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10 ※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

136,208人
68,710人
67,498人

64,812世帯

（+148）
（+86）
（+62）

（+130）

9月1日現在の住民基本台帳
人口・世帯数 （ ）は前月比

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

鎌足小・中学校鎌足小・中学校

中郷小学校中郷小学校

東清小学校東清小学校

富来田小・中学校富来田小・中学校

「きさらづ特認校」

地域と連携したスポーツ、文化活動

中郷小学校

「農」と「ICT」教育の推進

東清小学校

地域一体型の食育

鎌足小・中学校

地域と連携し、少人数の良さを最大限に
活かした特色ある教育

こどもたちの扉をひらく

国際理解教育の展開

富来田小・中学校
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　新庁舎整備（駅前庁舎、朝日庁舎）は、令和7年4月か
ら新庁舎での業務開始に向け、事業候補者と協議を進
めてきましたが、建設資材の高騰・納期の遅延により、
業務開始時期を1年程度遅らせることとなりました。
今後のスケジュール

内容 時期
事業化に向けた協議 令和4年4月〜
事業化決定（債務負担行為の設定） 令和5年6月
事業実施（設計〜建設工事） 令和5年7月〜

令和7年12月
庁舎開庁準備（移転作業等） 令和8年1月〜
新庁舎業務開始 令和8年4月〜
公共施設マネジメント課　 1010497
☎0438（23）8698　 0438（23）9338

日時 開催場所
10月16日（日） 午前10時〜11時 中央公民館
10月18日（火） 

午後7時〜8時
中郷公民館

10月19日（水） 清見台公民館
10月21日（金） 波岡公民館
10月23日（日） 午前10時〜11時 岩根西公民館
10月25日（火） 

午後7時〜8時
富来田公民館

10月26日（水） 鎌足公民館
10月27日（木） 金田地域交流センター

　学区外からの通学利便性を高め、当
該小中学校に通う児童生徒数の増加や
地域の活性化を図るため、東清小学校・
中郷小学校・鎌足小学校で「きさらづ特
認校スクールバス」を運行しています。

   「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」
で示した方針を踏まえ、各施設の規模や事
業手法等の詳細を示す「木更津飛行場周辺
まちづくり基本計画」の策定に取り組んで
います。
　具体的な取り組み内容の説明、計画に対
する意見や提言をいただくため、市民の皆
さまへ説明会を実施します。
※申し込み不要。直接会場へお越しくださ
い。どの会場も内容は同じです。
公共施設マネジメント課　 1010530
☎0438（23）8698　 0438（23）9338

新庁舎開庁時期変更のお知らせ 「木更津飛行場周辺まちづくり基本計画」の策定に向けた住民説明会

きさらづ特認校スクールバス
運行
ルート

潮見→朝日→永井作→祇園→清川→
東清小学校→中郷小学校

八幡台→羽鳥野→真舟→請西南→東太田→
鎌足小学校→東清小学校

Ｂルート

Ａルート

魅力がいっぱい
「きさらづ特認校」

　地域の活性化とふるさと中郷へ
の愛着を持つ児童の育成を目指し、
学校と地域が連携して取り組みを
進めています。
　学年ごとに農作物を決めて取り組む地域の特産物の調査・栽培体
験活動、「房総ローヴァーズ 木更津ＦＣ」との連携による地域と連携
したスポーツ活動、「ＰＨＩ ジャズ オーケストラ」との連携による音
楽活動に取り組んでいます。

保護者コメント

　中郷小の子たちは、名札を付ける必要がありません。先生も児童
も、全校全員が知り合いの小学校です。上級生は下級生を思いやり、
手を差し伸べる文化が自然と生まれています。
　職員室の皆さん全員が、子ども一人一人に声をかけてくださり、
アットホームな環境の中で優しい心が育っているように思います。  

04 中郷小学校

　地域と連携した食農教育、ICT
教育、小中連携による外国語教育
などの特色ある教育活動に取り組
んでいます。
　小学校では、地元や企業と連携した稲作などの体験活動を重視し
た地域一体型の食育を進め、中学校では、小学校の食育からのつな
がりで、「食育プログラム」を組み、食育を進めています。
　外国語教育では、小・中学校が連携して取り組み、子どもたちの
学力向上に努めています。

保護者コメント

　自然の豊かな鎌足小で、四季を感じながらのびのびとした環境の
もとで子どもを学ばせたいと思い、きさらづ特認校制度を利用して
います。小規模校でしかできないような貴重な学びや体験がいっぱ
いで、子どもは学校へ行くことを毎日とても楽しみにしています。　
　きさらづ特認校制度は子どもの可能性を広げてくれます。

03 鎌足小・中学校

　少人数のメリットを生かした
「一人一人が輝く」教育を目指して
います。
　地域と連携した体験活動（稲作体験やサツマイモづくり、コスモ
ス栽培など）やワールドフェスティバルの実施による国際理解教
育、外部講師を招いたプログラミング教育などICT教育の推進に
取り組んでいます。また、本市の研究指定を受け、SDGsに関す
る教育に力を入れて取り組んでいます。

保護者コメント

　内気で人見知りの娘には小規模校が合うかもしれないと家族で何
度も話し合い、東清小に転入しました。東清小は縦割り活動が多く、
全校の皆さんとはすぐに仲良くなり、いつもお友達一人一人の良い
所をたくさん教えてくれます。『学校楽しいよ！友達大好き！先生大
好き！給食おいしいよ！』毎日とっても楽しそうです。

01 東清小学校
　通称「富来田学園」として小中一
貫教育を推進しています。
　9年間を見通した豊かな人間性の
育成を目指し、小中交流授業や一日体験入学などを実施し、自己肯
定感の向上に向けた取り組みを行っています。小学校では、国際理
解教育を中心としながら、地域に根差した教育活動を進めています。
中学校では、「丸抱えの愛情」をモットーに、一人一人に寄り添った
温かな指導を行いながら、国際理解教育などの教育活動を展開して
います。

生徒コメント

　生徒数が少ないので、他学年との距離が近いです。また先生方は
丁寧に勉強を教えてくれ、休み時間はみんなで仲良く過ごし、毎日
すごく楽しいです。部活動も明るく活動していて楽しいです。富来
田中学校に来て良かったと思いました。

02 富来田小・中学校

　木更津市には、小規模校の特性を生かし特色のある教育活動を推進している小・中学校に、一定の条件のも
とに通学区域外からの転入学を認め、児童生徒を受け入れている学校「きさらづ特認校」があります。少しでも「い
いな」と思ったら、お気軽にお問い合わせください。　 学校教育課　☎0438（23）5259　 0438（25）3991

※住民説明会（オンライン）も実施します
日時  10月20日（木）　午後7時～8時
申込方法  10月13日（木）午後5時までに申し込み。
申込アドレス　koukyou@city.kisarazu.lg.jp
参加方法等は、参加者の皆様に別途ご案内します。
　スマートフォン等をご利用の方は、「zoom」アプリのイン
ストールをお願いいたします。
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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

　路線バスは、車を運転できない方にとっては必
要不可欠な交通手段です。しかし、利用者の減少
などにより一部の路線バスは公的支援が無いと運
行が難しい状況です。
　大事なバスを残すために、日頃からバスを活用
する生活を始めませんか？

バスの良いところ
〇お財布にやさしい　〇健康に良い
〇環境にやさしい　　〇渋滞・事故が減る など

地域政策課　 1001856
☎0438（23）7426　 0438（23）9338

　実証運行によって得られるニーズを踏まえ、市街
地循環バスの本格運行と、既存バス路線の再編を行
い、市民の利便性向上や、バス事業者の収支改善を
図ることを目的とします。

 オリジナルフレーム切手が  オリジナルフレーム切手が 
 販売されます 販売されます
　郵便局と連携して作成した
市の魅力が詰まった記念切手
です。（10枚1シート、全て84
円切手）
販売開始日　10月3日（月）
販売場所 市内各郵便局など
販売数　600シート
販売金額　1,330円（税込み）
シティプロモーション課　 1001946

 ☎0438（23）7460　 0438（23）9338

運行期間 11月1日（火）～令和5年1月31日（火）
※11月6日（日）および年末年始を除く。
運行時間  午前9時～午後6時
運行便数　右回り・左回り各5便
主な停留所　JR木更津駅東口、市役所朝日庁舎（イ
オンタウン朝日）、アピタ木更津店、イオンタウン請
西、君津中央病院

