を重ねたレシピと厳選した食材「北
海道産バター」「北海道産てんさい糖」「君津牛
乳」「最高級カナダ産小麦」を使い生地を24時
間熟成させる事で、旨味と甘味を絶妙に引き出
し、体に優しい唯一無二の食パンが誕生致しま
した。 
　マーガリン、ショートニング、上白糖は不使
用ですので健康にもやさしく、ヨーグルト種を
使いじっくり熟成した生地を香り高く焼き上げ
る為、3日間は生でも美味しく召し上がれます。
　オススメは厚切り3センチ 3分トースト！ 

シティプロモーション課
☎0438（23）7460　 0438（23）9338

「らづナビ」
インストール

シティプロモーション課　 1007432
☎0438（23）7460　 0438（23）9338

厚生労働省ホームページ



予防接種や健（検）診などの情報は、ホームページからでも見ることができます。
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◆ 診療時間は、急患のみ午前9時から午後5時まで。（耳鼻科は午前中）  
※受付時間と診療時間が異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ 診療科目が決まっています。また、荒天などやむを得ない事情により変更する場合も
ありますので、受診前に病（医）院へ電話で確認してください。変更後の病（医）院や
場所が分からない場合は、消防本部 ☎0438（22）0119 へお問い合わせください。当番医

休日のの

赤ちゃん・子ども
健康診査 1001295

 対象者に個別通知します。通知した日程で受診で
きない場合は必ずご連絡ください。別日をご案内し
ます。日程などは市ホームページをご覧ください。

健診名 対象 場所
乳児健康診査 令和4年5月生まれ 朝日庁舎

別棟
健診室

1歳6か月児健康診査 令和3年2月生まれ
3歳児健康診査 平成31年3月生まれ

にこにこ健康相談(要予約) 1003769
 お子さんのからだ、食事、歯やお口のことで心配
がありましたらお問い合わせください。相談内容に
応じて、面接やオンライン相談を行います。

母子保健係　☎0438（23）1300
予防接種

 ワクチンで防ぐことができる病気から子どもたち
を守るため、体調の良い時期に早めに接種しましょ
う。予防接種を受けるには木更津市の予診票が必要
です。本市に転入した7歳6カ月未満のお子さんが
いる方は、健康推進課で交付しますので母子健康手
帳を持参してください。 予防接種の

スケジュールはこちら
（外部リンク）

大人
がん検診  1004208 

　詳しくは「令和4年度がん検診のお知らせ（保存版）」
または市ホームページをご覧ください。 
 

申し込み受付中の検診
検診名 対象者 申込方法

大腸がん検診 40歳以上
①各がん検診会場
②健康推進課で直接
申し込み

子宮頸がん検診
（個別検診） 20歳以上の女性 ①市ホームページ

（申込フォーム）
②電話
③郵送（はがきなど）

乳がん検診
（個別検診）

40、42、44、46、
48歳になる女性

※郵送の場合は「個別検診」と明記のうえ、検診名（乳
がん、子宮頸がん）・住所・氏名・生年月日・年度
末時点の年齢・日中連絡の取れる電話番号を記入。
お申し込み忘れはありませんか?がん検診

 定員に達していないがん検診（集団検診）のみ、予
約を受け付けています。予約可能な検診については、
市ホームページまたは電話でご確認ください。
※予約枠が埋まり次第受け付け終了。
各がん検診の詳細・申し込みはこちら

結核・肺がん検診 胃がん検診 大腸がん検診

レディースがん検診 乳がん検診 子宮頸がん検診

成人保健係 がん検診担当  ☎0438（23）8363
（受付時間：平日午前9時〜午後4時）
若年期健康診査  1004472

 ことしから推定塩分摂取量検査が始まりました
（集団検診のみ）。
対象  30歳から39歳（昭和58年4月1日〜平成5年
3月31日生まれ）の方
内容  問診・身体計測・血圧測定・診察・血液検査・
尿検査
日程

【集団健診】  9月9日（金）・10日（土）
        10月2日（日）・3日（月）

【個別健診】  10月31日（月）まで 
  申込方法などの詳細は案内はがき
または市ホームページをご覧ください。 

内�内科/�小�小児科/�外�外科/�耳�耳鼻科
君�/君津市�富�/富津市�袖�/袖ケ浦市ちば救急医療ネット 検索県内の当番医が

検索できます。

健康推進課
〒292−8501 朝日3−10−19 朝日庁舎
☎0438 （23） 1300 0438（25） 1350

kensui@city.kisarazu.lg.jp 

健康
熱中症に注意しましょう熱中症に注意しましょう

対 象  市内在住で65歳以上の方 ※申し込み不要。
  ※体調の悪い方は参加をご遠慮ください。
参 加 費 無料
持 ち 物 飲み物（水など）・タオル・室内用運動靴・マスク
高齢者福祉課 ☎0438（23）2630　 0438（25）1213

