町独特の景観形成を図ること

まちづくりに取り組みながら、

豊かな環境を活かした美しい

町では、歴史や文化、自然

ついては、まちづくり課計画

なお、計画書の縦覧場所に

の計画が記載されています。

る景観まちづくりの推進など

る景観形成の施策、協働によ

計画書には、景観計画とな

酒々井

を目的として『酒々井町景観
整備班において、開庁時間内

日本一古い町

計画』の策定を進めてきまし

次世代に残 し た い
町の自然景観と文化景観

た。

提案、また、町景観形成委員

民の皆さまからのご意見・ご
酒々井町景観計画（概要版）

【景観計画の種類】

※町ホームページで閲覧可

子どもは地域の宝 協力会員大募集

《会員になるには？》

しすいまちファミリー・サポート・センター事業

入会説明会を開催

【利用会員】

説明会に参加する必要があ
ります。

【協力会員・両方会員】

説明会、基礎研修会の両方

６月９日㈮

９時～

に参加する必要があります。
時

〇入会説明会
日
時

酒々井町景観計画（概要版）

会

場

多目的室

容 〈表〉のと

役場分庁舎２階第１

時・ 内

〇基礎研修会

日

おり

※保育士や自治体等で規定す

る子育て支援員の研修を修了

した方など、免許や経験等を

確認できる場合は、特定の研

こど

修が免除されます。お気軽に

ご相談ください。

申し込み・問い合わせ

も課子育て支援班☎ ３７３

・３７４
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に縦覧できます。

会と町都市計画審議会のご意
酒々井町景観計画（本編）
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＜表＞基礎研修会日時・内容

町景観計画策定委員会や町

見を伺い、このたび酒々井町
問い合わせ

まちづくり課計

景観計画の内容が決定し、４

画整備班☎ １５３・１５６

ファミリー・サポート・セ
ンター事業とは、子育てのお
手伝いをしてほしい人【利用
会員】とお手伝いをしたい人
【協力会員】双方が会員となり、
お子さんのお預かりや送迎な

５

○子どもの栄養
○調理実習

４

６月 30 日㈮
９時～ 13 時

３

○学童保育体験実習

２

６月 19 日㈪～
23 日㈮で１日
16 時～ 18 時
１

○保育園体験実習

ファミリー・サポート・センター事業説明会の様子

どを有償で行う地域のサポー

トシステムです。
しすいまちファミリー・サ
ポート・センター事業の協力
会員になってみませんか？

６月 19 日㈪～
23 日㈮で１日
９時～ 15 時

保健センター

○救急講習
○子どもの発達・発育
○あいあいルーム体験実習

しすいっ子クラブ
大ちゃん学童クラブ

６月 16 日㈮
９時～ 16 時

岩橋保育園
中央 保育園

!!

○子どもの遊び
○絵本の読み聞かせ
○どならない子育て

役場分庁舎２階
第１多目的室
６月９日㈮
10 時～ 16 時

場
会
研修内容
時
日

月 日に告示しました。
26

酒々井ちびっこ天国休園のお知らせ
酒々井ちびっこ天国は平成18年度に町が千葉県から譲り受け、指定管理者制度を導入し、10年間運営を行って
きました。平成28年度末で指定管理期間が終了するため、新たに指定管理者の募集を行いましたが、応募はあり
ませんでした。
理由としては、ここ数年来の不安定な天候による来園者数の減少、開園後43年が経過し、プールろ過施設の老
朽化や管理棟の耐震性の確保など、利用者の
皆さまの安全確保が困難になっているなどの
要因により応募がなかったと考えられます。
酒々井ちびっこ天国の次期指定管理者の応
募がなく、町直営による運営は困難なことか
ら、今年度から当分の間休園することになり
ました。
なお、今後につきましては、公の施設とし
ての活用や施設の多目的利用、新たな集客施
設として活用するなど、様々な可能性を検討
していきます。
問い合わせ 経済環境課商工観光班☎ ３４５

ちびっこ天国来園者数の推移
80,000 77,110
70,000
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H19