KISARAZU COLLECTION 2022KISARAZU COLLECTION 2022

乗 っ て 残 そ う
バス路線

市制施行80周年記念市制施行80周年記念事業

市街地循環バス実証運行スタート市街地循環バス実証運行スタート
11/111/1〜〜

　11月3日（木・祝）開催のファッションショー「きさらづコ
レクション」で使用する衣装33着の制作費へのご支援をお願
いしています。
　衣装は、木更津市を拠点として活動しているファッション
ブランド「tenbo」監修により、木更津東高等学校の生徒たち
が一つ一つオーダーメイドで作り上げます。
　詳しくは、ふるさとチョイスまたは
市ホームページをご覧ください。
職員課　☎0438（23）7467　 0438（25）1351

詳しくはこちら

Instagram
はこちらクラウドファンディング 実施中クラウドファンディング 実施中

子どもたちの
笑顔の花咲く種をまこう！

KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2022KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2022
日程日程　11月3日（木・祝）　11月3日（木・祝）
時間時間　午前9時30分～午後3時30分　午前9時30分～午後3時30分
場所場所　潮浜公園（潮浜1−12）　潮浜公園（潮浜1−12）

木更津市木更津市
リサイクルフェア 2022リサイクルフェア 2022

　「ごみの減量化・資源化」について関
心を深めていただくため、フードドラ
イブ、小型家電・資源ごみ回収などを
行います！

まち美化推進課　☎0438（36）1133

木更津東高校木更津東高校
　　　　×　　　　×
　KURKKU FIELDS　KURKKU FIELDS

日程　11月3日（木・祝）

農林水産課　☎0438（23）8445

来場事前登録

イベント詳細

入場料

無料

のりすき体験のりすき体験

お米の脱穀体験お米の脱穀体験

消防ひろば消防ひろば しょうゆ搾りしょうゆ搾り

100を超える店舗100を超える店舗

竹で炊く竹ご飯竹で炊く竹ご飯

ステージライブステージライブ

木更津高等学校

木更津市役所 朝日庁舎

太田山公園

アピタ木更津店

木更津工業高等専門学校

東関
東自
動車
道館
山道

上総清川駅祇園駅

JR久
留里線

木更津総合
高等学校

拓殖大学紅陵高等学校

真舟小学校 イオンタウン
木更津請西

真舟中央公園

志学館中等部
志学館高等部

君津中央病院

木更津東口
（太田山口）

Ｊ
Ｒ
内
房
線

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

運行ルート

市制施行80周年記念事業

一定の利用で本格運行を検討！一定の利用で本格運行を検討！

市内有機栽培のサツマイモを市内有機栽培のサツマイモを
使用したクッキーを販売使用したクッキーを販売

　循環型農業を実践するKURKKU FIELDS
と産学連携の実績が豊富な木更津東高校がコ
ラボして開発した、「耕す」の有機栽培のサツ
マイモを使った商品を販売します。

10月29日（土）に、
KURKKU FIELDS
でも販売します。

（小児・障害者手帳の
保 持 者・ ノーカーサ
ポート優待証の所持
者・ アクアコイン利
用者は1乗車100円）地域政策課　 1010576　☎0438（23）7426　 0438（23）9338

運賃　1乗車200円



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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　ファミリー・サポート・センター（愛称 ファミ
サポ）は、子育てを手伝ってほしい方（依頼会員）
と手伝いたい方（提供会員）が会員となり、地域で
子育てを助け合う有償相互援助活動です。
　新型コロナワクチン接種のための利用の場合
は2時間まで無料です。
　ひとり親などの方が利用する場合、費用の一
部を助成します。希望される方は子育て支援課
で事前の登録申請が必要です。
助成額　利用料・キャンセル料の半額分（交通費
などの実費負担は除く）
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
ファミリー・サポート・センター（市民総合

福祉会館内） ☎0438（22）3833（平日の午前9時
～午後4時30分）

子育て支援課（朝日庁舎）　 1007810
☎0438（23）7244　 0438（25）1350

　この事業は、電力会社の節電要請に応
じて電力利用者が「節電・電気の効率利
用を促す取組」として節電を実施すると、
その達成度合いに応じてポイントや特典
がもらえる事業です。
　一部の電力会社で既に始まっており、
行っている電力会社の一覧は経済産業省
資源エネルギー庁ホームページから確認
することができます。

ファミリー・サポート・センター

�節電プログラム促進事業

　『らづFit』はアクアコインアプリの一機能で、
1 日 8,000 歩を達成すると市内協力店でお買い
物に利用できる「らづポイント」がもらえるサー
ビスです。体調に注意しながら、健康とポイン
トを手に入れましょう。
実施期間  11月30日（水）まで　
ポイント付与要件
①1日8,000歩を歩く5p➡10p
②①を同月中に10回達成10p➡50p

〔お詫び〕広報きさらづ9月号に掲載した「期間内
に新規登録した方には100pプレゼント&健康推
進課でスマホ画面の確認ができた方にはさらに
景品をプレゼント」の要件は無くなりました。
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

詳しくは
こちらから

木更津市防災訓練
日時　11月27日（日）午前8時～正午
内容　●シェイクアウト訓練
   ●災害対策本部運営訓練
   ●避難所開設訓練
   ●地域訓練

日時 12月4日（日）
   午前10時～午後2時
場所 イオンモール木更津（築地1−4）
内容 ●防災関係機関などによる各種展示
   ●各種体験コーナー　など
危機管理課　 1004530
☎0438（23）7094　 0438（25）1351

市内全域で
実施します

きさらづ
防災フェスタ
2022

新型コロナワクチン接種情報 健康推進課(朝日庁舎)　☎0438（38）4876　 0438（25）1350

接種券について
　3回目または4回目が未接種の方は、お手元にある接種券で接種可能です。

接種券の発送
●原則、前回（2回目または3回目）の接種から4カ月が経過する月に接種券を発
送します。詳しくは、9月21日（水）発行の広報きさらづ臨時号をご覧ください。
10月は25日（火）に接種券を発送します。
対象者 ・・2回目接種を令和4年6月に完了した12歳以上の方
  ・・3回目接種を令和4年3月以前に完了した12歳～59歳までの方
  ・・3回目接種を令和4年6月に完了した60歳以上の方

個別接種（協力医療機関での接種）  1010135　※予約必須　
　協力医療機関によって、予約方法・取り扱いワクチンが異なります。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：モデルナ社製またはファイザー社製   ※予約優先
予約開始日（午前9時から） 接種日　（午前9時30分〜午後3時30分）
予約受付中 10月8日（土）・9日（日）
10月5日（水） 10月15日（土）・16日（日）・22日（土）・23日（日）
10月19日（水） 11月10日（木）・11日（金）・12日（土）・13日（日）

対象者  初回接種（1・2回目）を完了した12歳以上の全ての方
接種間隔   前回の接種から5カ月経過が必要です。今後、接種間隔が変更にな

ることがあります。
接種回数  1人1回（9月21日（水）時点）
実施期間  令和5年3月末まで延長
開始時期 　個別接種　 9月下旬から（協力医療機関によって異なります）
      集団接種　10月１日(土)から

オミクロン株対応ワクチン接種のお知らせ 
接種費用　無料(全額公費負担)

　国の方針に基づき、重症化予防効果があり、また感染予防効果、発症予防効果
も期待されるオミクロン株に対応したワクチン接種を実施します。

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「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）

小児（５〜11歳）の方の３回目接種が始まります
接種費用　無料(全額公費負担)

対象者  初回接種（1・2回目）が完了している5～11歳の方
接種間隔  2回目の接種から5カ月以上経過していること
実施期間  令和5年3月末まで延長
接種場所  協力医療機関のみ（個別接種）
取り扱いワクチン　小児用ファイザー社製のみ

接種券の発送
２回目接種月 接種可能月 接種券発送（予定）日
令和4年4月 令和4年9月 令和4年9月29日（木）令和4年5月 令和4年10月
令和4年6月 令和4年11月 令和4年10月25日（火）

