
　少子化に伴う児童生徒数の減少などにより、全国では毎年約450校の廃校施設が生じています。
本市でも平成31年3月、中郷中学校・富岡小学校が閉校となりました。

　学校施設は市にとって貴重な財産であり、閉校後の跡地を地域の実情やニーズに合わせ、有効活用していくことが求められています。
　そのような中、中郷中学校跡地が「ローヴァーズ株式会社」によりスポーツ施設「木更津スポーツヴィレッジ」として、
富岡小学校跡地が「株式会社コスモスイニシア」によりグランピング施設「エトワ木更津」として生まれ変わりました。

生まれ変わる学び舎
中郷中学校跡地利活用 スポーツ施設「木更津スポーツヴィレッジ」

富岡小学校跡地利活用 グランピング施設「エトワ木更津」

小中学校の
跡地を活用
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形が変わった形が変わった
「にぎやかさ」「にぎやかさ」

※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

136,303人
68,753人
67,550人

65,004世帯

（+54）
（−1）

（+55）
（+36）

1月1日現在の住民基本台帳
人口・世帯数 （ ）は前月比
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　平成31年3月に閉校した中郷中学校跡地を活用し、地域活性化事業を
行うため、公募により選定したローヴァーズ株式会社と不動産貸付契約
を締結しました。中郷地区のシンボルとして親しまれてきた中郷中学校
は、サッカーやバスケットなどさまざまなスポーツの合宿ができる交流
施設として生まれ変わりました。

「人と地域をスポーツで繋ぐ」
～世代、人種、障害の有無、経済格差、性別を問わず、
� すべての人がスポーツを楽しめる環境をつくる～

スポーツ施設

木更津スポーツヴィレッジ

　平成31年3月に閉校した富岡小学校跡地を活用し、地域活性化事業を
行うため、公募により選定した株式会社コスモスイニシアと不動産貸付
契約を締結しました。富岡地区のシンボルとして親しまれてきた富岡小
学校は、グランピングやカフェを併設したアウトドアリゾート型交流施
設として生まれ変わりました。

代表者コメント
　平成26年からイオンモール木更津敷地内でフットサル場の運営を行っ
ていましたが、年々クラブの規模が大きくなりフットサル場では手狭に
なってしまい、11人制のサッカーコートをつくりたいと考えていたとこ
ろに、中郷中学校の跡地利活用の公募があることを知り、応募しました。
　校舎、体育館、そして広い校庭の３つを備える中郷中学校は、ローヴァー
ズにとって理想的な環境でした。校庭は人工芝フィールドに、校舎は感染
症に強いスポーツ合宿所に生まれ変わりました。オープン直後から県内は
もちろん、東京や神奈川のスポーツ団体の皆さまにも数多くご利用いた
だいています。
　今後はさらに木更津市民の皆さまにスポーツを
楽しんでいただけるようなイベントを企画してま
いりますので、ぜひ木更津スポーツヴィレッジに

お越しください。

展開内容
・・新しいグランピング体験ができる宿泊施設
　�校庭�→�タイニーハウスサイト、BBQサイトを新設
　既存西校舎�→�メイン管理棟へリノベーション
・・今後の世の中のニーズに応えるような新たな働き方を提案
　�ワーケーションを利用したい企業やフリーランスの方にコワーキン
グオフィスとして利用いただくことも予定

展開内容
・・�宿泊型総合スポーツ交流施設� �
既存校舎�→�宿泊棟へ改修
　グラウンド�→�人工芝ピッチへ改修
・・プロスポーツ選手などを招いたスポーツ教室の開催
・・シニア向けの健康プログラムの開催
・・災害時の避難所として開放

施設コンセプト「会
え
と話

わ
」

～「会話」を充実させることにこだわり抜いた「人とひととがより
親密に近づく」非日常の体験を提供～

グランピング施設

エトワ木更津

中郷中学校跡地利活用

富岡小学校跡地利活用 

代表者コメント
　エトワ木更津は145年の歴史を閉じた富岡小学
校跡地に開業をいたしました。
　都心からアクセスが抜群に良い一方で、海や山
などの原風景を残す贅沢な立地と、小学校という
私たちの誰もが思い出の始まりの地として多くの
友と出会ったであろうロケーションに、「会

え

と話
わ

」
をコンセプトに掲げる我々との親和性を強く感じ
本事業の提案をさせていただきました。
　夜の学校に忍び込む背徳感と、気の置けない仲
間と過ごす充実感のコントラストを感じていただ
けるようさまざまな仕掛けをご用意いたしました。
　木更津市民の皆さまが大切に育んでこられた富岡小学校に一抹の遊び
心を融合させましたので、ぜひご来場いただき改めて一緒に施設を育ん
でいければ幸いです。

令和4年令和4年7/167/16　施設グランドオープン　施設グランドオープン

令和4年令和4年
12/1612/16グランドオープングランドオープン

株式会社
コスモスイニシア
新規事業推進一課
課長 田片 有利氏

ローヴァーズ株式会社
代表取締役
カレン・ロバート氏
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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　朝日庁舎接種費用

無料（全額公費負担）

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

指定ごみ袋無料引換期間は 2月28日（火）まで

12歳以上の方の初回接種予約　 1007936
協力医療機関で予約が取れない方は、健康推進課へご相談ください。

小児接種（5歳〜12歳）  1009772

乳幼児接種（生後6カ月〜4歳）  1010688

支給額�� 児童1人当たり5万円（支給は1回のみ）
申請期間�� 2月28日（火）まで
対象  18歳以下（平成16年4月2日から令和5年
2月28日生まれ）の高校生世代までの児童（障が
い児の場合は20歳未満）。
※低所得の要件や申し込み方法など詳しくは市
ホームページをご覧ください。

子育て支援課
1010187、1010186

☎0438（23）7243　 0438（25）1350

　物価高騰の影響を受けた市民生活を支援するため、市民（令和4
年12月1日時点で本市に住民登録をされている方）1人につき、
可燃ごみ専用指定ごみ袋（45ℓ）10枚の無料配布を行っています。
　引換券での配布となり、引換券は12月中旬から順次世帯主に
発送しました。期限を過ぎた場合は無効となりますので、必ず期
限内に引き換えをお願いします。
引換期限　2月28日（火）まで
※引換場所など、詳しくは引換券または市ホームページをご覧く
ださい。
指定ごみ袋配布事業お問い合わせコールセンター  1010824

☎0438（36）1525（午前8時30分〜午後5時�※土・日曜日、祝日
を除く）�

市民活動支援センター「きさらづみらいラボ」
市民活動支援課　 1011002　☎0438（23）8610　 0438（25）3566

　新庁舎整備に伴い、市民活動支援センター
「きさらづみらいラボ」を移転します。
　また、移転作業に伴い、一時休館します。
ご不便をおかけしますが、ご理解いただきま
すようお願いします。
休館期間 � 3月18日（土）〜31日（金）
移転先�� 中央1−4−9（冨田屋ビル 1・2階）
移転後開館日　4月1日（土）

休館中のお問い合わせ
　休館中は、電話でのお問い合わせのみとなります（午
前9時〜午後6時）。
　書類提出（利用申請、登録申請など）など、窓口での手
続きをご希望の場合は、個別対応となりますので事前に
市民活動支援センター（☎0438（53）7070）にお問い合
わせください。
※3月30日（木）・31日（金）は完全休館となります（電話
での問い合わせも不可）。

木更津駅前西口駐車場
営業終了日変更のお知らせ
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新型コロナワクチン接種は令和5年3月31日で終了予定です
接種を希望する方は早めに接種してください。

オミクロン株対応ワクチン接種　 1010575

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3カ月以上経過していること
接種回数　1人1回
取り扱いワクチン　ファイザー社またはモデルナ社

個別接種（協力医療機関での接種）�※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
同封している「お知らせ」や市ホームページをご確認ください。

集団接種（場所：市民総合福祉会館（潮見2−9））�※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）

1月18日（水） 2月4日（土）・5日（日）・11日（祝）・12日（日）・
25日（土）・26日（日）

2月15日（水） 3月4日（土）・12日（日）・18日（土）・26日（日）
★集団接種は、3月26日（日）が最終日の予定です。
予約方法
1.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。

　詳しくは接種券に同封している「お知らせ」や市ホームページをご覧ください。

引き続き感染対策の徹底を！　 1010872
　「あけて防ぐ・うって防ぐ・さけて防ぐ」を徹底しましょう。

医療現場のひっ迫回避のために次のことをお願いします
①検査キット、解熱鎮痛薬、食料など生活必需品の備えを
症状の軽い方であれば千葉県の抗原定性検査キットの申し込みができますが、
届くまで2日程度かかるため、あらかじめ薬局などで購入しておくと安心です。