土砂等の埋立ての
規制を強化

H20

H21

飯積・
尾上地先

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

飯積橋車両通行止め
のお知らせ

高崎川に架かる飯積橋は、老朽化に伴い車両通行止
めとなっています。町民の皆さまには大変ご迷惑をお
かけしますが、しばらくの間、う回していただきます
ようご協力をお願いします。
場 所 飯積橋（飯積・尾上地先）
期 間 ５月10日㈬から当面の間
時 間 終日（夜間も通行できません）
規制内容 車両通行止め（※歩行者・自転車は通行可）
問い合わせ まちづくり課維持管理班☎ １５７～
１５９

町では、土砂等の埋立ての規制を強化するた
め「酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚
染及び災害の発生の防止に関する条例」を一部
改正し、７月１日から施行します。

【主な改正点】
①再生土等の埋立ても許可が必要となります。
②埋立ての許可が必要な面積を500平方メートル以
上から300平方メートル以上へと引き下げます。
また、一定の条件により過去に行われた面積も合
算し許可の対象とします。
③150平方メートル以上300平方メートル未満の埋
立ては、届け出が必要になります。
④埋立ての許可申請の際には、事業区域から100メ
ートル以内に居住する世帯の世帯主の10分の８
以上の承諾が必要になります。
その他に埋立てに関する基準等の変更もあります。
詳しくは経済環境課環境対策室までお問い合わせ
ください。
問い合わせ 経済環境課環境対策室☎ ３４２

H29. 6. 1

63,892
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後期高齢者医療保険

保険料決定通知書を
7月14日㈮に送付します

[保険料の決め方]
●普通徴収の対象となる方
保険料は被保険者（加入者）一人ひとりにかかります。
特別徴収以外の方が対象です。７月から翌年２月まで
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得 の８回に分けて、口座振替または納付書で保険料を納め
に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人ごとに ます。
計算されます。
〈表１〉参照
＜表１＞保険料の計算

保

険

料 ＝ ① 均等割額

新しい保険証を郵送します

＋ ② 所得割額

今お持ちの健康保険証は、７月31日㈪に有効期限を
迎えますので、８月から１年間使用できる新しい保険証
を、７月７日㈮に簡易書留郵便で発送します。配達まで
に２週間程度かかる場合があります。
医療機関で支払う窓口負担（自己負担割合）は、
「１割」
または「３割」です。この割合は、前年の所得に応じて
判定し、更新されます。
※特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、有効期間
の短い保険証となる場合があります。

①均等割額…40,400円
加入者全員が等しく負担する額
②所得割額…加入者の前年の所得に応じて負担する額
（前年の所得-33万円）×7.93パーセント
【軽 減】
所得の低い世帯に属する方は、世帯の所得水準に応じ
て「均等割額」や「所得割額」が軽減されます。
【保険料の納め方】
年金から引き落とされる「特別徴収」と、口座振替や
納付書で納める「普通徴収」の２種類です。
〈表２〉参
照

よくある質問

後期高齢者医療Ｑ＆Ａ

Ｑ すでに口座振替の手続きを済ませていますが、
年金天引き（特別徴収）となることがありますか？
Ａ あります。
後期高齢者医療保険料の納付方法は年金天引き
（特別徴収）が原則ですので、口座振替手続き済み
であっても年金天引きが優先され、年金天引きにな
ることがあります。
年金天引きを希望しない方は「納付方法申出書（口
座振替）」を役場に提出してください。申出書は役
場にあります。

＜表 2 ＞保険料の納期区分

◯

◯

◯

３月

◯

◯

◯

２月

◯

◯

◯

１月

◯

月

月

◯

◯
◯

月

９月

８月

７月

６月

◯

普通徴収
（年８回）

５月

４月
特別徴収
（年 6 回）

10 11 12

※普通徴収と特別徴収が混在する場合があります
●特別徴収の対象となる方

年額18万円以上の年金の受給があり、かつ介護保険
料と後期高齢者医療保険料の合計額が、引き落とし対象
年金（老齢基礎年金等）額の半分を超えない方です。
保険料は年６回、偶数月に支給される年金から保険料
が直接引き落とされます。
４月・６月・８月の保険料は、まだ年度の保険料額が
確定しないため、仮徴収として２月の年金で引き落とさ
れた額を基準に仮算定されます。
10月・12月・２月の保険料は、本徴収として確定し
た保険料から仮徴収された額を差し引いた額を３回に分
けて引き落とされます。