　上記以降は２回目の接種から4カ月が経過する月に発送します。
　９月６日（火）から※努力義務が適用となりましたが、接種はあくまでも本
人および保護者の意思で受けていただくことに変わりはありません。
※努力義務とは
　特定の予防接種について、接種対象者や保護者に「受けるよう努めなけれ
ばならない」「受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い」と定める予防接種法上の規定で、義務とは異なります。

新型コロナウイルスに感染し、自宅療養中の方を対象に
食料支援を実施しています。
 1009250 詳しくはこちらから

〒292−8501　朝日3−10−19

対象者 給付額
農業、林業、畜産業を営む方で、令和3年の確定申告書など
の農業収入が70万円以上140万円未満の方 5万円

農業、林業、畜産業を営む方で、令和3年の確定申告書など
の農業収入が140万円を超える方 10万円

漁業者のうち、のり養殖業者または漁船漁業者（小型底引き
など）で、漁船の総トン数が3トン未満の方 5万円

漁業者のうち、のり養殖業者または漁船漁業者（小型底引き
など）で、漁船の総トン数が3トン以上の方 10万円

らづワクチン

節電・電気の効率利用にご協力を
　ことし6 月、国が初めて「電力需給ひっ
迫注意報」を発令し、ことしの冬の電力需
給の予想は厳しいとされています。節電・
電気の効率利用へのご協力・ご参加をよ
ろしくお願いします。
環境政策課
☎0438（36）1442　 0438（30）7322
電気利用効率化促進 検索

　申込方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。
農林水産課　☎0438（23）8444（農林業者）
☎0438（23）8454（漁業者）　 0438（23）0075　 1010611

農林漁業者総合緊急対策支援金のご案内

9月21日（水）発行の広報きさらづ臨時号もご覧ください
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令和5年度保育園入園書類の配布が始まります

　保育の必要性の要件により必要書類が異なりますので、こども保育課窓口までお越しいただくか、市ホー
ムページにて手続きガイドを確認いただき書類を準備してください。

　「認知症メモリーウオーク」とは、認知症に対す
る偏見を取り払い、理解を深めるために世界中で
行われている啓発活動（歩くイベント）です。
日時　11月3日（木・祝）午前10時30分〜
   ※雨天中止
コース　FitZone24〜潮浜公園
集合場所　FitZone24（中央3−8−3）
　車で来場する方は、旧市役所西側駐車場をご利用ください。無料の送迎バスを用意しています。
定員　100人（先着順）
参加費　無料
申込方法　10月24日（月）までに住所・氏名・年齢・連絡先を電話またはファクスで申し込み。

高齢者福祉課　☎0438（23）2630　 0438（25）1213　 1005223

　認知症の知識や対応方法について、全4話で1シリーズの動
画を市公式YouTubeチャンネル「きさらづプロモチャンネル」
で公開しています。本市の認知症サポート医が認知症の症状
と対応方法についてわかりやすく解説していますので、ぜひ
ご覧ください！
企画　木更津市地域包括支援センター
主催　木更津市在宅医療・介護連携推進協議会（在宅介護・認
知症施策部会）
協力　君津木更津医師会第一部会
高齢者福祉課　 1010421

☎0438（23）2630　 0438（25）1213

　認可保育施設に申し込んでいるが
入園できないため認可外保育施設に
預けている市民税課税世帯の保護者
に対し、認可保育施設に通園した場
合の保育料と認可外保育施設に支
払った保育料の差額を助成します。
対象  令和4年4月1日時点で2歳児
以下の乳幼児 ※詳しくは市ホーム
ページをご確認ください。

　家事育児支援サポーターを有料で派遣するサー
ビスを開始しました。
対象  本市に住民票があり、保育サービスを利用
していない2歳未満の児童を養育している家庭ま
たは妊婦さんがいる家庭
利用内容
<家事支援>①食事の支度および片付け ②食材ま
たは生活必需品の買い物など ③衣類の洗濯④居
室の簡単な清掃および整理整頓
<育児支援>①授乳のお手伝い②おむつ交換（着
替えを含む）③沐浴の補助④対象家庭の児童の世
話⑤通院などの付き添い⑥育児に関する助言また
は相談
※お子さんの預かり、ベビーシッターは対象外。

認知症メモリーウオーク・千葉 in 木更津
　〜きさらづ オレンジフェスタ〜

認知症についてわかりやすく学べる
動画を作成しました

認可外保育施設の保育料を助成します　　

産前産後・家事育児サポート事業（らづファミ応援隊）

確認事項・申請期日
　1次受け付け：11月1日（火）〜12月15日（木）
　2次受け付け：12月16日（金）〜2月28日（火）
※3次受け付けは実施しません。市外の保育園を
希望される場合は、市によって申請締め切りが異
なるため、早めにご相談ください。申請に関する
情報、保育園名などは11月の広報に掲載します。
また、入園申請に伴う必要書類などについて、市
ホームページに手続きガイドを掲載しています。

利用時間  午前9時〜午後7時の間で1日1回2時間
以上（日曜日、祝日、年末年始を除く）
利用料 一般世帯 500円/時間
    非課税世帯 250円/時間
    多胎児家庭 250円/時間
    ※生活保護世帯は無料。
利用の流れ　子育て支援課窓口または郵送で利用申
請をしてください。利用決定通知書を受け取りまし
たら、利用希望日の1週間前までにパソナライフケア
に利用申し込みをしてください。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

〒292−8501　朝日3−10−19
子育て支援課（朝日庁舎）　 1010302

☎0438（23）7244　 0438（25）1350

令和3年度の様子

受付期間　10月31日（月）まで

動画はこちらから

赤ちゃん広場（予約不要） ※入室制限を行う場合あり
日時 5日（水）・12日（水）・19日（水）・26日（水） 午前9時〜11時30分
場所 市民総合福祉会館 3階和室（潮見2−9）

こども相談（要予約）
日程 13日（木）・17日（月）・19日（水）・27日（木）・28日（金）
   ※1組あたり1時間程度

プレママ講座（対象者に個人通知）
日時 5日（水）・12日（水）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）
日時 26日（水）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）
日時 25日（火）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 10月の予定 来庁前に各自体温測定を
お願いします。

助成上限額 　月額 2 万円（1,000 円未満切り
捨て）
助成期間 　令和4年4月1日から9月30日ま
での通園分
持ち物　交付申請書、交付請求書、入所保留
通知書、通園および保育料等領収済み証明書

（施設が発行）、はんこ　
こども保育課（朝日庁舎）　 1003576
☎0438（23）7245　 0438（25）1350

「わかばのひろば」（子育て親子の交流の場）
開放日時　日曜日、月〜金曜日（祝日、年末年始を
除く）午前9時30分〜正午、午後1時30分〜4時
予約方法  利用日当日午前8時30分から電話で
予約。
★保育士や栄養士によるイベントも実施予定です。
※他にも、電話での育児相談や一時預かり（他機関
からの紹介）なども行います（受付時間：午前8時
30分〜午後5時15分）。
注意事項
・・平日の保育園駐車場は園児保護者の送迎用のた
め利用できません。日曜日のみ利用可能です。（一
方通行にご協力ください。）できるだけ徒歩や公共
交通機関の利用をお願いします。

〒292−0805　大和3−2−4
わかば子育て支援センター（市立わかば保育園内）　

☎090（6005）5462（代表・予約）
☎090（6005）5464（相談専用）

10月3日（月）オープン‼

子育て世帯を支援するために、市内
の小学校就学前のお子さんとそのお
家の方を対象に、親子で遊べる場や、
子育て情報の提供・育児相談などを
行う場所としてオープンします。

木更津市
わかば子育て
支援センター

4月入園書類を10月3日（月）から配布します。

　手続きガイドにてご自身で必要書類を準備いただ
く場合、書類受け取りの来庁は不要です。
　申請は、郵送またはこども保育課窓口で受け付け
いたします。
　なお、郵送提出する場合、封筒に宛先（こども保育課）、
申請者名、内容（保育園申請）を必ず記載してください。

〒292−8501　朝日3−10−19
こども保育課（朝日庁舎）　 1000905

☎0438（23）7245　 0438（25）1350 詳細は
こちら

詳細は
こちら



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。

市営霊園一般墓地・合葬式（生前申し込み）
使用者募集
一般墓地
対象（以下の全てを満たす方）
・・本市に引き続き2年以上住民登
録がある方
・・世帯主および祭祀を主宰する方
・・現在市営霊園の一般墓地または
合葬式墓地の使用許可を受けてい
ない方
墓地の種類　1区画195,000円