②発熱時の対応
・・�重症化リスクの高い方・お子さんは、発熱外来・かかりつけ医・地域の小児科
医に電話で相談のうえ受診しましょう。
・・�重症化リスクの低い方は、まず検査キットで自己検査をし陽性だった場合、千
葉県の陽性者登録センターへご自身で登録してください。陰性の場合、千葉県
のオンライン診療センターでの受診が可能です（重症化リスクの高い方で、自
己検査が陽性の方も受診可能です）。� 千葉県陽性者登録センター 検索

〈注意！〉お出かけ先では接種済証を忘れずに！
　旅行会社のキャンペーンなどでワクチン接種済証の提示を求められる場面が増
えています。接種済証は忘れずにお持ちください。
　土・日曜日、祝日に接種証明書（電子版を除く）の発行・お問い合わせはできま
せんので、必要な方は余裕を持って取得をお願いします。

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）

らづワクチン

　新庁舎整備のスケジュール変更に伴
い、木更津駅前西口駐車場の営業終了日
が令和5年5月8日（月）に変更となりま
した。
　定期駐車券については令和5年4月30
日（日）まで利用可能です。
　回数券・プリペイドカードをお持ちの
方はお早めのご利用をお願いします。
※地下の西口第3自転車駐車場は令和5
年3月31日（金）で営業終了となります。
市街地整備課　 1010322　

☎0438（23）8468　 0438（22）4736

引換協力店舗はこちら

自宅療養者の方への食料支援　 1009250
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令和4年分所得税及び復興特別所得税の 
確定申告
場所� スパークルシティ木更津�4階（富士見1−2−1）
期間� 2月16日（木）〜3月15日（水）� ※土・日曜日、
祝日除く（ただし2月19日（日）・26日（日）は受け付け）。
時間� 受付：午前8時30分〜午後4時
� � 相談：午前9時〜午後5時
・・�会場開設中は、木更津税務署内に申告書作成会場

はありません（申告書の提出のみ受け付け可）。
・・�会場に無料の駐車場はありません。また、受付期

間中、税務署の駐車場は利用できません。
・・�スパークルシティ木更津では確定申告のお問い合

わせには応じていません。
・・�「入場整理券」が必要です（会場での当
日配付またはLINEアプリで事前発行。
事前発行は国税庁LINE公式アカウント
を「友だち追加」で利用可（日時指定も可））。  

国税庁
LINE公式
アカウント

※当日の入場整理券の配付状況に応じて受け付けを
早く締め切る場合があります。
・・会場で納税はできません。
・・�納税証明書が必要な場合は、申告書提
出前に木更津税務署へお越しください。 

確定申告
特集ページ

税理士による無料申告相談
場所� スパークルシティ木更津�4階（富士見1−2−1）
期間� 2月10日（金）〜2月15日（水）
� � ※土・日曜日、祝日除く。
時間� 午前9時〜正午、午後1時〜4時
・・会場に無料の駐車場はありません。
・・�「入場整理券」を当日配付します。配付状況により

受け付けを早く締め切る場合があります。
・・�申告書用紙の発送時期によっては、無料相談が終

了している場合があります。
・・�申告書などの提出のみの場合は、
郵送または税務署窓口で提出。
木更津税務署 

チャットボット
「ふたば」に相談

☎0438（23）6161（内線412・413）

税の申告が始まります

YES

YES

YES

YES
YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

申告フローチャート

NO

令和5年1月1日
現在、木更津市に
住んでいた

①主に給与 年末調整が
済んでいる

年金収入が
４００万円以下

以下の項目のいずれかに当てはまる
・ 年末調整の内容に変更がある
・ 追加したい控除がある
・ 給与収入が2,000万円を超えた
・ 2カ所以上から給与を受けた
・ 給与、年金以外の所得があった

年金収入が
148万円超
（65歳未満は
98万円超）

所得金額より控除金額の方が少ない
(所得税が課税される)

②主に年金
（個人年金は③）

③営業、農業、不動産、雑、
一時、利子、 配当、譲渡 所得

④収入なし、非課税収入のみ
（遺族・障害年金、失業給付金）

令和5年1月1日
に住んでいた市
区町村で申告

令
和
4
年
中
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

市・県民税申告または確定申告

申告不要

市・県民税申告または確定申告

申告不要

市・県民税申告または確定申告

確定申告

市・県民税申告

申告不要

市・県民税申告
市内在住の親族に扶養されている

★申告が必要になった方は、申告会場までお越しください。

追加したい
控除がある

　確定申告は、ご自身で1年間（1月〜12月）の所得
と税額を計算し、所得税などの過不足を精算するた
めの手続きです。確定申告をすると市・県民税の申
告もしたことになります。確定申告が必要ない方や
収入がない方でも、原則市・県民税の申告が必要で
す。国民健康保険税・児童手当などの計算の基礎に
なりますので、忘れずに申告してください。
申告に必要なもの
●�収入や経費が分かる書類（源泉徴収票など）�
※青色申告決算書、収支内訳書などは事前に記入
してください。
●控除が分かる書類
・・�国民健康保険税や社会保険料などの令和4年中の
支払金額を証明するもの
・・生命保険・地震保険などの掛け金の控除証明書
・・�障害者手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定証
明書（介護保険課（朝日庁舎）で発行）など
・・医療費控除の明細書
●本人確認書類（顔写真付き身分証明書の写し）
●マイナンバー
●振込先が分かるもの（所得税の還付を受ける方）
●昨年申告書を提出している方は昨年の控え
●�税務署から送付された「確定申告のお知らせ」の

はがき（届いた方のみ）
確定申告は自分のスマホ・パソコンで
　国税庁ホームページの「確定申告書
等作成コーナー」をご利用ください。
確定申告書等作成コーナーへ自動
反映できます 

確定申告書等
作成コーナー

・・�源泉徴収票をスマホのカメラで撮影すると、源泉
徴収票の内容が自動で反映されます。
・・�マイナポータルで設定を行うと、ふるさと納税や

株式の特定口座の情報が
自動で反映されます。

 マイナポータル連携特設ページ

令和5年度 市・県民税申告
場所� 朝日庁舎�会議室B
期間� 2月16日（木）〜3月15日（水）
� � ※土・日曜日、祝日除く。
時間� 午前9時〜午後4時
※市役所でも確定申告を受け付けていますが、出張
受付期間中は市・県民税の申告のみ受け付けとなり
ます。確定申告は、税務署主催の会場または出張先
の公民館をご利用ください。
市役所で受け付けできない方
・・青色申告をしている方
・・土地・建物や株式などの譲渡所得があった方
・・新たに住宅ローン控除を受ける方
・・令和4年から新たに事業を開始した方
・・令和3年分以前の確定申告をする方

出張受付施設（会場にコピー機はありません）
期　日 場　所

2月22日（水） 八幡台公民館
2月24日（金） 岩根西公民館
2月27日（月） 畑沢公民館
2月28日（火） 岩根公民館
3月1日（水） 清見台公民館
3月2日（木） 富来田公民館3月3日（金）

※本人確認書類の写しの添付が必要です。
市民税課（朝日庁舎）
☎0438（23）8571・8574　 0438（25）3566
ふるさと納税ワンストップ特例を   
申請した方へ
　ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方が確
定申告書を提出する場合は、ワンストップ特例の適
用がなくなります。確定申告書を提出する場合は、
ワンストップ特例を申請したふるさと納税について
も併せて申告してください。
領収書で医療費控除は受けられません
　医療費控除を申請する場合は、事前に「医療費控
除の明細書」を作成してください（明細書は国税庁
ホームページから取得可能です）。

確 定 申 告 書 の
提出と納税の期限

所得税及び復興特別所得税・贈与税：3月15日（水）まで
個人事業者の消費税及び地方消費税：3月31日（金）まで

印鑑不要で口座振替の申し込みができます
　収税対策室窓口（朝日庁舎）
にて、キャッシュカードがあれ
ばその場で口座振替の申し込
みができるようになりました
（印鑑不要）。

対象種目
①市税（市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税）
②料金（介護保険料、保育料、市営住宅使用料、霊園管理手数料、後期高齢者医療保険料、緊急通報装置貸与手数料）
※キャッシュカードの種類によっては利用できない場合があります。対象となる金融機関や詳しい手続き方法は市ホームページを
ご確認ください。