●年金天引きが８月から始まります
次に該当する方は後期高齢者医療保険料を８月支給の
年金より天引きさせていただきます。
対 象 平成28年12月１日～平成29年１月31日までの
間に酒々井町に転入された、もしくは７５歳になられた
（昭和16年12月１日～昭和17年１月31日生まれ）後期
高齢者医療保険被保険者の方
年金天引きを希望されない方は、口座振替により保険
料を納めることができます。年金天引き停止までに２カ
月程度かかりますので、早めに役場までご連絡くださ
い。
問い合わせ
４
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健康福祉課国保年金班

☎ １２３・１２

町・県民税

の納税通知書
（普通徴収）を6月13日㈫に送付します

平成29年度の個人の町・県民税（以下、住民税）の
納税通知書（普通徴収分）を６月13日㈫に発送します。
課税対象者は、平成29年１月１日に、当町に居住し
ていた方（住民票のある方）です。
課税額は、平成28年中（平成28年１月～12月）の所
得をもとに計算され、一定の所得のある方が均等に負担
する「均等割」と、所得額に応じて課税される「所得割」
で構成されています。詳細については、＜表＞を参照く
ださい。
＜表＞課税の有無（給与収入で扶養親族がいない場合）

所得金額（収入金額）

均等割

所得割

28 万円以下（93 万円以下）

無

無

28 万円超 35 万円以下
（93 万円超 100 万円以下）

有

無

35 万円超（100 万円超）

有

有

証明書発行のお知らせ
平成29年度の住民税をすべて給与からの特別徴収で
納付される方とその扶養親族（非課税の方のみ）の住民
税関係証明は、既に発行が可能となっていますが、次に
該当する方は６月13日㈫以降の発行となります。
○普通徴収（納付書による納付または口座振替）をされ
ている方とその扶養親族
○年金特別徴収（年金からの引き落としで納付）をされ
ている方とその扶養親族
○給与特別徴収の方でかつ、年金特別徴収や普通徴収も
ある方とその扶養親族
問い合わせ 税務住民課住民税班☎ １１１～１１３

【均等割の額】
5,000円（町民税3,500円＋県民税1,500円）
【所得割の税率】
所得の10％（町民税６％＋県民税４％）

納税の方法
【普通徴収】
納付書による納付、または口座振替により納付するこ
とをいいます。納期は、６月、８月、10月、翌年の１
月の４回で、各月末が納付期限になっています。
※一括納付も可能です。
【特別徴収】
給与支払者が本人に代わって納付することをいい、給
与所得者は６月から翌年５月までの12回に分けて給与
から住民税が差し引かれます。
【年金特別徴収】
公的年金から住民税が差し引かれることをいい、次の
両方に該当する方が対象です。
○平成29年４月１日現在で、年齢が65歳以上の公的年
金受給者である。
○年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退
職年金等を受給している。

よくある質問

非課税または均等割のみ課税となる方
次の①から④に該当する場合は「均等割」
、
「所得割」
ともに非課税となります。また、⑤、⑥に該当する場合
は「均等割」のみ課税され、非課税とはなりません。
H29. 6. 1

①生活保護法によって生活扶助を受けている。
②障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、平成28年中
の合計所得金額が、125万円以下（給与収入で204万
4,000円未満）である。
③扶養親族がなく、平成28年中の合計所得金額が、28
万円以下（給与収入で93万円以下）である。
④扶養親族があり、平成28年中の合計所得金額が、28
万円×（本人＋扶養人数）＋16万８千円以下である。
⑤扶養親族がなく、平成28年中の総所得金額が、35万
円以下（給与収入で100万円以下）である。
⑥扶養親族があり、平成28年中の総所得金額が、35万
円×（本人＋扶養人数）＋32万円以下である。
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Q＆A