（1.5㎡）から

合葬式墓地（生前申し込み）
納骨壇1体用80,000円（記名板有りの場合90,000円）
※生前に納骨壇をお考えの方が対象です。
対象  65歳以上で、本市に引き続き2年以上住民登録があり、市
営霊園一般墓地の使用許可を受けていない方（市営霊園一般墓地を
返還し合葬式墓地を申し込む方を除く）
申込方法  10月31日（月）までに郵送で申し込み（当日消印有効）。
※申し込み多数の場合は抽選となります。
募集案内・申込書配布場所　生活衛生課（クリーンセンター内）、
朝日庁舎庁内案内、富来田・金田・鎌足・中郷出張所、
清見台公民館、霊園管理事務所、市ホームページ

〒292−0838　潮浜3−1　生活衛生課　☎0438（36）1432　 0438（30）7322　 1000816

　救急車の連続する出動や長時間におよぶ現場活動
により、救急隊が食事や水分補給を十分にできない
状況となっております。
　病院やコンビニなどで飲食物を購入し、救急隊が
飲食を摂ることについて皆様のご理解とご協力をお
願いします。
★出動態勢は常に維持しています！
消防署

1010456　☎0438（22）0119 

　祝日は、クリーンセンターの業務およびごみの受
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、金曜日の正午

（金曜日が祝日の場合は金曜日以前の直近の平日正
午）までの事前予約制です。
※ただし、土曜日が祝日の場合は
ごみの受け入れを行いません。

まち美化推進課
☎0438（36）1133　 0438（36）5374

　図2の区域は宅地造成等規制法で規制区
域に指定されています。この区域で宅地造
成工事をする場合は、事前に許可などが必
要かどうかを確認し、ご相談ください。
都市政策課
☎0438（23）8697

0438（22）4736

　「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時
に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。
認定要件
・・従業員などが本市の消防団員として、2人以上入団していること
・・災害時に事業所の資機材などを消防団に提供していること
・・消防団活動に協力し、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していること
協力事業所として認められると
　消防団活動への協力が社会貢献として認められ、事業所のイメージアップにつ
ながります。
警防課　☎0438（23）9184　 0438（23）9096　 1010470

sho-keibo@city.kisarazu.lg.jp

～消防団協力事業所表示制度～地域を守る、信頼の事業所

市民活動支援課　☎0438（23）8610　 0438（25）3566

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 紹 介

　既存の擁壁は、増積み（既存の擁壁の
上にコンクリートブロックなどを継ぎ
足すこと（図1））をすると、豪雨や地震
で崩壊する恐れがあります。増積みは絶
対にやめてください。

やめて！危険な増積み 宅地造成工事をする場合の注意（コンクリートブロックまたは
鉄筋コンクリート造りなど）
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クリーンセンターでの
ごみの受け入れを行いません

らづナビ
から予約

救急隊に
食事の時間を！

10月10日（月・祝）は

ご理解を‼︎
救急隊の飲食に‼︎

2 秀和会

　木更津市出身の筆文字セラピストにより、木更津
を描いた御朱印帳の制作、販売をし、木更津駅西
口（みなと口）にある寺、神社の御朱印巡りをしても
らうことで、木更津の文化、歴史を知ってもらい、
人を呼び込むことを目指す事業を実施します。
　また、御朱印をいただける寺、神社の紹介、御
朱印の意味、いただく際の作法、順路を掲載した
マップを作成し、観光協会などで配布予定です。
　Instagram、びびなびなどSNSから活動情報
を発信しています。

1 田園の風

　道の駅「木更津 うまくたの里」の隣接農地を活
用し、道の駅来訪者に対して、気軽にできる「プ
チ農業体験・収穫体験」を味わっていただく事業
を展開しています。
　6月にはジャガイモ掘り体験を実施したとこ
ろ、144人の方が参加し大盛況でした。
　10月中旬にはさつまいも掘り体験と「だだ茶豆
風味」と言われる、地域に伝わる在来種の枝豆「白
富来」の収穫体験を実施予定です。

3 地域の学びステーション
木更津盛り上げ隊

　ウェブサイト上で作品が閲覧できるオンライン
イベント「オンライン花火大会」の開催に向けたプ
ログラミングワークショップを実施しています。
　7月には金田地域交流センターで約100人が参
加するワークショップを開催しました（ことし中
にもう一回開催予定）。
　また、今後は障がいのあるお子さんへのワーク
ショップも企画しています。

市ホームページはこちら
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●清見台コミュニティセンター附属体育館
（空調設備などの設置工事のため）
休館期間   11月1日（火）〜令和5年3月31日（金）
清見台公民館　 1001619　☎0438（98）7654　 0438（98）7142

●郷土博物館金のすず（特別展準備のため）

休館期間   10月18日（火）〜30日（日） 
※「旧安西家住宅」は通常通り開館します。

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

●図書館（耐震補強工事のため）
休館期間   令和5年2月28日（火）まで

　11月30日（水）まで：図書の貸出返却・予約含む全ての図書館業務を休止（電子図書サー
ビスは利用可）。
※11月30日（水）までは、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を生
涯学習課（朝日庁舎）で行っています。
　12月1日（木）以降：予約・予約図書の貸出・返却のみ再開予定（工事の進捗
状況による）。
図書館　☎0438（22）3190　 1003100 電子図書サービス

はこちら

　地域の皆さんが主体となり、 誰もが安心
して暮らせるよう、助け合い・支え合いが
できる地域づくりを学べる講演会です。
日時　11月13日（日）午前10時～11時30分
場所　市民会館 中ホール（貝渕2−13）
講師　勝部 麗子氏（豊中市社会福祉協議会事
務局長。全国で第1号のコミュニティーソー
シャルワーカー）
対象　どなたでも
定員　100人程度（先着順）
申込方法　10月31日（月）までに住所・氏名・
電話番号を電話またはファクスで申し込み。

高齢者福祉課
☎0438（23）2630　 0438（25）1213

　本市農業の持続可能な発展・ 振興を推進
するための委員会の委員を募集します。
活動内容　第3次木更津市農業振興計画案の
審議、進行管理
対象　18歳以上で平日昼間に開催する会議

（年1～2回程度）に出席できる市内在住の方
募集人数　2人
任期　12月1日～令和6年11月30日（2年間）
報酬　会議出席1回に付き4,000円（源泉徴
収分含む）
　申込方法など詳しくは市ホームページを
ご覧ください。

農林水産課（駅前庁舎）　 1010445
☎0438（23）8445　 0438（23）0075

nousui@city.kisarazu.lg.jp

旬の地元産農林水産物を食べよう！

　秋の味覚として有名なのが栗です。
本市では矢那地区などで栽培されて
います。

「栗」
【栗プリン】
◆材料（4個分）

（調理時間：15分
※栗の茹で時間・冷やし時間は除く）

栗（ゆでて皮をとった実の部分）
　　　　　   100g
牛乳   200ml 
砂糖  50g
水   50ml
粉ゼラチン   5g
トッピング用の栗(お好み)

◆作り方
① 栗（鬼皮のついたまま）は、たっぷりのお湯で実がやわらかくなる

まで茹でる。（茹で時間は、沸騰後30～40分程度が目安）
② 茹でた栗を半分に切り、スプーンで実を取り出す。
③ 耐熱容器に水を入れ、粉ゼラチンをふり入れ、ふやかしておく。
④ 別のボウルに②の栗の実を入れてつぶし、Ⓐを加えてなめらかに

なるまで混ぜる。
⑤ ③のゼラチンを電子レンジ（600w）で約10秒かけて溶かし、④に

加えて混ぜ合わせる。
⑥⑤をプリン型に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

　公民館を中心とした地域には、それぞれ魅力ある「歴史」・「文化」・「自然」・「風土」・「人材」などが存在し、地域
の皆さんがさまざまな学習を深めてきました。こうした学習の成果を通して、本市の持つ魅力を再発見するため
のまち歩きイベントを開催します。