収税対策室（朝日庁舎）　 1010940　☎0438（23）8713　 0438（25）3566

2月1日（水）から
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一緒にまちづくりをしましょう！木更津市職員採用試験

第1次試験日　3月5日（日）
第1次試験内容　事務能力基礎試験
申込受付期間　2月9日（木）まで
採用予定日　7月1日

試験日　3月10日（金）
試験内容　作文試験・面接試験
申込受付期間　2月17日（金）まで
採用予定日　5月1日以降

申込案内書配布場所　職員課・朝日庁舎庁内案内・市内各公民館・金田出張所・富来田出張所で配布（市ホー
ムページからもダウンロード可）。
申込方法　申込受付期間までに市ホームページの申し込みフォーム、申込書類に必要事項を記入し郵送（申込
受付期間内必着）または持参。�※詳しくは市ホームページをご覧ください。

〒292−8501　富士見1−2−1　駅前庁舎　職員課　☎0438（23）7467　 0438（25）1351

募集職種 募集人数
一般行政職上級 ５人
土木上級 １人
建築上級 １人
電気上級 １人
社会福祉士 １人

募集職種 募集人数（予定）
一般行政職 2人
土木職 2人
建築職 1人
保育士 3人

　本市の経済とコミュニティの活性化をめざす「アクアコイン」の発
展に向け、企業様からの寄附を募集しています。頂いた
ご寄附は、キャンペーン原資や広報費などに活用します。�

　本市の消防団には、火災・風水害などの災
害時に活動する基本分団や、火災予防啓発活
動、応急手当指導、大規模災害時に活動を行
う機能別分団女性部・学生部・大規模災害部
もあります。
入団資格　18歳以上で市内在住・在勤・在学
の健康な方�※大規模災害部は元消防職団員の方
処遇　年額報酬・出動報酬・退職報償金
※5年以上在職の場合、報償金を支給、公務災
害補償制度が適用されます。入団方法など詳
しくは市ホームページをご覧ください。

警防課　 1005074
☎0438（23）9184　 0438（23）9096�

　目の前で人が心
肺停止状態になっ
たなど、いざとい
うときのための応
急手当の知識と技
術が身につきます。
日時　2月26日（日）午前9時〜正午
場所　消防本部�3階大会議室（潮見2−1）�※車
の方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3時間の実技講習（修了者に修
了証を発行します）。
対象� 市内在住・在勤・在学の方　
定員　30人（先着順）　参加費　無料
申込方法　2月10日（金）までに電話で申し込
み（受付時間：平日の午前9時〜午後5時）。

警防課　 1003144
☎0438（23）9184　 0438（23）9096

　アクアコインアプリにチャージされていな
いらづポイントカードをお持ちの方は、らづ
ポイントを賞品と交換することができます。
交換には事前に申請が必要です。
　交換賞品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。
申請・交換場所　市民活動支援課（朝日庁舎）
申請期間　2月17日（金）まで
交換期間　3月1日（水）〜31日（金）

市民活動支援課　 1009561
☎0438（23）8610　 0438（25）3566

　木更津市公設地方卸売市場では、農家や漁師の方をはじめとした生産者から野菜、果物、魚、花などが出荷され、
スーパーマーケット、八百屋さん、魚屋さんを通じて一般消費者に届くほか、学校給食、各種施設などへ届けら
れています。「市場へ出荷するにはどうしたらいいの？」などのご質問にお答えするため、
新規出荷者説明会を開催します。お気軽にご参加ください。
日時　2月16日（木）� 第1部　水産物部　午後1時から2時まで
� � � 第2部　青果部　　午後2時から3時まで
場所　市公設地方卸売市場管理庁舎�2階会議室（新田3−3−12）
対象者　新規出荷を希望する生産者、出荷団体など（市域を問いません）
定員　各10人（先着順）
申込受付期間　2月13日（月）まで
申込方法　電話またはEメール（件名に「新規出荷者説明会申し込み」、本文に住所・氏名（団体名）・参加希望の部
門、日中連絡の取れる電話番号を明記）で申し込み。

市公設地方卸売市場　 1000947
☎0438（23）3621　 0438（23）3622　 ichiba@city.kisarazu.lg.jp

○税制優遇を受けることができます
　全額損金算入（寄附額の約3割が控除）ができます。企業版ふるさと納税（市外に
本社が所在する企業が対象）の場合は寄附額の最大約9割が控除されます。�
○市から地方創生に貢献する企業として公表・PR

 
・・アクアコインアプリや市ホームページなどで紹介
・・アクアコインに係るキャンペーンなどでの紹介　　　　

企業版ふるさと
納税詳細・・寄附採納式の開催・市からのプレスリリース

アクアコインの発展に向け
企業様からの寄附を募集中 

産業振興課　☎0438（23）8460　 0438（23）0075
君津信用組合　☎0438（20）1122

寄
附
を
し
て
い
た
だ
く
と

市公設地方卸売市場 新規出荷者説明会

正規職員（職務経験者25歳〜45歳）
 1010931

任期付職員（任期：3年以内）
 1010925

消防団員 随時募集

消防本部主催消防本部主催
普通救命講習会普通救命講習会

らづポイントを賞品と交換します

アクアコイン
詳細

市公設地方卸売市場シンボルマーク

　令和4年は市制施行80周年という節目の年。市民の皆さまの意見も踏まえ決定した、令和4年の主な出来事を紹
介します。（実施月順）
鳥居崎海浜公園リニューアルオープン（3月）
春のセンバツ高校野球 木更津総合高校出場（3月）
渡辺市長 3期目就任（3月）

「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」を策定（5月）
木更津市制施行80周年記念事業開催
・・�きさらづ未来会議開催（5月〜7月）、木更津みなとぐちアートプロジェクト開催（6月〜12月）、デザイン
「KISARAZU�PALETTE」制作（9月）、KISARAZU�COLLECTION�2022開催（11月）、80周年記念式典開催（11
月）

学校跡地利活用の推進
・・�中郷中学校跡地に「木更津スポーツヴィレッジ」オープン（7月）、富岡小学校跡地に「エトワ木更津」オープン（12月）
大規模スポーツイベントが復活！
・・3年ぶりに木更津トライアスロン大会が開催�（6月）、4年ぶりにちばアクアラインマラソンが開催（11月）
3年ぶりに木更津港まつり、分散日程により開催（7月・8月）
防災訓練の強化
・・�市内全域で初の地域主催防災訓練一斉開催（11月）、陸上自衛隊航空祭コラボ「防災フェスタ」スケールアップ
開催（12月）

新火葬場「きみさらず聖苑」供用開始（12月）
東京湾アクアライン開通25周年を迎える（12月）
シティプロモーション課　☎0438（23）7460　 0438（23）0075

令和4年 木更津市主な出来事
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こどもの森
2月の予定

来庁前に体温測定をお願いします。
赤ちゃん広場（予約不要） ※入室制限の場合あり。

期日　1日・8日・15日・22日（いずれも水曜日）
受付時間　午前9時〜11時
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）
期日　9日（木）・13日（月）・22日（水）・24日（金）
時間　1組当たり1時間程度
場所� 市民総合福祉会館（潮見2−9）

プレママ講座（対象者に個人通知）
日時　1日（水）・8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　22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　28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

公立保育園の栄養士による
離乳食のはじめ方講座
　誰もが不安な離乳食作りや、食べさせ方について
お話しします。離乳食を作る様子もお見せします（試
食は不可）。また、質問や相談もできます（ミニ離乳
食講座「まんまのお部屋」実施中）。
日時� 2月26日（日）午前9時30分〜10時30分
場所� 桜井公民館�1階集会室（桜井新町4−2）
対象 市内在住で初めて離乳食を食べる第1子のい
る保護者の方
定員　8組（先着順、お子さんと一緒に参加可）
申込方法 � 電話で申し込み。

わかば子育て支援センター（わかば保育園内）　
1010185

☎090（6005）5462　 0438（23）5428　　

ファミリーサポートセンター
育児サポート２次講習会

　ファミサポは、子育てを手伝って欲しい方（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の相互援助活動です。
　提供会員になって、地域の子育てを手伝ってくれ
る方を募集します。

期日 内容
2月13日（月） 心の発達と保育者の関わり
2月14日（火） 障がいのある子の預かりについて
2月16日（木） 身体の発育と病気
2月21日（火） 子育て支援サービスを提供するために
2月27日（月） 子どもの遊び