Ｑ ２月に死亡した者の住民税の納付書が送られてきま
したが、納めなければなりませんか？
Ａ 住民税は、１月１日現在で住所のある人に対して課
税することになりますので、２月に死亡された方に対し
ても課税され、ご家族等に納付書が送付されます。
Ｑ １月20日にＡ市からＳ町に引っ越しました。課税証
明書がほしいのですが、Ｓ町で発行できますか？
Ａ １月１日の住所はＡ市にあり、A市が住民税を課税
していることになりますので、証明書の発行はA市にな
ります。
Ｑ 収入が公的年金と不動産収入の場合、住民税は、
全て公的年金から引き落としされますか？
Ａ 年金所得の金額から算出された税額については、
公的年金からの引き落としになります。不動産所得分に
ついては、納付書か口座振替により納付することになり
ます。

平成 30 年度小学校用
道徳教科書の展示について
来年度から小学校に特別の教科道徳が導入されること
になりました。町立図書館において、道徳の教科書展示
会を次のとおり開催します。興味のある方はお気軽にご
来館ください。
なお、教科書の持ち帰りはできません。
期 間 ６月１日㈭～７月４日㈫
会 場 町立図書館
時 間 町立図書館開館中の９時～１７時
問い合わせ 学校教育課学校教育班☎ ３１２

がけ地近接等危険住宅
移転事業のお知らせ
町では、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及
ぼすおそれのある区域に建っている住宅の移転を推進す
るため、住宅の解体、除却などに要する経費や新たに建
設する住宅（購入を含む）に要する経費の一部を助成し
ます。
対象となる住宅等詳しい内容についてはお問い合わ
せください。平成30年度中に移転を希望する方は、平
成29年６月30日までにまちづくり課へご連絡ください。
また、町では随時相談を受け付けています。
申し込み・問い合わせ まちづくり課計画整備班☎
１５６

長年の功績が認められて
「春の叙勲」受章者の紹介
４月29日、春の叙勲受章者が発表され、平成29
年度「春の叙勲」に齊藤一郎さん、「危険業務従事
者叙勲」に湊尚さんが受章されました。おめでとう
ございます。今後もご健康で、ますますご活躍くだ
さい。

危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章
(警察功労）

年金手帳・年金証書は大切に

春の叙勲
瑞宝双光章
（消防功労）

みなと たかし

さいとう

湊 尚さん
（東酒々井）

教育委員に
浦壁京子さんを再任

教育委員の任期満了に伴い、

うらかべ

きょうこ

浦壁

京子さん

浦壁さんは、酒々井小学校

をはじめ、印旛郡市内の小中

学校で養護教諭を務められた

年３月に町教育委員に

21

後、町の社会教育委員を経て

平成

年４月からは、新し

27

選任されました。

平成

い教育委員会制度のもと、教

育長職務代理者を２年間務め

るなど、ご活躍いただいてい

ますが、引き続き町の教育行

こども課庶務班

政にご尽力いただくこととな

ります。

問い合わせ

☎ ３７１

6

３月定例町議会で任命同意を

得て、浦壁京子さんが教育委

員に再任されました。

国民年金・厚生年金に
加入したことがある方は、
日本年金機構から年金手
帳が交付されています。
この年金手帳は、加入
年金手帳
制度が変わったときや、
年金の請求手続きなど生
涯をとおして使用します
ので、大切に保管してく
ださい。
また、年金受給者には、
支給開始時に年金証書が
交付されています。年金
を受け取っている証明に
なりますので、大切に保
管してください。
なお、年金手帳・年金
証書をなくしてしまった
場合は、お早めに再交付
申請をしてください。
年金証書
問い合わせ ねんきんダ
イヤル☎０５７０（０５）１１６５