対象　原則、市内在住・在勤の方（小中学生は保護者同伴）
　申込方法や内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
最寄りの市内公民館または金田出張所　 1007738

　子どもの頃、小野順平にはヒーローがいました。順平が
生まれる時、出産の知らせに産院へ駆け付けようとした父
親に連れていけとせがんだ隣の家の子。中学時代、県内ナ
ンバーワンのピッチャーで、球が速く重く、なにより傲慢
なまでに気が強かったガキ大将の晋さん。順平はそんな晋
さんと、職場に来た営業の係長という形で再会します。順
平はあまりのなつかしさに地元の方言が口をつきますが、
晋さんは「そういうの、やめよう」と、その場を去ってしま
うのでした。それでも順平はあきらめず、晋さんを軽食に
誘い、 野球をしている息子の話をします。昔の晋さんに、
再会するために。（「口笛吹いて」）
　電子図書にはこのように、現代の作家の作品も多く収録
されています。

『口笛吹いて』（短編集『口笛吹いて』に収録）
重松 清　著　

文藝春秋（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

講演会

詳細はこちら

Ⓐ

臨時休館のお知らせ

てくてく木更津わくわく散歩公民館発！
地域の魅力16選 シーズン2

No 開催日 コース名（シーズン 2） 企画・運営
1

11月13日（日）

中GO ！たんけん隊 中郷公民館
2 「雨乞い如来…ててぼ様」の由来を訪ねて 富岡公民館
3 最後の大名がゆく　請西 清見台公民館
4 岩西ふしぎ発見 ～こんなのあったの？びっくり探検ツアー～ 岩根西公民館
5 波岡ぐるり～ B29搭乗員の墓・熊野神社～ 波岡公民館
6 畑沢の眺望と史跡散策 畑沢公民館
7 いざ鎌倉！木更津の「鎌倉道」を行く～源頼朝へつながるルーツの探訪～ 桜井公民館
8 かねだ“温故知新”ものがたり 金田出張所
9 11月26日（土） 猛者が割拠した宇麻具多～産業・文化・自然豊かな富来田の1日～ 富来田公民館

農林水産課
☎0438（23）8445　 0438（23）0075

木更津市農業振興木更津市農業振興
推進委員会委員募集推進委員会委員募集

おたがいさま
の地域づくり
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都市政策課　 1002177
☎0438（23）8699 0438（22）4736

トライビジョン広告掲載（木更津
金田インター出口付近）

　スポンサーを随時募集しています。
配信時間  24時間
配信方法  縦2.5m×横2.5m（三角
形の盤面が20 秒毎に回転するトラ
イビジョン方式）
使用料 1月当たり1面25,460円（税
込み）

都市政策課　 1002177
☎0438（23）8699 0438（22）4736

君津郡市広域市町村圏事務組合
職員

試験職種・採用予定人員
・・保育士（若干名）　・・看護師（1人）
勤務地 児童発達支援センターき
みつ愛児園（君津市外箕輪1041）
申込受付期間　10月24日（月）まで
試験日　11月12日（土）
試験場所　君津郡市広域市町村圏事
務組合（新田3−2−27）
君津郡市広域市町村圏事務組合

総務課　☎0438（25）6121
 君津郡市広域市町村圏事務組合 検索

イベント・催し
第3回オーエンス陸上競技場中・
長距離記録会

日時　11月19日（土）午前10時〜午
後3時（受付午前8時30分〜）
場所　オーエンス陸上競技場（江川
959−1）
対象　中学生以上の令和4年度千葉
陸上競技協会登録者
種目（1人1種のみ）
高校・一般男子：1500m、5000ｍ
中学男子：1500m、3000m
高校・一般女子：800m、1500m、3000m
中学女子：800m、1500m
参加料　500円/1人（当日支払い）
申込方法　10月28日（金）午後4時ま
でに市営体育施設ホームページで申
し込み。

オーエンス陸上競技場
 ☎080（3739）6109

 木更津市営体育施設 検索

お知らせ
中越遺跡出土小銅鐸を市指定文
化財に指定

　「中
な か ご し い せ き し ゅ つ ど

越遺跡出土
小
しょうどうたくつけたりせきせいぜつ

銅鐸附石製舌｣
を令和4年8月9日、
木更津市指定文化
財 に 指定 しまし
た。現在の館山自
動車道木更津南IC付近にある中越
遺跡から出土しました。
　埋められた状態が良好で、銅鐸に
石製の舌がともなって出土した点も
きわめて貴重な事例です。
文化課

☎0438（23）5314 0438（25）3991

10月15日〜21日は	
違反建築防止週間

　この期間中、公開建築パトロール
が実施されます。
　建築基準法は、私たちの生命や健
康、財産を守るため、建物などの安
全性の確保に関する、敷地や構造な
どについてのさまざまな基準を定め
ています。建物を建てる場合は、建
築基準法などの法令で定める基準や
手続きを守り、適正に工事を進めま
しょう。また、工事が完了したときは、
安全かどうか検査を受けましょう。
※新築時は適法でも、その後の改修
や用途（使い方）の変更で違反になっ
てしまう場合があります。改修など
の際には事前に建築士などに相談し
ましょう。
建築指導課

☎0438（23）8596 0438（22）4736

木更津市史編さん事業	
公開講座の動画を配信中

　市公式YouTubeチャンネル「き
さらづプロモチャンネル」からご覧
いただけます。
内容	 新たな技術を用いた「木更津
市史」編さんの取り組み（金鈴塚古
墳の石棺や真里谷城跡の立体画像な
ど、最新技術による市史編さんの成
果を紹介） 
文化課　 1002087

☎0438（23）5309
0438（25）3991 動画はこちら

キャンプ場まつり
　キャンプ場内で屋台やキャンプ体
験などができます。
日時	 10 月 22 日（土）午前 10 時～
午後3時
場所	 少年自然の家キャンプ場（真
里谷5343−8）

生涯学習課 1010557
☎0438（23）5278 0438（25）3991

マイナンバーカードの申請補助
サービスなどを実施中

場所  市民課窓口（朝日庁舎）
①マイナンバーカードの写真撮影

（無料）から申請までのサポート
持ち物
・・本人確認書類
・・通知カード（お持ちの方）
・・住民基本台帳カード（お持ちの方）
・・国から送付された申請書（お持ち
の方）
②マイナポイントの予約・申込設定
サポート
持ち物
・・マイナンバーカード
・・カード交付時に設定した数字4桁
の暗証番号（利用者証明用電子証明
書暗証番号）
・・ポイントを申し込むキャッシュレ

ス決済サービス
・・公金受取口座の登録をされる方
は、通帳
  1007653、1006050
●希望者へ出張申請受付サービスを
実施しています
　市職員がご希望の場所へ出向き、
マイナンバーカードの申請受付を随
時行っています。ご予約・ご相談は
市民課までお問い合わせください。
対象	 希望者が5 人以上（市内在住
の方のみ）　
場所	 公民館や事務所など（要相談）

市民課　  1007653
☎0438（23）7291 0438（22）4631

（事業主の皆様へ）改正育児・介護
休業法が段階的に施行されます

　「産後パパ育休」が創設され、育児
休業の分割取得が可能となりました。
※事業主は職場の育児休業などによ
るハラスメントを防止する措置を講
ずることが義務付けられています。
千葉労働局雇用環境・均等室

☎043（221）2307 1009613

生活騒音に注意しましょう
　生活騒音は、近隣住民に知らず知
らずに迷惑を掛けていることがあ
り、近年、市にはこの生活騒音に関
する苦情や相談が多く寄せられてい
ます。楽器の演奏音やペットの鳴き
声などは、本人にとっては気になら
ない音でも、人によってはうるさい
と感じる場合があります。これらの
生活騒音を皆さんそれぞれが意識・
配慮し、住みよい地域にしましょう。
●主な生活騒音発生源
　電気機器、自動車のアイドリング、
人の声、楽器、音響機器、ペットなど
環境政策課 1007025