場所　市民総合福祉会館（潮見2−9）
※詳しくはお問い合わせください。

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）

　寝たばこ・ストーブ・ガスコンロなど火の取り扱いには十分に気を付け、住宅用火災警報器や消火器
などの設置・防炎品の使用・隣近所の協力体制を作るなど、日頃からしっかりと備えておきましょう。
〇消防団による参集・情報伝達訓練、中継・放水・土のう作
成訓練
　当日、市内を地元消防団の消防車が走行します。
日時� 2月19日（日）�午前8時〜正午
� � ※荒天の場合26日（日）に延期。
場所� 旧市役所西側駐車場・矢那川ダム・市公設地方卸売市場

警防課　☎0438（23）9184　 0438（23）9096

〇市内小学生による防火ポスター展
期間� 3月1日（水）〜7日（火）
� � 午前9時〜午後5時
場所� イオンモール木更津�2階
� � イオンホール（築地1−4）
※表彰式は3月5日（日）
　午前11時〜正午

〇消防広場
日時� 3月5日（日）午前9時〜正午
場所� イオンモール木更津�東側バス待機所
内容 消防車両の展示・火災予防啓発品の
配布など

予防課
☎0438（23）9183　 0438（23）9096

　JR木更津駅東口の一部の自転車駐
車場（第2・第3・第4自転車駐車場）
の年間利用者は、抽選で決定します。

JR木更津駅

は
ぎ
わ
ら
病
院 三

井
住
友

銀
行

木更津
ワシントンホテル

矢
那
川スパークル

シティ木更津
（駅前庁舎）

至館山

受付場所 東口（太田山口）

西口（みなと口）

東
口
第
1

東
口
第
5

東
口
第
2

東
口
第
3

東
口
第
4

抽選対象の自転車駐車場と募集台数
自転車駐車場 台数

木更津駅東口
第2自転車駐車場 1階 260台

木更津駅東口
第3自転車駐車場 1階 280台

木更津駅東口
第4自転車駐車場 160台

受付期間�� 2月3日（金）〜3月3日（金）（日曜日、祝
日を除く）午前7時〜11時、午後1時〜5時30分
受付場所�� 木更津駅東口第3自転車駐車場管理事
務所☎0438（25）5488
申込方法　抽選申込書に必要事項を記入のうえ、
持参（抽選申込書は市ホームページからダウンロー
ド可（受付期間中に受付場所でも配布））。

市営自転車駐車場（JR木更津駅東口）の年間利用に係る
抽選申し込みの受付開始

令和
5年度

3月1日(水) ～7日(火)令和5年春季全国火災予防運動
統一標語

「お出かけは マスク戸締り 火の用心」

　市立小・中学校の体育館や運動場などを学校
教育に支障のない範囲で開放します（令和5年4
月から利用を希望する団体は、2月に登録申請
が必要です）。
登録できる団体　市内在住・在勤・在学の方で
構成された成人を含む5人以上のスポーツ活動
を目的とする団体�※フットサルなど、競技種
目によっては利用できない場合があります。
登録申請方法　2月15日（水）までに登録申請書・
団体員名簿をEメール・郵送（必着）または持参。
※登録申請書はスポーツ振興課（朝日庁舎）で配
布（市ホームページからダウンロード可）。
※施設の利用調整などは、開放校ごとの「学校
開放運営委員会」で行います。

利用団体登録申請の受け付け

開放校　真舟小学校を除く市立小・中学校29校
市立小学校の開放施設・日時
①�体育館：平日の午後6時〜9時、土・日曜日、祝日・
振休の午前9時〜午後9時
②運動場：土・日曜日、祝日・振休の午前9時〜午後4時
市立中学校の開放施設・日時
①体育館：水・土曜日の午後6時〜9時
②武道場（富来田中学校のみ）：水・土曜日の午後6時〜9時
③武道場（木更津第一中学校のみ）：水・土曜日の
　午後7時〜9時

〒292−8501　朝日3−10−19　朝日庁舎
スポーツ振興課　 1009690
☎0438（23）5319　 0438（25）3991
taiiku@city.kisarazu.lg.jp

令和5年度学校体育施設開放

　千葉県議会議員一般選挙および木更津市議会議
員一般選挙の投票日が決定しました。期日前投票
の日程など、詳しくは広報きさらづ3月号・4月号
でお知らせします。

〇立候補予定者説明会
日時� 2月20日（月）午後2時〜4時
場所� 朝日庁舎�会議室A1・A2

〇立候補届出書類事前審査
日時� 3月24日（金）午前10時〜午後4時
場所� 朝日庁舎�会議室A1・Ａ2

〇立候補届出受け付け
日時� 4月16日（日）午前8時30分〜午後5時
場所� 市民総合福祉会館（潮見2−9）

選挙管理委員会事務局　 1001814　☎0438（23）8476　 0438（25）9300

4月は統一地方選挙です

木更津市議会議員一般選挙
投票日　4月23日（日）

千葉県議会議員一般選挙
投票日　4月9日（日）

注意事項　申し込みは希望する自転車駐車場1カ所
のみとし、1人1回1台まで（申込書に虚偽記載があっ
た場合は当選無効）。また、当選後の権利譲渡はで
きません。抽選結果は3月10日（金）から受付場所前
掲示板および市ホームページに掲載します。

市民活動支援課　 1009642
☎0438（23）7492　 0438（25）3566

木更津市議会議員一般選挙に
立候補予定の皆さまへ

<自転車駐車場 位置図＞<自転車駐車場 位置図＞
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　ちょっと気弱な岡っ引き
見習いの北一は、亡くなっ
た親分の本業だった、文庫
売りで生計を立てている。
不思議な事件を追いかけて
いるうちに出会ったのは、
無口ながらも、信じられな
いほど腕っぷしの強い釜

焚きの喜多次。
　2人の「きたさん」が怪異と謎解きを通じて成
長していく物語となっています。

図書館が所蔵する資料や写真・絵葉書から、木更津市の80年を振り返ります。
期間　3月10日（金）〜3月30日（木）
場所　図書館入口・2階展示コーナー

『きたきた捕物帖』
 宮部 みゆき 著
  PHP文芸文庫

になる本気図書館スタッフの

■蔵書点検とシステム更新のため業務を停止します
　図書館は現在工事中のため臨時窓口を開設していま
すが、蔵書の点検作業と図書館システムの入れ替えの
ため、2月13日（月）から3月9日（木）まで貸出返却予約
を含むすべての業務を停止します（電子図書サービスは
利用可）。公民館図書室・金田地域交流センターも貸出
返却予約はできません。開館日の詳しい日程は広報き
さらづ３月号、市ホームページでお知らせします。
〇臨時窓口
受付業務 予約図書の貸出・返却、図書の予約（Web
予約含む）、図書館カードの発行、電子図書パスワー
ドおよびWeb予約パスワードの交付
受付時間 火曜日〜金曜日：午前9時〜午後7時
 土・日・祝日：午前9時〜午後5時
休館日 2月6日（月）・13日（月）〜3月9日（木）
注意事項 ブックポストは使用できません。
※駐車場は文京公民館側を利用してください。　

　本市の小櫃川河口盤洲干
潟を舞台にした小説『パパイ
ヤ・ママイヤ』を執筆された
乗代 雄介氏の講演会です。
執筆活動 に 関 することや、
幼少期 に 出会った 本 など、
ご自身の読書体験に関する
お話を伺います。
日時　3月12日（日）午後2時〜4時
場所　図書館 2階会議室
定員　80人（先着順）
参加費　無料　

　「あくたれラルフ」や「おば
けのジョージー」、「ねこの
オーランドー」シリーズなど
絵本の翻訳を手掛けてきた
小宮 由氏の講座です。翻訳
の力で子どもたちに夢溢れ
る世界を提供し続ける小宮
氏の活動に触れることで、子どもたちが本と触れ合
う重要性を再確認できます。
日時　3月5日（日）午後1時〜3時
場所　文京公民館 集会室（文京2−6−54）
定員　50人（先着順）　参加費　無料

図書館　 1003100　☎0438（22）3190　 0438（22）7509　 tosho@city.kisarazu.lg.jp

図書館だより

 文芸講演会
『歩いて、観て、書いて』
  作家 乗

のりしろ

代 雄
ゆうすけ

介 氏　

市制施行80周年記念事業
 児童文学講座

『子どもたちに物語の世界を』
  翻訳家 小

こ み や

宮 由
ゆう

 氏　

★当日は著作の販売と
　サイン会も開催します。

　感染症対策を万全にし、市民元旦マラソン大会を
実施しました。清々しい新春の朝、327人のランナー
が矢那川ダム周辺を駆け抜けました。
実施区分（すべて男女共通） 距離 参加人数