公民館 午前の部（9：30～11：00）

畑沢 1
B

8日（日）・2
A

5日（日）
西清川 11日（日）・25日（日）
鎌足 18日（日）
桜井 4日（日）・16日（金）
富岡 6日（火）
波岡 6日（火）・13日（火）・27日（火）

岩根西 1日（木）・15日（木）
文京 2日（金）・16日（金）
中郷 9日（金）

八幡台 2日（金）・9日（金）

公民館 午後の部（13：30～15：00）

東清 11日（日）・18日（日）・25日（日）
富来田 1日（木）・8日（木）・15日（木）・22日（木）
中央 2日（金）・9日（金）・16日（金）
岩根 4日（日）・18日（日）

清見台 8日（木）・22日（木）
金田地域

交流
センター

20日（火）

（注） 状況により急きょ、中止となることや、
人数を制限することがあります。

（注） 八幡台公民館の開催日程が変更となっ
ています。ご注意ください。

自立生活体操（9月分）
　「健康で生き生きとした生活」を応援する介護予防教室で、転倒
防止のための体力づくりを行っています。
　感染対策を講じたうえで開催しますので、ぜひご参加ください。
※畑沢公民館は参加者多数につき、参加人数を調整しています。
生まれ月を確認し、参加してください。
A：1～6月生まれ B：7～12月生まれ
黄色の網掛けの日は、歯科衛生士による口腔指導を行います。

今月の献血
救える命がある

期日 9月23日（祝）
時間 10：00～11：45、13：00～16：00
場所 イオンタウン木更津朝日（健診室）

9/4 （日）
内・小

外
君�・耳

やまだこどもクリニック
はぎわら病院
君津寛衆堂医院

ほたる野3−23−6
木更津1−1−36
君津市南子安4−31−1

☎0438（30）5325
☎0438（22）5111
☎0439（52）8733

9/11（日）
内・小

外
君�・耳

ワイスクリニック
石井病院
鮎澤耳鼻咽喉科

本郷1−12−34
新田1−5−31
君津市中野4−15−14

☎0438（41）1400
☎0438（22）2240
☎0439（54）8721

9/18（日）
内・小

外
耳

きさらづ循環器内科・外科
石井病院
ほたる野クリニック

幸町3−1−12
新田1−5−31
ほたる野3−24−17

☎0438（53）8121
☎0438（22）2240
☎0438（30）9560

9/19（祝） 内・小 おかもと医院 東太田4−1−1 ☎0438（97）6252

9/23（祝）
内・小

外
太田山クリニック
木更津東邦病院

太田3−2−2
菅生725−1

☎0438（22）0321
☎0438（98）8111

9/25（日）
内・小

外
耳

港南台どんぐりクリニック
石井病院
小関耳鼻咽喉科医院

港南台3−4−1
新田1−5−31
太田4−16−5

☎0438（30）0006
☎0438（22）2240
☎0438（25）1187

1.日曜当直医療機関を訪れる方は、緊急患者だけにしてください。
2.日曜当直医療機関は、午前9時から午後5時までです。5時以降は、消防署にお問い合わせく

ださい。
3.但し、耳鼻科は午前中です。

■ 防災情報テレホンサービス ☎︎0438（
ニジュウニマもルボーサイ

22）0131  フリー　
ダイヤル（0120）107662 防災行政無線で放送した

防災情報を聞くことができます。

注意事項  原則、勤務先などで健診の機会がある方
や妊娠中・産後1年未満の方は対象外です。
肝炎ウイルス検診（個別検診） 1001289

期間  10月31日（月）まで 
場所  協力医療機関
内容  問診・血液検査（B型・C型肝炎検査）
対象  40歳以上（昭和58年3月31日以前生まれ）の方
で肝炎ウイルス検診を一度も受診したことがない方
費用   無料
申込方法  10月13日（木）まで
①電話
②はがき（住所・氏名・生年月日・電話番号・「肝炎
ウイルス検診」と明記）
③市ホームページ（申込フォーム）
※受診履歴確認後、受診券などを
送付します。