☎0438（36）1443 0438（30）7322

合併処理浄化槽設置補助金
受付期間  12月28日（水）まで
※土・日曜日、祝日を除く。受け付
けは申し込み順で、予定額（予算の
範囲内）に達した時点で終了。
対象	 合併処理浄化槽を新規に設置
する方および現在使用している単独
処理浄化槽・汲取便槽から合併処理
浄化槽に付け替える方で、次の要件
をすべて満たす方
①市税を滞納していない方
②浄化槽の設置届審査または建築確
認を受けた方
③住宅などを借りている場合には、
貸主の承諾を得た方
対象人槽	 5～10人槽
対象地域	 市内全域（下水道事業計
画区域を除く）
対象建築物　一般住宅・共同住宅・
下宿・寄宿舎・店舗等併用住宅（店舗
または事業所のみの場合は対象外）
　補助金額・申請方法など詳しくは、
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。
まち美化推進課 1001436

☎0438（36）1133 0438（36）5374

木更津市戦没者追悼式
日時	 10月28日（金）
  午前10時～10時45分
場所	 市民総合福祉会館 第1・第2
研修室（潮見2−9）
内容	 規模を縮小して行います。一
般の方は午前10時30分から15分間、
献花できます。
社会福祉課

☎0438（23）6717 0438（25）1213

海上自衛隊艦艇一般公開	
(入場無料、申し込み不要)

　混雑した場合見学できないこと
があります。また、天候や感染状
況により公開が中止となる場合が
あります。
日時	 10月29日（土）・30日（日）
  午前9時～午後4時
  （午後3時30分受付終了）
場所	 木更津新港（G・H岸壁）
内容	 艦艇一般公開、陸・海・空自
衛隊装備品展示など
海上自衛隊航空補給処「観艦式」事

務所 ☎0438（22）2361

歳末たすけあい低所得者世帯見
舞金のご案内

　市内在住（施設入所者などは除く）
で生活困窮な状態に陥っている方に
対し見舞金を支給します(生活保護
受給世帯や新型コロナウイルス特例
貸付利用者は除く)。
申請期間　10月14日（金）まで
※その他にも要件があります。詳し
くはお問い合わせください。
木更津市社会福祉協議会（市民総

合福祉会館内）
☎0438（25）2089 0438（23）2615

相談
人権・行政合同特設相談

　人権擁護委員および行政相談委員
による特設相談窓口を開設し、人権
上の問題や悩みごと、行政サービス
に関する困りごとなどの相談を受け
付けます。相談は無料で、秘密は守
られます（要予約。当日も午後 2 時
まで受付可能です）。
日時	 10月17日（月）午後1時～3時
場所	 市民総合福祉会館（潮見2−9）
市民活動支援課

☎0438（23）7491 0438（25）3566

不動産鑑定士による無料相談会
　先着順に受け付けます。
日時  10月20日（木）
  午前10時〜午後4時
場所  イオンタウン木更津朝日ノー
スコート
（公社）千葉県不動産鑑定士協会

 ☎043（222）5795
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講演・講座・教室
中高年向け再就職支援セミナー

日時	 12月6日（火）
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 第7会議室
  （スパークルシティ木更津6階）
内容	 セミナー・個別相談
対象	 概ね40～65歳の方（在職・求
職中問わず）
定員	 セミナー：30人（先着順）
個別相談：最大4人（先着順）
申込方法		 住所、氏名、電話番号を
電話・Eメール・ファクスで申し込み。

産業振興課 1005631
☎0438（23）8460 0438（23）0075

sangyou@city.kisarazu.lg.jp

初心者向け卓球教室
　サーブからフォア・バックハンドで
ラリーが続けられるようになろう！
日時	 11 月 11 日～12 月 16 日（12
月9日を除く金曜日・全5回）午前9
時 30 分～11 時 30 分（受付午前 9
時～）
場所	 市民体育館（貝渕2−13−40）
対象	 18歳以上の方
定員	 20人（先着順、当日申し込み
不可）

参加料 2,000 円（全 5 回分、 参加
初日支払い）
持ち物　体育館シューズ、ラケット

（無料レンタル有）、運動ができる服
装、タオル、飲み物
申込方法		 10月4日（火）午前9時か
ら電話または窓口で申し込み。
主催 指定管理者（株）オーエンス
協力 木更津市卓球連盟

市民体育館 ☎0438（40）5630

介護職員初任者研修
期間	 11月7日（月）〜令和5年1月
19日（木）のうち17日（各日午前9時
30分から午後4時50分）
場所	 グリーンパレス通所介護事業
所（長須賀1305−2）
内容	 介護職員初任者研修・介護の
合同就職説明会・介護職員の体験
談・個別相談 ※希望者には職場見
学・職場体験を実施。
対象	 介護職への就労を目指す50
歳以上の方
定員	 10人（選考あり）
受講料	 22,000円（テキスト代など）
申込方法		 電話で申し込み。

社会福祉法人初穂会
☎043（306）8520

陶芸教室
日時　10月12日・19日、11月9日・
16日（水曜日、全4回）午後1時～3
時30分

場所　老人福祉センター 陶芸室
  （十日市場826）
対象　原則4回全て参加できる市内
在住の60歳以上の方
定員　8人(応募多数の場合抽選)
参加費　粘土1kgに付き500円
持ち物　エプロン、手拭きタオル、
マスク
申込方法	 10 月 7 日（金）までに電
話で申し込み（午前9時～午後4時、
10月3日（月）は休館）。

老人福祉センター
☎0438（98）6651

家族介護教室参加者募集	
　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ます。
第3回「介護保険制度や介助方法を
学ぼう」
日時  10月15日（土）午後3時〜4時
場所  金田地域交流センター（金田
東6−11−1）
定員  15人（先着順）　参加費　無料
申込方法  10月12日（水）までに電話、
Eメールまたはファクスで申し込み。
持ち物  マスク・飲み物

メディケア−さざなみ
☎0438（40）1605 0438（40）1905

sazanami@snow.ocn.ne.jp

募	集
木更津東部商店街振興組合主催	
クリスマスマーケットの出店者

日時	 12 月 17 日（土）・24 日（土）正
午～午後6時 ※小雨決行荒天時中止。
場所	 JR木更津駅東口駅前ファミ
リーマート～豊田ビル、フヂナミデ
プレ～水野スポーツ
出店料 組合員・学生（高校生以上）
1日1,000円、非組合員1日3,000円
申込方法や詳細は下記連絡先までご
連絡ください。
〒292−0057　東中央2−10−15

（（有）タマホーム内）　
木更津東部商店街振興組合

0438（25）7222
narapri@jc5.so-net.ne.jp

指定管理者
　市営体育施設の指定管理者を募集
します（個人での応募はできません）。
　募集要項などは10 月 3 日（月）か
ら配布予定です。
募集施設  市営体育施設（市民体育
館、貝渕庭球場、市営野球場、弓道
場、江川総合運動場）
指定期間  令和5年4月1日～令和
8年3月31日（3年間）

スポーツ振興課（募集について） 
 1002938
☎0438（23）5319 0438（25）3991
経営改革課（記事について）

☎0438（23）7410 0438（23）9338
　
会計年度任用職員（歯科衛生士）

業務内容  1 歳 6か月児・3 歳児健
康診査での歯科保健指導など
勤務時間  月 2～3 日。1 日当たり2
時間程度。
資格　歯科衛生士免許
募集人数  若干名
申込方法		 電話で申し込み。

健康推進課
☎0438（23）8379 0438（25）1350

デジタルサイネージの広告掲載
（JR木更津駅前・金田バスター
ミナル）

　スポンサーを随時募集しています。
配信時間　午前6時～午前0時

（6分1サイクル（24枠）） 
配信方法　動画、静止画（音声あり）
で1枠15秒
使用料　1週間当たり20,370円（税
込み）
※長期割引や市内事業者特典あり。

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収
税対策室（朝日庁舎）で開設しています。

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

10月9日（日）・23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
 1001018

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。
10月9日（日）・23日（日）午前9時〜午後4時

　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

市県民税（普通徴収）第3期
国民健康保険税（普通徴収）・介護保険料（普通徴
収）・後期高齢者医療保険料（普通徴収）第4期

納期限　10月31日（月）

10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 市民活動支援課（朝日庁舎）
 ☎0438（23）7491
 0438（25）3566法律相談	※要予約 13日（木）・27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）
12日（水）・19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

12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

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 6日（木）・20日（木）
木更津市社会福祉協議会
 ☎0438（25）2089法律相談	※要予約 17日（月）・26日（水）