小学校1・2年生 1.0 km 39人
小学校3・4年生 1.5 km 45人
小学校5・6年生 1.5 km 47人

一般Ａ 3.0 km 70人
一般Ｂ 5.0 km 126人

スポーツ振興課  　 1010708
☎0438（23）5328　 0438（25）3991

第44回
市民元旦マラソン大会を開催し

ました

　国指定重要文化財「千
葉県金鈴塚古墳出土品」
の語るものとは何かを探
ります。
日時　2月25日（土）
午後1時30分〜3時30分

（受付開始：午後1時）
場所　中央公民館 多目的ホール
   （アクア木更津B館 3階）
講師 横

よ こ す か

須賀 倫
ともみち

達 氏（文化庁文化財調査官）
定員 100人（先着順）　受講料　無料
申込方法  電話または窓口（受付時間：午前9時〜
午後4時30分※月曜日休館）で申し込み。

郷土博物館金のすず（太田2−16−2）
1009565

☎0438（23）0011　 0438（23）2230

古墳から飛鳥へ時代を繋ぐ
〜金色に煌めく重要文化財金鈴塚古墳出土品から〜

地域学講座「木更津風土記」講演会

申込方法　電話またはＥメール（件名に『文芸講演会または児童文学講座申
し込み』、本文に住所・氏名・日中連絡の取れる電話番号を明記）で申し込み。

図書館　 1003100
☎0438（22）3190　 0438（22）7509　 tosho@city.kisarazu.lg.jp

　安心・安全・無添加
な食べ物を提供する、
お子さんも楽しめる

「食」のイベントです。
日時 3月5日（日）
午前10時〜午後3時
場所 内港公園（内港1）
内容  ステージパフォーマンス・お楽しみ恐竜コー
ナー・豪華景品が当たる！ガラガラ抽選会
※駐車場は旧市役所西側駐車場をご利用ください

（当日は旧市役所西側駐車場・JR木更津駅西口・内
港公園間で無料巡回バスを運行します）。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
観光振興課　 1010893

☎0438（23）8118　 0438（23）0075

木更津ナチュラルバル

装飾付大刀

　

日時 2月18日（土）午前10時〜正午
   ※雨天決行・荒天中止
場所 コミュニティマーケットベアーズ（中里590）
参加費 1組1,000円（当日集金。アクアコイン利用可）
定員 20組（先着順）
申込方法  2 月 10 日（金）までに申し込みフォームから申し
込み。
※ 1組につき、出来上がり味噌約1kgをお持ち帰りできます。
※屋外での体験となりますので、防寒対策をお願いします。

オーガニックシティ推進課　 1002783　☎0438（23）8049　 0438（23）9338

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～

オーガニックシティセミナー第13弾 食育編
木更津産の有機米と大豆を使った味噌づくり体験

申し込みフォームは
こちら

お子さんに大人気

資料から見る木更津市の80年市制施行80周年記念事業

詳しくはこちら
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●マイナポイントの設定支援サービスを
実施中　 1006050
　「①マイナンバーカードの新規取得な
ど②健康保険証としての利用申込③公金
受取口座の登録」で、最大2万円分のポ
イントがもらえます。

マイナポイントの対象となるマイナン
バーカードの申請期限は2月末までです

対象 令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請された方
場所� 市民課（朝日庁舎）
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の決済サービスID・
セキュリティコード、公金受取口座の登録をされる方は通帳
※ご本人がご来庁ください。また、対象となるキャッシュレ
ス決済サービスについては市ホームページをご確認ください。

●マイナンバーカードの写真撮影（無料）から申請まで
のサポートを実施中　 1007653
場所　市民課（朝日庁舎）
持ち物　本人確認書類、通知カード・住民基本台帳カー
ド・国から送付された申請書（お持ちの方）
●2月の休日窓口（申請・交付・更新）� 1001018
日時　2月5日（日）・12日（日）・18日（土）・26日（日）午
前9時〜午後4時�※19日（日）はシステムメンテナンス
のため18日（土）に実施します。
場所　市民課（朝日庁舎）

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

82023（令和5）年 2 月号

千葉県障害者スポーツ大会
　競技種目により、日時・場所・対
象年齢が異なります。
　詳しくは「千葉県障がい者スポー
ツ協会」ホームページをご覧くだ
さい。
対象 市内在住で、身体・知的・精
神に障がいのある方
申込方法 　2月9日（木）までに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・障
がいの種類・出場競技種目名を電話・
Eメール・ファクスまたは窓口で申
し込み。

障がい福祉課（朝日庁舎）
☎0438（23）8497� 0438（25）1213
shoufuku@city.kisarazu.lg.jp

千葉県障がい者スポーツ協会 検索

歌とダンス・ お笑いによる絆の
祭典「富

ふ く き た

来田る祭典」

　真打落語家で木更津ふるさと応援
団の柳

りゅうてい

亭�芝
しば ら く

樂氏による芸能発表や
小学生〜高校生の芸能鑑賞、参加者
同士の交流会などを行います。
日時 2月25日（土）�午前9時〜正午�
� � （開場：午前8時30分）
場所 �富来田公民館�多目的ホール

（真里谷110）
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 60人程度（先着順）
参加費 無料
申込方法 　電話またはEメールで申
し込み。

富来田公民館
☎0438（53）2027� 0438（53）2079
fukuta-k@city.kisarzu.lg.jp

バーチャルサイクリング体験会
　自転車のペダルをこぐことで、仮
想空間内に再現されたさまざまなサ
イクリングコースをリアルに体感で
きます。
　ライトなコースからハードなコー
スまで、県内の風景を再現した4つ
のコースから1つを選んで体験する
ことができます（申し込み不要）。
日時  2月23日（祝）
  午前10時〜午後5時
場所  イオンモール木更津
  （築地1−4）
参加費  無料

千葉県生涯スポーツ振興課
☎043（223）2449

らづ−Bizが夢の実現をサポー
ト！第14期木更津創業塾

　創業や経営に関することを短期間
で集中的に学べます。ビジネスに必
要な実践的知識が身につき、起業家
仲間も作れます。
期日  2 月 25 日、3 月 4 日・11 日・
18日の4日間（いずれも土曜日）
時間  午前9時〜午後3時
場所　木更津商工会館 3階研修室
  （潮浜1−17−59）
参加費  無料
定員　30人（先着順）
申込方法　電話または「らづ−Biz」
ホームページで申し込み。

木更津市産業・創業支援セン
ター「らづ−Biz」　☎0438（53）7100

らづBiz 検索

お知らせ
災害用発電機を購入しました

　本市では、令和元年度に発生した
台風による被害を教訓に、令和4年
度特定防衛施設周辺整備調整交付金
を活用して災害用発電機を購入しま
した。
　これらの備品を活用しながら、今
後も避難所の生活環境の改善および
停電時における避難所の開設、運営
対策を図っていきます。

危機管理課　 1001142
☎0438（23）7094� 0438（25）1351

ちば省エネ家電  
購入応援キャンペーン

　千葉県では、家庭のエネルギー費
用負担の軽減を図るため、省エネ性
能の高いエアコン・冷蔵庫などの購
入者に対し、キャッシュレス決済
サービスで使えるポイントの付与な
どによる支援を行う「ちば省エネ家
電購入応援キャンペーン」を実施し
ます。

環境政策課　
1010924

☎0438（36）1442� 詳しくはこちら

0438（30）7322
ちば省エネ家電購入応援キャンペーン 検索

祝日のクリーンセンターでの  
ごみの受け入れは行いません

　2月11日（土）・23日（木）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。
　また、土曜日のごみの持ち込みは、
前日の金曜正午（金曜が祝日の場合
は、金曜以前の直近の平日正午）ま
での事前予約制です。※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� らづナビから

予約

高齢者に見守り等タブレット貸出中
　高齢者の見守りや市の情報を閲覧
でき、テレビ電話機能も搭載したタ
ブレットを対象者へ貸し出していま
す（端末・通信費無料）。
対象 世帯全員が市内在住の75歳
以上の住民税非課税者で、スマート
フォン、タブレット、パソコンなど
を持っていない方
申込方法 � 窓口に申請書を提出。