成人保健係　☎0438（23）8376 

木更津市公式アプリ「らづナビ」→「健康・福祉」→「休日当番医のご案内」で、
地図も見ることができます。 「らづナビ」

インストール

老人福祉センター（13:00～14:30） 10日（土）・24日（土）

　来庁前に各自体温測定をお願いします。
赤ちゃん広場（予約不要） ※入室制限を行う場合あり

期日 7日、14日、21日、28日（いずれも水曜日）
時間 午前9時〜11時30分
場所 市民総合福祉会館 ３階和室

こども相談（要予約）
期日 1日（木）、12日（月）、15日（木）、21日（水）、
29日（木）、30日（金）
時間 １組あたり１時間程度

プレママ講座（対象者に個人通知）
期日 7日（水）、14日（水）
時間 午前10時〜11時45分

オンラインプレママ講座（対象者に個人通知）
期日 28日（水）
時間 午前10時〜11時45分

オンラインママ広場（対象者に個人通知）
期日 27日（火）
時間 午前10時〜11時45分

子育て世代包括支援センター
「きさらづネウボラ」（子育て支援課内）
☎0438（23）7244　 0438（25）1350

こどもの森 9月の予定

市ホームページ 市ホームページ

市ホームページ



GUIDE
イベントガイド

市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。

開庁時間　午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日、振休、年末年始を除く）

発行/木更津市 市長公室 シティプロモーション課
TEL：0438（23）7460（直通）　FAX：0438（23）9338　 https://www.city.kisarazu.lg.jp
〒292−8501　千葉県木更津市富士見1丁目2番1号　TEL：0438（23）7111（代表）  

「広報きさらづ」は、環境にやさしい植物油インキおよ
び古紙配合率70％の再生紙を使用しています。

制作・印刷　ワタナベメディアプロダクツ株式会社

　今回紹介するのは「尾
お が た

形 優
ゆ う た

太」さんです。
　尾形さんは20歳のフレッシュな学生ランナー！
　節目の年に、地元開催の大会でフルマラソンに挑戦
したい、と応募いただきました。
　12歳から6年間、青森でサッカーに打ち込み、雪国
で培った強靭な足腰とメンタルの持ち主。「全国さまざ
まな分野で活躍している仲間に伝わるような熱い気持ちで走りたい」と意気込みを
聞かせてくれました。
　PRランナーとなり、大学の学習にも絡めて木更津市の魅力を発信していただい
ています。そんな尾形さんの走りと、これからの活躍にぜひご期待ください！
　「市の代表として、応援してくださる方々のために、思いを背負って精一杯頑張り
たいと思いますのでよろしくお願します！」

スポーツ振興課　☎0438（23）5328　 0438（25）3991

ちばアクアラインマラソン 2022ちばアクアラインマラソン 2022
木更津市PRランナー応援企画 第3弾木更津市PRランナー応援企画 第3弾

#あつまれ木更津のまち
#あつきさ

事前受付プログラム
NO. プログラム 実施時間 募集人数 参加費 内容

1 親子ハゼ釣り
教室

①午前9時
〜11時30分

②午後1時
〜3時30分

各回
親子10組
（20人）

3,500円
（釣り道具一式、エサ代含む）

※追加は1セット 3,200円

親子でハゼ釣りを楽し
もう！
釣り道 具 一 式は お持
ち帰りいただけます。
対象：小学生以上

2
イルカ

ウォンテッド
クルーズ

午前10時
〜正午 40人 大人1,600円

子ども（5歳以上）800円

みんなでイルカを見つ
けに行こう！
対象：5歳以上（小学生
までは保護者同伴）

※強風などにより、イベントの一部が中止になる場合があります。
申込締切　9月10日（土）まで
　申込方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。　

KISARAZU PARK BAY FESTIVAL実行委員会（観光振興課内）
 　 1010431
 ☎0438（23）8079　 0438（23）0075

第 14回

　KISARAZU
PARK BAY　FESTIVAL
　プレジャーボートやヨットの乗船体験、親子で楽しめる釣り
教室、地元の農林水産物や雑貨の販売など、盛りだくさんのイ
ベントです。
　また、木更津内港公園と鳥居崎海浜公園を結ぶ水上シャトル
バスを運航します。
日時 9月23日（祝）午前9時～午後6時（雨天中止）
午後3時30分～6時は同時開催イベント「FeeL」の開催時間です。
場所 木更津内港公園/鳥居崎海浜公園およびその周辺
※ 駐車場は、旧市役所西側駐車場をご利用ください。会場まで無

料のシャトルバスを運行します。（内港公園駐車場は利用不可）

Instagram
ハッシュタグを
つけて写真を投稿！

木更津の好きなお店や風景を教えてください

詳しくは
こちら

　大型クルーズ客船の「にっぽん丸」
が木更津港に初入港となります。今
回は木更津港発着2泊3日のクルー
ズで、目的地は伊勢神宮です。歴史
ある伊勢神宮内宮を参拝することが
できます。
　この機会にぜひ、木更津港発着の
にっぽん丸に乗船し優雅な船旅をお
楽しみください。
日時 12月4日（日）　午後5時出港 	  木更津
  12月5日（月）　午前8時30分～午後3時45分 	  鳥羽（三重県）
  12月6日（火）　午前9時帰港 	  木更津
　申込方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。 

観光振興課　 1010458　
 ☎0438（23）8079　 0438（23）0075

木更津港発着！
「にっぽん丸」がやってくる！

市制施行80周年記念事業

市制施行80周年記念事業

詳しくは
こちら