いちろう

齊藤 一郎さん
（本佐倉）

日㈮までに提出してくださ

日㈮まで

30

用紙を郵送しますので、６月

い。

なお、この届けや請求がな

いと受給資格があっても手当

の受給ができませんのでご注

ご確認をお願 い し ま す

児童手当の

現況届は 月

児童手当制度では、年１回

受給資格等を確認するために

現況届の提出が必要です。

※支給額は〈表〉参照

対象は、中学校卒業まで（

歳の誕生日後の最初の３月

意ください。

30

6

たからもの

10,000円
15,000円

（一律）10,000円

所得制限以上
※年収 960 万円・夫婦、
子ども２人世帯を基準

概ね

酒々井

歳以上の方

in

すきま時間を有効活用しませんか

象

説明会

対

人程度 （※申し

60

シニア従業員のお仕事

町と「酒々井町高齢者見守

員

（年齢上限なし）

定

30

り活動等に関する協定書」を

イレ

−

（一律）5,000円
締結している㈱セブン

込み順）

経済

環境課商工観光班☎ ３４５

ブン・ジャパンでは、高齢者

時～

申し込み・問い合わせ

日㈭

10

の雇用を促進するため、仕事

６月
22

説明会を開催します。

時

分

30

日

時

11

プリミエール酒々井

7

第１・２子
第３子以降

中学生

場

町では、各自治会や子ども会などが行うコミュニティ
活動を支援するため、お祭りなどの模擬店用各種用具や
テントなどの貸し出しを行っています。
貸し出しの予約は、利用する月の前月の初日（通常１
日、土日・祝日の場合は次の開庁日）から受け付けます。
詳しくは企画財政課までお問い合わせください。
【貸し出し用具】
■ポップコーン機
１台 ■綿菓子機
１台
■かき氷機
２台 ■焼きそば台
１台
■焼き鳥機
１台 ■テント
５張
■折りたたみいす
27脚 ■テーブル
６脚
■放送用具一式
１組
申し込み・問い合わせ 企画財政課企画・地方創生推進
室☎ ２２４

支給額（月額）
（一律）15,000円

３歳～小学校修了前

会

お祭り用の用具
テントを貸し出します

＜表＞児童手当支給額
年齢等
０歳～３歳未満

会議室

水は私たちの生活に欠かすことの
できない大切な資源です。人は水な
しでは生きていくことはできません。
そのために人はきれいな水を飲むた
めの努力をしてきました。
その結果、今私たちは安心して水を飲み、洗濯に使用
し、お風呂に入ることができ、毎日を元気に過ごせるの
です。しかし、この「水」も限りある資源です。皆さん
が安心して使うことのできる水をいつまでも保つために
は、一人ひとりの意識と努力が必要です。
この水道週間に水の大切さを考えてみてはいかがでしょ
うか。
問い合わせ 上下水道課工務班☎（４９６）７７２５

H29. 6. 1

日まで）の児童を養育して

そんなみずこそ

こども課子育て

あたりまえ

31 15

問い合わせ

支援班☎ ３７２

水」水道週間6月1日～7日

「

限りある資源

いる方です。現在、児童手当

「人権擁護委員制度」は、地域の中で人権に対する
考え方を広め、基本的人権を守るために設けられた制度
です。昭和24年６月１日の「人権擁護委員法」の施行
にちなみ毎年６月１日は「人権擁護委員の日」とされて
います。
人権擁護委員は、皆さんからの相談を受けるなど、
様々な活動を行っています。
問い合わせ 全国共通人権相談ダイヤル☎０５７０
（００３）１１０
【町の人権相談】 人権擁護委員による相談
日 時 毎月第２火曜日 13時～16時
会 場 広報の相談ページでお知らせしています
問い合わせ 健康福祉課人権推進室☎ １３６

を受けている方には現況届の

みんなで築こう人権の世紀
6月1日は人権擁護委員の日です

平成29年度

町職員採用試験（上級職）
のご案内

町は、平成30年４月採用の職員を募集します。今回募集する職種などは下記の〈表〉のとおりです。
受験申込等については、採用試験案内または、町ホームページ「募集・採用」を参照してください。
採用試験案内および申込用紙等は、町ホームページから印刷できるほか、総務課でも配付しています。郵送希望
者は、総務課総務班までお問い合わせください。資料請求･問い合わせ 総務課総務班☎ ２１３
＜表＞募集職種及び受験資格等
職種