高齢者福祉課（朝日庁舎）
1010917

☎0438（23）2695� 0438（25）1213

介護保険料の納付・納付相談の
休日窓口を開設します

　平日、お仕事などの都合で納付が
難しい、納付相談に市役所へ来られ
ない方は、ぜひご利用ください。
日時  2月26日（日）、3月26日（日）　

午前8時30分〜午後5時
場所 介護保険課窓口（朝日庁舎）
内容　介護保険料の納付・納付相談

（納付相談の方は事前に電話で予約が
必要）

介護保険課（朝日庁舎）
☎0438（23）7161 0438（25）1213

「ちば障害者等用駐車区画利用証
制度（パーキング・パーミット制
度）」をご利用ください

　公共施設や商業施設などに設置さ
れている障害者等用駐車区画の利用
対象者を限定して、歩行困難者が区
画を利用しやすくするために、県や
市で利用証を交付しています。
対象 日常生活の中で、障がいなど
を理由に歩行が困難であると認めら
れる方（障がい者、介護認定を受け
た高齢者、難病患者、妊産婦、けが
人など）
申込方法 � 窓口で申請書の提出お

よび障害者手帳など確認書類の提示
（郵送の場合は写しの添付）。

〒292−8501　朝日3−10−19
障がい福祉課（朝日庁舎）
☎0438（23）8513 0438（25）1213

〒260−8667　千葉市中央区
市場町1−1�千葉県健康福祉指導課
（郵送のみ）　☎043（223）3924

2月は北方領土返還運動全国強調
月間です

　北方領土は、日本固有の領土です。
　北方領土の早期返還の実現のため
には、国民一人一人が北方領土問題
に対する関心と理解を深め、一丸と
なって取り組むことが重要です。
　皆さんも、この機会に北方領土に
ついて考えてみませんか。

北方領土返還要求運動千葉県民
会議　☎043（223）2203

相談
税の無料相談（要予約）

日時 2月8日（水）
� � 午前10時〜午後3時
場所 木更津商工会館
� � （潮浜1−17−59）
内容 記帳、決算、税務およびこれ
らの書類作成に関すること（税目は
問いません）。※申告書類の作成や
作成済み申告書のチェックなどは行
いません。
対象 税理士、税理士法人が関与し
ていない一般納税者
申込方法　電話で申し込み。

千葉県税理士会木更津支部税
務支援センター　☎0438（37）9000

全日本不動産協会・千葉県本部主催 
不動産無料相談会（予約不要）

　各分野の相談員（宅建士・弁護士・
税理士・建築士）が対応します。
日時 2月15日（水）
� � �午前10時〜午後4時
� � ※相談時間は1組30分
場所 朝日庁舎�会議室A1・A2前
スペース

公益社団法人全日本不動産協会・
千葉県本部事務局
☎043（202）7511　
（午前10時〜午後4時） 

マスコットキャラクター
「ラビーちゃん」

マイナンバーカードに関するお知らせ
マイナンバーカードの申請率が75％を超えました
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講演・講座・教室
コグニサイズ教室

　コグニサイズとは、簡単な計算や
しりとりなどの課題を運動とともに
行うものです。
　脳の機能を活性化し、認知症の予
防と健康促進を目指します。
日時 2月22日（水）
� � 午後2時〜3時30分
場所 桜井公民館�集会室
� � （桜井新町4−2）
定員 30人程度　
参加費　無料
持ち物 筆記用具、飲み物、 動き
やすい服装
申込方法 � 2月17日（金）までに氏
名・電話番号・年代を電話、ファク
スまたはEメールで申し込み。

高齢者福祉課　 1010941
☎0438（23）2630� 0438（25）1213
kourei@city.kisarazu.lg.jp

木更津市人権教育研修会  
～私と学校生活～

　セクシャルマイノリティ当事者の
西原 さつき氏による講演会です。
日時 2月21日（火）午後2時〜4時 
講師� �西

に し は ら

原 さつき 氏（俳優、「乙女
塾」代表、カンコー学生服サポーター）
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）

定員 50人（Zoom対応可）　
申込方法 　2 月 17 日（金）までに市
ホームページの申し込み  
フォームで申し込み。 

申し込みは
こちら生涯学習課

1001645
☎0438（23）5274� 0438（25）3991

広報に役立つ！  
情報リテラシー向上入門講座

　インターネットやSNSなどを安
全・安心に活用するために、実際に
発生したトラブルなどを交えなが
ら、正しい活用方法について学ぶ講
座です。
日時 3月17日（金）
� � 午後2時〜3時30分
場所 中央公民館�多目的ホール
� � （アクア木更津B館3階）
※駐車場：市営西口駐車場�（駐車券
を発行します）
講師� 黒

くろかわ

川�衣
い さ な

紗菜�氏
� � （デジタルアーツ株式会社）
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 各40人程度（会場・Zoom）
申込方法 � 2月10日（金）から市内
各公民館・金田出張所窓口、電話、
ファクスまたはEメールで申し込み
（受付時間：午前9時〜午後5時15分）。�
※休館日を除く平日の開館日のみ。

お近くの公民館または金田出
張所　 1010987

募 集
市営住宅入居者（2月分）

募集住宅�� 長須賀団地（長須賀1650）
� � � � 長屋2階建て2戸
募集期間�� 2月15日（水）まで
申込方法　窓口で申し込み。
※応募多数の場合は抽選となります。

住宅課（朝日庁舎）
1001383

☎0438（23）8598� 0438（22）4736

環境審議委員会委員
　本市の環境保全に関して、基本的
な事項を調査審議し、市長に答申・建
議などを行う委員を募集しています。
募集期間　2月27日（月）まで
募集人数　2人
対象 18歳以上（令和5年4月1日
現在）で市内在住・在勤・在学の方
任期　令和5年4月1日（土）から2
年間
申込方法 � 履歴書（様式自由）およ
び「木更津市の環境の保全に関する
こと」をテーマとする作文（1,200字
程度）を郵送（2月27日必着）・持参
またはEメールで申し込み。

〒292−0838　潮浜3−1
環境政策課　 1007683
☎0438（36）1442� 0438（30）7322
kankyou@city.kisarazu.lg.jp

「統計の日（10月18日）」の標語
　総務省では、統計の重要性に対す
る国民の関心と理解を深め、統計調
査に対する国民のより一層の協力を
いただけるようにと定めた「統計の
日（10月18日）」の標語を募集して
います。
募集期間�� 3月31日（金）まで
　募集部門、申込方法など詳しくは
総務省ホームページをご覧ください。

総務省政策統括官付統計企画管
理官室地方統計機構担当
☎03（5273）1144（直通）
toukeinohi@soumu.go.jp

 統計の日 検索

イベント・催し
ウォーキング・ジョギング教室

　基本的なウォーキング・ジョギン
グのポイントを学んで、楽しく体を
動かします。
日時 3月12日（日）午前10時〜11
時30分（受付開始：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）
講師� 鈴

す ず き

木�博
ひろし

�氏（木更津市陸上競
技協会）
対象 18歳以上の方
定員 20人（先着順）
参加費 500円（当日支払い）
持ち物 運動ができる服装、運動
靴、タオル、飲み物 

申し込みは
こちら

申込方法 � 専用申し込み
フォームで申し込み。

オーエンス陸上競技場
☎080（3739）6109

木更津市営体育施設 検索

きさらづ歳時記  
「旧安西家住宅のひな祭り」

　華やかな段飾りのおひな様をお楽
しみください。
期間   2月15日（水）〜3月5日（日）
  ※月曜日休館
時間  午前9時〜午後5時
場所  市指定文化財「旧安西家住宅」
  （太田山公園内）

郷土博物館金 のすず（太田 2 −
16−2）

1009590
☎0438（23）0011 0438（23）2230

KISARAZU KEIJIBAN

　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

固定資産税・都市計画税　第4期
国民健康保険税（普通徴収）　第8期

納期限　2月28日（火）

　毎月第2・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

の納税休 日

 収税対策室（朝日庁舎）
☎0438（23）8036　 0438（25）3566

2月12日（日）・26日（日）午前8時30分〜午後5時

2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 9日（木）・14日（火）

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）
8日（水）・15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〜午後4時

消費生活センター（朝日庁舎）
� ☎0438（20）2234

家庭相談（児童・ひとり親・DV・離婚前
相談など） 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

5）5
とゴー

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

8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

育児相談（乳幼児の子育て・離乳食など） 月〜金曜日 ※祝日を除く わかば子育て支援センター　　
� ☎090（6005）5464

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 2日（木）・16日（木）
木更津市社会福祉協議会
� ☎0438（25）2089法律相談 ※要予約 13日（月）・20日（月）・22日（水）