結婚相談 火曜日

成年後見に関する相談 25日（火） きさらづ成年後見支援センター　 
 ☎0438（22）6226
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特定健康診査・後期高齢者健康診査は、10月
31日(月)までです� 1004585　 1001711
　受診を希望される方は、早めの予約をお勧めしま
す。詳しくは、5月下旬に送付されたオレンジ色の封
筒に入った案内をご覧ください。
内 容 問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血
液検査
負 担 金 無料　　　　　

【個別健診】
対 象 木更津市国民健康保険または後期高齢者
医療保険に加入している40歳以上の方
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、
国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保
険者証

【集団健診】要予約　※申し込みは10月21日（金）ま
で、空きがある場合は市ホームページに掲載
 1001293
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
日 程 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 市ホームページの申し込みフォームまた
ははがき（案内の申込書をご利用ください）
持 ち 物 ①国民健康保険被保険者証 ②特定健康診
査受診券 ③予約票 ④採尿容器（事前に採取）
※③〜④は申し込み後、事前に送付します。
がん検診も同時に受診できます。詳しくは、特定健
康診査受診券に同封した案内でご確認ください。

【職場で受けた健診結果の提出にご協力ください】
　健診結果を提出していただいた方にお礼の品を贈

■ 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。

呈します。
対 象 40歳から74歳まで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
医療費窓口負担割合の制度が変更となりました

　10月1日（土）から、後期高齢者医療保険の被保険
者で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）を除き、医療費の窓口負担割合が2
割となりました。
対 象
世帯内の後期高齢者医療保険の被保険者が1人の場合
　 後期高齢者医療保険の被保険者の課税所得※1が

28万円以上かつ「年金収入＋その他の合計所得金
額※2」が200万円以上

世帯内の後期高齢者医療保険の被保険者が2人以上
の場合
　 世帯内の後期高齢者医療保険の被保険者のうち課

税所得※1の最大が28万円以上かつ「年金収入＋そ
の他の合計所得金額※2」の合計が320万円以上

　　※１ 住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収
入から、給与所得控除や公的年金等控除など、
所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）などを
差し引いた後の金額）。

　　※２ 事業収入や給与収入などから、必要経費や給与
所得控除などを差し引いた後の金額。
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）002719
後期高齢者医療係 ☎0438（23）7024

日本年金機構から社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書が発送されます
　国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控
除の対象です。年末調整や確定申告で社会保険料控
除の適用を受ける際には、必ずこの証明書や領収書
が必要となりますので、申告を行うまで大切に保管
してください。
送付時期
①令和4年1月1日から9月30日までに国民年金保
険料を納付した方：10月下旬から発送
②10月1日から12月31日までにことし初めて国民

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　市ホームページの申し込みフォーム、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）、市公式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-kisarazu@sg-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　 1010609

申し込みは
こちらから

応募方法
 10月17日（月）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（Ⓐ新聞折り込み Ⓑポスティング Ⓒ市
の施設 Ⓓ商業施設 Ⓔインターネット・ス
マートフォンアプリ Ⓕ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

（Ⓐホームページ、Ⓑ市公式アプリ「らづ
ナビ」、Ⓒきさらづ安心・安全メール、Ⓓ
Twitter・Facebook、ⒺYouTube、Ⓕ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の申し込みフォームで
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。

年金保険料を納付した方：令和5年2月上旬から発送
木更津年金事務所 ☎0438（23）7616
ねんきん加入者ダイヤル ☎0570（003）004

（050で始まる番号からは☎03（6630）2525）
日本年金機構の職員や委託事業者などを装っ

た犯罪にご注意ください
　日本年金機構の職員や委託業者が、訪問や電話に
より、預貯金額や口座番号、職業や家族構成などの
個人情報をお聞きすることはありません。怪しいと
感じたら、口座番号などの個人情報を話したり、現
金を支払ったりせず、相手の名前や所属、電話番号
を確認して一旦電話を切り、お近くの年金事務所へ
お問い合わせください。
木更津年金事務所 ☎0438（23）7616

年金講座　Vol.9
〜未支給年金の手続き〜 　 

　年金受給者が亡くなった場合、未払いとなってい
る「未支給年金」を遺族が代わりに請求する手続きが
できる場合があります。また、受給していた年金の
種類によって、手続き内容や手続き先が異なります。
Ｑ.未支給年金の請求とは？
Ａ. 年金は、受給者が死亡した月分まで支払われます

が、亡くなった方に支払われるはずの年金が残っ
ている場合、その分の年金を「未支給年金」といい、
それを亡くなった年金受給者の代わりに遺族が受
け取るための手続きが、未支給年金の請求です。

Ｑ.未支給年金の請求者はどんな人が該当するの？
Ａ. 亡くなった方と生計を同一にしていた配偶者や

子、父母など、3親等内の親族が請求できます（一
緒に住んでいた方や、亡くなった方へ金銭的な援
助をしていたことを証明できる方など）。

Ｑ.請求できる親族がいないときは？
Ａ. 「受給権者死亡届（報告書）」を提出してください。

※日本年金機構にマイナンバーが収録されている
方は、「受給権者死亡届（報告書）」を省略できます。

Ｑ.手続き先は？
Ａ. 基礎年金のみを受給していた方は市役所（保険年

金課窓口）または年金事務所、厚生年金を受給して
いた方は年金事務所で手続きを行ってください。
木更津年金事務所 ☎0438（23）7616
年金係 ☎0438（23）7059　 1001735

55名名
さまよもぎ蒸しサロン「はんなり」�よもぎ蒸しサロン「はんなり」�

その日からよく眠れる�「よもぎ蒸し」�その日からよく眠れる�「よもぎ蒸し」�

住　所　祇園 3−16−11　☎ 0438（55）0863

プレゼント提供店 よもぎ蒸しサロン「はんなり」�」「

　その日からよく眠れ
るようになったと評判
の「よもぎ蒸し」です。
　よもぎ蒸しとは、よ
もぎやハーブを座浴器
の下で煮立たせて、マ
ントを着用して温まる韓国発の民間療法です。
　自然栽培され安心安全な５種の国産よもぎの中からお好きな香りを
お選び頂けます。 
　季節の変わり目には夏の疲れがどっと出てきますが、はんなりのよ
もぎ蒸しで体の中から温め、よく眠って頂くことで体調を整えます。
　「心もからだも温まる」よもぎ蒸しをこの機会にぜひお試しください。 

「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

日本年金機構ホームページ
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2022（令和4）年10 月号11

◆ 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

インフルエンザ対策を　 1004144
　インフルエンザの流行に備えて、早めの対策をお
願いします。手洗いやうがい、マスク着用などの感
染対策とあわせて、規則正しい生活習慣をし、希望
される方は早めの予防接種をお勧めします。

赤ちゃん・子ども
健康診査　 1001295

　対象者には個別通知します。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。

健診名 対象
乳児健康診査

1003764 令和4年6月生まれ
1歳6か月児健康診査

1003765 令和3年3月生まれ
3歳児健康診査

1003767 平成31年4月生まれ

場所　朝日庁舎 別棟健診室
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　 1004145

　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、体調のよ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。

大人
高齢者等インフルエンザ予防接種

 1004144
期間  12月31日（土）まで ※休診日を除く。
対象  接種日現在で65歳以上の方、40歳以上65歳
未満で心臓・腎臓・呼吸器機能に障害を有するおよ
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有
する身体障害者手帳1級相当の方
負担金  1,000円
　医療機関への予約が必要です。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
予防係　☎0438（38）6981
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）で
肝炎ウイルス検診を1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市ホームページの申し込みフォーム
②電話
③郵送（「肝炎ウイルス検診」と明記のうえ、住所・
氏名・生年月日・電話番号・日中連絡が取れる電話
番号を記入）。
※ 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
若年期健康診査 1004472

期間　10月31日（月）まで（個別健診）
内容　問診・身体計測・血圧測定・診察・血液検査・
尿検査
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）までの方
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。
　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
毎月19日は食育の日です毎月19日は食育の日です