採用
予定
人数

試験科目
および
試験時間

試験
程度

受験資格

受付
期間

試験日程および会場
第１次
試験

第２次
試験

一般行政上級

３人程度

土木上級

１人程度

・昭和 62 年４月２日から
平成８年４月１日までに
・一般教養（択一式）
生まれた方で、学歴を
２時間
問わない。
・専門（択一式）
・平成８年４月２日以降に
大学
生まれた方で学校教育
１時間 30 分
卒程度
法に基づく大学（短期
※ 50 題出題より行
大学を除く）を卒業し
政６分野 30 題選択
た方。
（平成 30 年３月 ６月 13 日㈫ 〈試験日〉
回答制
第１次試験
までに卒業見込みの方 ※郵送は13日 ７月 23 日㈰ の合格者に
を含む）
㈫の消印まで ※印旛郡市職 後日通知し
員採用共同試 ます。
有効
験で行います。
・昭和 57 年４月２日から
平成８年４月１日までに
生まれた方で、学歴を
大学
問わない。
〈試験会場〉
・一般教養（択一式）
卒程度
・平成８年４月２日以降に
東京学館高等
２時間
（専門試験は 生まれた方で学校教育
学校（酒々井
・専門（択一式）
大学、
高専卒 法に基づく大学（短期
町伊篠）
２時間
程度）
大学を除く）を卒業し
た方。
（平成 30 年３月
までに卒業見込みの方
を含む）

１人程度

保育士

・一般教養（択一式）
２時間
短大
・専門（択一式）
卒程度
１時間 30 分

至急

・平成元年４月２日から
平成 10 年４月１日まで
に生まれた方で、保育
士登録を受けているほ
かに、幼稚園教諭の免
許を有する方、または
平成 30 年春季までに
登録および免許取得見
込みの方

事務局員募集（1 名）

毎月10日前後の勤務です。PC 操作ができ、車の運転も可能な方。
応募は、６月１４日（水）までに下記へ連絡してください。

（公社）酒々井町シルバー人材センター
酒々井町酒々井１６７−５
☎ 043-496-4077（土、日、祝日を除く） 酒々井シルバー
検索
広告
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これからの季節 食中毒
にご注意を！

6月は動物の正しい
飼い方推進月間

動物は正しく飼いましょう

家庭でできる食中毒予防
梅雨の時期から夏にかけては、食中毒に注意が必要
な季節です。食中毒は一年中発生していますが、暖か
く湿気が多いこの時期は、細菌の増殖が活発になるた
め、特に注意が必要です。
食中毒は、食中毒の原因となる細菌を「①つけない
＝洗う」「②増やさない=低温保存」「③やっつける＝
加熱処理」の３つの方法で防ぐことができます。
①細菌をつけない＝洗う
食べ物に細菌をつけないために大事なことはよく
「洗う」ことです。特に、手洗いは食中毒予防の基本
です。食べ物を取り扱う手は、細菌の二次汚染の最大
の原因となるため、調理を始める前や、調理中でも肉
や魚などを触った後は、面倒でもその都度、手を洗う
ことが大切です。
また、まな板や包丁等の調理器具も細菌の２次汚染
の原因になります。肉や魚などを扱った調理器具は、
洗剤を使ってよく洗い、熱湯を十分にかけて殺菌して
から使いましょう。
②細菌を増やさない＝低温保存
細菌は、食べ物の中で増殖することで食中毒を起こ
します。細菌に増殖するチャンスを与えないことが大
切です。
冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷
蔵庫や冷凍庫に入れてください。低温保存は、細菌の
増殖を遅くします。しかし、細菌が死ぬわけではない
ので、早めに調理し、食べることが大切です。
③細菌をやっつける＝加熱処理
ほとんどの細菌は熱に弱いので、十分に加熱調理す
ることが大切です。また、加熱調理した食べ物でも、食
べずに保存しておくと他の細菌が付着・繁殖する可能性
があります。調理後はできるだけ早く食べましょう。