結婚相談 火曜日

成年後見に関する相談 28日（火） きさらづ成年後見支援センター
� ☎0438（22）6226

 　企業や団体など、希望者へマイナンバーカードの出
張申請受け付けサービスを実施しています。
　予約・相談は市民課マイナンバー担当までご連絡く
ださい。
人数　希望者が5人以上
場所　公民館や事務所など（要相談）

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

マ ナイ ン ー カ ー ドバ    出張申請受け付け出張申請受け付け
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交通事故にあったとき
　交通事故や第三者の行為により怪我をした場合
は、加害者が治療費を負担する義務があるため、原
則として国民健康保険が使えません。しかし、加害
者側からすぐに治療費を支払われることが困難な場
合や、被害者側に過失がある場合は、届け出をする
ことにより国民健康保険証を使って治療を受けるこ
とができます。なお、自損事故の場合も傷病届の提
出をお願いしますが、届出様式が異なるため、まず
はお電話でご連絡ください。
届け出の方法
　受診から60日以内を目安に、郵送または保険年金
課窓口に以下の書類をご提出ください（書類は市ホー
ムページよりダウンロード可）。また、損害保険会社
などが書類作成の援助をする場合があります。
①第三者の行為による傷病届
②念書
③事故発生状況報告書

■ 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。

④交通事故証明書（自動車安全運転センター発行）
※受傷理由などにより提出書類が異なる場合があり
ます。
保険証が使えない場合もあります
○通勤災害や仕事中の事故　
  労災保険が適用される場合は、保険証は使えませ

ん。勤務先でお手続きください。
○ 故意の犯罪行為や重大な過失など（飲酒運転など

の道路交通法違反）による事故
安易な示談は気をつけて
　相手方との話し合いにより示談になる場合もあり
ますが、示談成立後に事故による症状が出る場合も
ありますので慎重に対応しましょう。
国保給付係　 1001720　☎0438（23）7014

国民年金基金からのお知らせ
　国民年金基金は国民年金に上乗せする公的な年金
です。終身年金が基本となり、年金額は確定、掛金
額も一定で、税制上の優遇も受けることができます。
　加入できる方は、20歳以上60歳未満で国民年金
に加入している1号保険者の方、60歳以上65歳未満
で国民年金に任意加入している方、海外に居住され
ている方で、国民年金に任意加入されている方です。
詳しくはお問い合わせください。
全国国民年金基金千葉支部　☎043（221）6370
マイナンバーカードを活用してマイナポータル

から電子申請ができます
　マイナポータルとは、行政手続きのオンライン窓
口で、国民年金などの手続きのオンライン申請のほ
か、行政機関などが保有するご自身の情報の確認や、

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

行政機関などからのお知らせ通知の受信などのサー
ビスが受けられるものです。
　国民年金の手続きも、マイナンバーカードがあれ
ばオンライン上で手続きできるため、手続きに行く
時間がない方などにも便利です。
　マイナポータルから申請可能な年金の手続きは以
下のとおりです。
・・国民年金の資格取得（種別変更）届　
 ※ 会社などを退職して国民年金に切り替える手続き

や、配偶者の扶養から外れる時の種別変更手続き
・・国民年金保険料免除・納付猶予申請
・・国民年金学生納付特例
マイナポータルにおける電子申請の利用手順
１. 右のQRコードからアクセスし、マイナンバーカー

ドを利用してマイナポータルにログ  
インする（４桁の利用者証明用電子証明  
パスワードの入力が必要です）。 マイナポータル

ログイン
２. マイナポータルのトップページの「年金の手続き

をする」を選択する。
３. 「国民年金に関する手続」画面にて、希望する手

続きを確認し、「手続きへ進む」を選択する。
４. 券面事項入力補助用パスワード（数字４桁）を入力

し、スマートフォンの裏にマイナンバーカードを
押し当てて読み取りを開始する。

５. 画面の案内に従い、申請に必要な内容の入力・
選択を行う。

６. 個人情報の取り扱いなどを確認し「同意する」「申
請する」を選択。

７.送信したら電子申請完了。
　詳しくは日本年金機構ホームページを
ご覧ください。 日本年金機構ホームページ

　新聞未購読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。　 1007432

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。

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

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 ！  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　 1011027
☎0438（23）7460　 0438（23）9338

申し込みは
こちらから

応募方法

女性に大人気‼女性に大人気‼薬膳スープと米粉麺薬膳スープと米粉麺
人気 No.1 肉味噌米麺（ミーシェン）人気 No.1 肉味噌米麺（ミーシェン）
　中国雲南省で科挙（官僚の試験）を受ける夫への「冷めにくい料理」として
生まれたのが「雲

うんなんかきょうべいせん

南過橋米線」。この「過橋米線」や「米麺（ミーシェン）」を食べ
られるお店として昨年東太田にオープンした「仙米麺（センミーシェン）」は
漢方食材と国産丸鶏の「鶏旨薬膳スープ」と米粉の麺が女性に大人気！今回
は人気No.1「肉味噌米麺」を10名様にプレゼント。「もちもち太麺」「つるつ
る平麺」をお選びいただけ、自家製辣油で味変もお楽しみいただけます。�

オスプレイに関するお問い合わせ 
 企画課 ☎0438（23）7425　 0438（23）9338
  陸上自衛隊木更津駐屯地　☎0438（23）3411 

皆さまの声をお寄せください ！ 24時間受付中 ！
メールボックス　 1001467
ミミちゃんFAX　0438（25）3566

視覚障がい者用広報きさらづ音訳CD貸し出し
シティプロモーション課（郵送貸し出し）

☎0438（23）7460　 0438（23）9338
障がい福祉課（窓口貸し出し）

☎0438（23）8513　 0438（25）1213

仙米麺（センミーシェン）」「
プレゼント提供店

住所　木更津市東太田1−12−11　☎070−8405−9059

1010名名
さま

カタログポケット

旬の地元産農林水産物を食べよう！ 「白菜」

〔白菜の米粉クリーム煮〕◆材料（2人分）
ウインナー�� �5本�
油�� �小さじ1
にんじん�� �3cm
玉ねぎ�� �1/4個
水�� �150ml
しめじ�� �1/2株
白菜�� �1/8個

◆作り方
①ウインナーは1㎝の輪切り、白菜は芯と葉を分けて
ざく切り、玉ねぎはスライス、にんじんはいちょう
切り、しめじは小房に分け、米粉を少量の牛乳で溶く。
②鍋に油を入れ、ウインナーを炒めた後、にんじん、
玉ねぎを加えてさらに炒めたら、水を入れて煮る。
③しめじ、白菜の芯を入れて煮て、全体に火が通っ
たら白菜の葉とⒶを入れる。
④米粉を入れて、とろみがつくまで弱火で煮たら、塩、
こしょうで味を調える。
農林水産課　☎0438（23）8445�� 0438（23）0075

　水分が多く低カロリーで、高血圧の予防や老廃物の排出を促進する
働きがあるカリウムと、免疫力を高めるビタミンCを多く
含んでいます。本市では矢那・下郡地区などで栽培されています。

米粉�� �大さじ2
塩・こしょう�� �少々
牛乳�� �200ml

Ⓐ

ポイント　米粉でとろみをつけることで仕上がりが
ヘルシーに。隠し味の味噌は味に深みが出ます。

営業時間　午前11時30分〜午後3時
 　午後5時30分〜9時
定休日：日曜日

� 2月15日（水）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�Ⓔ市ホームページ�Ⓕアプリ「カタ
ログポケット」�Ⓖ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（Ⓐ市ホームページ、Ⓑ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
のうえ、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。

白ワイン（酒）�� �大さじ1/2
コンソメ�� �大さじ1/2
味噌�� �小さじ1
粉チーズ�� �小さじ1



公民館 午前の部
（午前9時30分〜11時）

畑沢 1
A
9日（日）・2

B
6日（日）

西清川 12日（日）・26日（日）

鎌足 19日（日）

桜井 5日（日）・17日（金）

富岡 7日（火）・21日（火）

波岡
7日（火）・14日（火）

21日（火）・28日（火）

岩根西 2日（木）・16日（木）

文京 3日（金）・17日（金）

中郷 10日（金）・24日（金）

八幡台 3日（金）・10日（金）

公民館 午後の部
（午後1時30分〜3時）

東清
12日（日）・19日（日）

26日（日）

富来田
2日（木）・ 9日（木）

16日（木）

中央
3日（金）・10日（金）

17日（金）

岩根 5日（日）・19日（日）

清見台 9日（木）

金田地域
交流

センター
21日（火）

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。

2023（令和5）年 2 月号11

感染症に注意しましょう
　寒さが強まり空気が乾燥してくると、インフルエ
ンザやノロウイルスなどの感染症が流行します。感
染症にかからないために、こまめな手洗い・うがい
などの体調管理と体づくりを心がけましょう。