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 2

B
日（日）・9

A
日（日）

西清川 9日（日）
鎌足 16日（日）
桜井 2日（日）・28日（金）
富岡 4日（火）・18日（火）
波岡 4日（火）・18日（火）・25日（火）

岩根西 6日（木）・20日（木）
文京 7日（金）
中郷 14日（金）・28日（金）

八幡台 7日（金）・14日（金）

公民館 午後の部（13：30〜15：00）
東清 9日（日）・16日（日）

富来田 6日（木）・13日（木）・20日（木）・27日（木）
中央 7日（金）・14日（金）・21日（金）
岩根 2日（日）・16日（日）

清見台 13日（木）
金田地域

交流
センター

18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（10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 10月22日（土）、23日（日）
時間 10：00〜11：45、13：00〜16：00
場所 イオンタウン木更津請西

10/2 （日） 内
袖・耳

金田クリニック重城
さくま耳鼻咽喉科医院

金田東6−43−1
袖ケ浦市神納617−1

☎0438（97）5611
☎0438（60）2787

10/9 （日） 内・小
耳

津田医院
中原耳鼻咽喉科クリニック

東中央2−1−11
畑沢南4−1−10

☎0438（25）4171
☎0438（36）6005

10/10（祝）内・小
外

真舟外科内科クリニック
石井病院

真舟2−4−16
新田1−5−31

☎0438（36）1101
☎0438（22）2240

10/16（日） 内・小
耳

上総記念病院
かみくぼ耳鼻咽喉科

新田1−11−25
請西南5−25−11

☎0438（22）7111
☎0438（36）0002

10/23（日）
内・小

外
耳

天野医院
石井病院
ほたる野クリニック

清川2−21−1
新田1−5−31
ほたる野3−24−17

☎0438（97）8211
☎0438（22）2240
☎0438（30）9560

10/30（日）
内・小

外
君・耳

よこすか内科小児科はるこ
レディースクリニック
はぎわら病院
鮎澤耳鼻咽喉科

金田東6−47−21

木更津1−1−36
君津市中野4−15−14

☎0438（40）5336

☎0438（22）5111
☎0439（54）8721

1.日曜当直医療機関を訪れる人は、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。

がん検診
〇申込受付中の検診　 1004208
　申し込みはお早めにお願いします。
個別検診

検診名 対象
子宮頸がん検診 20歳以上の女性

乳がん検診 40〜42歳、44歳、46歳、48歳に
なる女性

申込方法
①市ホームページの申し込みフォーム
②電話
③郵送（「個別検診」と明記のうえ、検診名（子宮
頸がん、乳がん）・住所・氏名・生年月日・年度末
時点の年齢・日中連絡が取れる電話番号を記入）。
集団検診

検診名 対象者 申込方法

大腸がん検診
40歳以上

①各検診会場
②健康推進課窓口

結核肺がん検診

①ホームページの
申し込みフォーム
②電話

子宮頸がん検診 20歳以上の女性

乳がん検診（マン
モグラフィまた
はエコー検査）

30歳以上の女性
（40〜42歳、44
歳、46歳、48歳
を除く）
※年齢により検
診内容が異なり
ます。

※大腸がん検診以外は定員になり次第受け付け終了
します。
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

乳がん検診 子宮頸がん検診

がん検診に関する問い合わせ　☎0438（23）8363
（受付時間：午前9時～午後4時）

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） 8日（土）・22日（土）

予防接種の
スケジュールはこちら

（外部リンク） 詳細はこちら

詳細はこちら
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　初めてのスポーツにチャレンジ！体験教
室を開催します。親子で参加しませんか？
日時 12月10日（土）・11日（日）
  午前10時〜午後4時
場所 江川総合運動場、市民体育館、鳥
居崎海浜公園内3on3施設
対象 小学生1人につきその保護者1人
種目 野球、サッカー、陸上、トライア
スロン、バスケットボール、3×3、バド
ミントン、バレーボール
申込方法  10月11日（火）から11月11日

（金）までに専用フォームから申し込み。
★申し込み不要の体験コーナーもあります。

チャレスポ in KISARAZU事務局
（（株）セレスポ千葉支店内）※10月11日
（火）から 
☎043（232）7770　 1010555

challespo@cerespo.co.jp

申込期間  10月7日（金）まで 
審査対象  令和4年木更津産うる
ち米、玄米2㎏ ※参加申込書は市
ホームページに掲載しています。
農林水産課　 1007346
☎0438（23）8445

0438（23）0075

期日 地区 内容 問い合わせ

10月22日（土）・
23日（日）

中郷地区 作品展示 中郷公民館 ☎0438（98）0802

桜井地区
作品展示
※ 開館20周年事業　絵画展、記念植樹、

記念誌発行（年度末）
桜井公民館 ☎0438（30）7311

10月28日（金）～
30日（日） 文京公民館まつり 作品展示、芸能発表、各種イベント 文京公民館 ☎0438（23）3836
10月29日（土） 富岡地区 作品展示（22日～29日）、各種イベント 富岡公民館 ☎0438（53）5952

10月29日（土）・
30日（日）

中央公民館まつり 作品展示、芸能発表、各種イベント 中央公民館 ☎0438（25）4581
富来田地区 作品展示、芸能発表 富来田公民館 ☎0438（53）2027
鎌足地区 作品展示、模擬店、活動発表（映像） 鎌足公民館 ☎0438（52）3111
上烏田・八幡台・羽鳥野地区 作品展示、芸能発表、各種イベント 八幡台公民館 ☎0438（36）4010

東清地区
作品展示、芸能発表
※開館40周年記念事業

10月23日（日）開館40周年のつどい
記念誌等作成（年度末）

東清公民館 ☎0438（98）2919

清見台地区 作品展示、芸能発表（映像） 清見台公民館 ☎0438（98）7654
畑沢地区 作品展示、各種イベント、成果発表（映像）畑沢公民館 ☎0438（37）1005
岩根西地区 作品展示、サークル活動等の発表（映像） 岩根西公民館 ☎0438（41）1023
岩根東地区 作品展示、芸能発表、各種イベント 岩根公民館 ☎0438（41）1184
西清川地区 作品展示、活動発表（映像） 西清川公民館 ☎0438（23）0286
波岡地区 作品展示、芸能発表、各種イベント 波岡公民館 ☎0438（37）8515

10月30日（日） 金田地区 作品展示、各種イベント 金田地域交流センター ☎0438（97）6292

期日 場所 内容 問い合わせ
10月10日（月・祝） 市民会館中ホール 詩吟と剣詩舞の集い

木更津市文化協会事務局
高木
☎0438（22）3070

10月15日（土）・16日（日） イオンタウン木更津朝日 小盆栽展
10月23日（日） 中央公民館 多目的ホール（アクア木更津B館3階） 市民合唱の集い

君津市民文化ホール（君津市三直618） 民舞四つ葉の会
10月30日（日） 中央公民館 多目的ホール（アクア木更津B館3階） 将棋大会

木更津市文化協会文化祭

地区文化祭（公民館まつり）※日にちによって開催時間・内容が異なります。

　文化の秋、各公民館、金田地域交流センターで行われるさまざまな活動の成果を、ぜひご覧ください。

ライドアラウンドin木更津
　市内を中心とした魅力的なスポットを自転車で
巡り、グルメを楽しんだり、ミッションに挑戦し
たりと、獲得したポイント数を競うサイクルイベ
ントです（得点に応じて素敵な賞品をプレゼント）。
期間 10月5日（水）〜12月27日（火）
申込方法  イベント専用サイトから申し込み。
ライドアラウンド in 木更津運営事務局 
☎03（3354）2300

（平日午前10時〜午後5時30分）
info@wizspo.jp

「木更津産米」
食味分析コンクール
出品者募集

10月20日（木）開催 日時 10月9日（日）午前10時〜午後3時 
　　　※雨天決行・荒天中止。
場所 かずさアカデミアパーク（かずさ鎌
足2−3−9）
内容 パフォーマンス、ワークショップ、
展示販売、飲食関係、はしご車体験、ハンドマッサージ、顔はめパネル
など
※ペットの入場はご遠慮ください。また、当日はKURKKU FIELDSか
ら無料のシャトルバスを運行します。
鎌足地区まちづくり協議会事務局（鎌足公民館内）
☎・ 0438（52）3111　 1006028　

かまフェス 2022

チャレスポ in 
KISARAZU

参加費
無料

市制施行80周年記念事業

専用フォーム

専用サイト