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。別日を案内し
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 HP
乳児健康診査 令和4年10月生まれ 1003764
1歳6か月児健康診査 令和3年7月生まれ 1003765
3歳児健康診査 令和元年8月生まれ 1003767
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（定期接種） 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、予防接種ガイドをよく読み、期限まで
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

予防係　☎0438（38）6981

大人
風しん抗体検査・予防接種� 1004277

対象 � 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日ま
でに生まれた男性で過去未実施の方（令和4年5月
に案内はがきを送付済み）
検査・接種期間　2月28日（火）まで
※転入前の市区町村でクーポン券を利用せず本市に
転入した方や紛失した方へクーポン券を発行します
ので、ご希望の際はお問い合わせください。
予防係　☎0438（38）6981　
がん検診 1004208

　令和4年度の集団検診は終了しました。令和5年
度の集団検診日程は、広報きさらづ4月号や市ホー
ムページでお知らせします。
申し込み受付中の検診（個別検診）
検診名 対象者 申込方法

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 ① 市ホームページの
申し込みフォーム

②電話
③郵送

乳がん検診 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（子
宮頸がん、乳がん）・住所・氏名・生年月日・年度
末時点の年齢・日中連絡の取れる電話番号を記入。
各がん検診の詳細・申し込みはこちら

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

◆ 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、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

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

2/5 （日）

内

内・小

外

君・耳

森田医院
ほたるのセントラル内科
石井病院
君津寛衆堂医院（君津市）

大久保1−8−7
ほたる野3−30−3
新田1−5−31
君津市南子安4−31−1

☎0438（37）3684
☎0438（97）8855
☎0438（22）2240
☎0439（52）8733

2/11（祝）
内・小

内・小

外

天野医院
大日方医院
はぎわら病院

清川2−21−1
朝日3−2−35
木更津1−1−36

☎0438（97）8211
☎0438（22）2025
☎0438（22）5111

2/12（日）
内

内・小

君・耳

嶋田医院
竹内基クリニック
鮎澤耳鼻咽喉科（君津市）

永井作1−10−12
請西南4−2−9
君津市中野4−15−14

☎0438（52）7575
☎0438（30）2266
☎0439（54）8721

2/19（日）
内

内・小

耳

金田クリニック重城
池田医院
ほたる野クリニック

金田東6−43−1
本郷1−4−16
ほたる野3−24−17

☎0438（97）5611
☎0438（41）0766
☎0438（30）9560

2/23（祝）
内・小

内・小

やまだこどもクリニック
よこすか内科小児科はるこ
レディースクリニック

ほたる野3−23−6

金田東6−47−21

☎0438（30）5325

☎0438（40）5336

2/26（日）

内・小

内・小

外

耳

鹿間医院
だんや小児科
重城病院
小関耳鼻咽喉科医院

木更津1−2−22
請西2−4−15
万石341−1
太田4−16−5

☎0438（22）4095
☎0438（36）7393
☎0438（40）0801
☎0438（25）1187

■ 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。

フレイル予防で健康長寿を目指そう！
　「足取りが重くなった」「昔より噛めなくなった」
といったことはありませんか。それは介護が必要に
なる手前の「フレイル」かも知れません。
　フレイルは大きく3つの種類に分かれます。
①身体的フレイル
　筋肉を中心とした身体の弱まり
②精神・心理的フレイル
　抑うつなどの精神状態・認知機能の低下
③社会的フレイル
　�交流機会が減少する、外出頻度が減るなど、人や
社会とのつながりが減っていく状態
フレイル対策の3つの柱
　フレイルが進行する前に対策をすれば、健康な状
態に戻すことができます。
①食・口腔機能
　�高齢期の痩せは、肥満よりも死亡率が高くなりま
す。病気でもないのに痩せてきたら、しっかり食
べて栄養状態を保つ食事へ考え直しましょう。

　�肉や魚、卵、大豆製品などのたんぱく質を意識し
て摂りましょう。

　�また、噛む力を維持するためによく噛んで食べて、
定期的に歯科受診しましょう。

②身体活動、運動
　�ウォーキングや散歩は心肺機能の向上に大きな効
果があります。

　�これに加え、筋肉がややきついと感じる程度の運
動が効果的です。スクワットやつま先立ちなどで
足腰を重点的に鍛えましょう。

③社会参加
　�積極的に外出し、社会との関わりを絶やさないこ
とが重要です。自分に合ったつながりや活動で、
心身の健康を保つよう意識していきましょう。
成人保健係　☎0438（23）8376

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

２月の自立生活体操（参加無料）
　「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）。※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

対 象 �市内在住で65歳以上の方�※申し込み不要。
� � ※熱のある方、血圧が高い方などはご遠慮ください。
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

（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。

老人福祉センター（午後1時〜2時30分） 25日（土）

ちば救急医療ネット 検索県内の当番医が
検索できます。 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



すべて予約制

●店舗横に駐車場あり

試聴+相談会 受付中

１7万円～（非課税）両耳用価格 ３4万円～（非課税） 片耳用価格

袖ケ浦・木更津・君津・富津で唯一の「認定補聴器専門店」

[平日]9：00～15：00（最終受付）
[土日祝]8：00～16：00（最終受付）
[定休日]水曜午後・木曜日

当店は、「ご予約制」です。
他の利用者様との接触は基本的にありません。

当店は、耳鼻科医院と連携していて安心です

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

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

JR木更津駅・西口（みなと口）階段に展示する「春」をテーマとした作品をワークショップ形式でつくりあげます。

いちご狩り

木更津おでかけナビ

KISARAZU COLLECTION 2022KISARAZU COLLECTION 2022 今が旬！

【令和3年の冬・階段アート作品】

日時 2月18日（土）午前10時〜午後9時
場所 イオンモール木更津
  サウスアトリウム（築地1−4）
内容 
・・衣装、写真の展示
・・メッセージ動画の放映
・・オリジナルブックマークの制作（無料）
　午前10時〜午後2時、午後3時〜4時30分
　※材料がなくなり次第終了

展 示 会展 示 会

市制施行80周年記念事業

　毎年12月下旬〜5月
下旬にかけて楽しめる

「いちご狩り」の季節で
す！時期によってさま
ざまな品種の食べ比べ
ができ、摘みたてのい
ちごを味わえます。

いちご園 電話番号

図那いちご園（牛袋128） ☎080（6520）1515

観光いちご園メグミランド
（矢那2031） ☎0438（23）8884

マンモスいちご園（畔戸1714） ☎0438（38）4696

strawberry�farm�ふじもと
（有吉1612） ☎090（7203）3131

観光農園Bee�my�Berry
（畔戸402−2） ☎080（7477）7787

※各いちご園のホームページまたは電話で開園状況・
料金などを確認してからご来場ください。
木更津市観光案内所

☎0438（22）7711

日時　3月4日（土）午前10時〜午後4時頃
場所　 中央公民館 多目的ホール
  （アクア木更津B館3階）
講師 リビングケア代表 松

まつもと

本 佳
か な

奈 氏
  （木更津ふるさと応援団）
対象 どなたでも
定員 32人（組） ※先着順

申し込み
フォーム

　令和4年11月3日に開催した、子どもたちが主役の
ファッションショー「KISARAZU COLLECTION 
2022」。このショーで着用した衣装や当日の様子の写
真などをイオンモール木更津で展示します。
　ショーの衣装はファッションブランド「tenbo」監修
のもと、木更津東高等学校の生徒たちが全てオーダー
メイドで作り上げました。一着一着に個性と華やかさ
が詰め込まれた衣装を再びお披露目します。

ゼロからつくる階段アートワークショップ参加者募集

入場料　無料入場料　無料

参加費　無料
申込開始　2月8日（水）から ※定員に達し次第終了。
申込方法 　市ホームページの申し込みフォームから申
し込み。
（一社）まちづくり木更津　 1011013

☎0438（38）6430
machidukuriｰ2@outlook.jp

・・トークショー　午後2時15分〜2時45分
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
☆ファッションショー当日の様子は、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。
職員課　 1010831

☎0438（23）7467　 0438（25）1351

きさらづプロモチャンネル