動物を飼うときは、次のことに注意して、正しく飼
いましょう。
◎動物を飼うことのできる環境であるかどうか、家族
でよく考えましょう。
◎動物に起因する感染性の疾病の予防のため過剰な触
れあいは控え、動物に触ったら必ず手を洗いましょ
う。
◎飼い主が分かるように名札やマイクロチップなどを
付けましょう。犬の首輪には、登録鑑札と狂犬病予防
注射済票を付けることが狂犬病予防法で義務付けられ
ています。
◎犬の放し飼いは禁止されています。犬を運動させる
場合は、犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょ
う。
◎ねこは屋内で飼いましょう。
他人への迷惑を防止でき、また、病気や交通事故等の
危険からねこを守ることができます。
◎犬やねこに、公の場所や人の敷地内で排泄させるよ
うな迷惑行為はやめましょう。
また、散歩中のふんは、飼い主が責任を持って後始
末をしましょう。
◎望まれない子犬・子ねこを増やさないために、親犬・
親ねこには、不妊・去勢手術をしてください。
◎動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう。や
むを得ない事情でどうしても飼えなくなった場合は、
新しい飼い主を探してください。保健所・動物愛護セ
ンターでは、新しい飼い主探しをお手伝いします。
◎愛護動物を虐待したり捨てた場合には、最大で100
万円の罰金が科せられます。また、殺傷した場合は、
最大で２年の懲役または200万円の罰金が科せられま
す。
※千葉県動物愛護センターでは、飼い犬の問題行動を
防止する飼い方・しつけ方教室を定期的に開催してい
ます。
問い合わせ 印旛保健所☎（４８３）１１３７ 千葉
県動物愛護センター☎０４７６（９３）５７１１ （公
財）千葉県動物保護管理協会☎（２１４）７８１４

食中毒にかかったと思ったら
食中毒の感染が疑われるような腹痛や下痢、発熱、
吐き気、嘔吐などの症状があった場合は、早急に医師
の診察を受けてください。
問 い 合 わ せ 経 済 環 境 課 環 境 対 策 室 ☎ ３ ４ ２・
３４４

光化学スモッグにご注意！
これから夏にかけて光化学スモッグが発生しやすくなります。
光化学スモッグ注意報が発令された場合は、屋外での作業には十分注意してください。
万一、光化学スモッグによる健康被害が生じたら、医師による診察、治療および必要な
検査などを受け、経済環境課までご連絡ください。
なお、当町の注意報の発令地域は成田地域となっています。
問い合わせ 経済環境課環境対策室☎ ３４２・３４４

H29. 6. 1
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今年も盛り 上 が ろ う ！

順天堂大学裸まつり
学寮祭最終日に酒々井町内で

側からの水かけはご遠慮くだ

なお、神輿行列の道路反対

ご声援をお願いします。

繰り広げられる最大イベント

さい。

この裸まつりは、順天堂大

で、今年で 回目を迎えます。

時 ６月４日㈰

開会式

日
園）

寮生約４００人が３基の樽
神輿を担ぎ、町内をエネルギッ
時

分～

分（中央台公

シュに練り歩きます。今年も
町内練り歩き

じゅんかせいほう

順嘉斉鳳
～起こせ感動の風！
我らの闘志、
灯せ一生～

味がこのスローガンに込めら

れています。また、この寮祭

で生まれた友情の絆や地域の

方々との絆が今後もずっと続

く寮祭をつくり上げたいと考

えています。今年は寮生の人

数も増え、より活気のある熱

回目を迎える伝統

い寮祭になると思います。
今年で

ある寮祭ですが、私たち順大

生の熱い気持ち、感謝の気持

ちや感動を地域の方々に伝え

られればと思っています。

６月４日㈰には毎年恒例で

ある裸まつりが今年も予定さ
れています。

これは、寮祭を開催するに

あたり、厚いご支援をしてく

ださった皆様への感謝の表現

でもあります。私たちが酒々

井の街を練り歩き、酒々井の

方々と笑顔で交流し、活気の

とも順大生も町と共に一層成

長発展していければと思って

います。

なお、６月３日㈯も順天堂

大学さくらキャンパス”泰然

の庭”にて寮祭を開催します。

コンテスト、模擬店、ダンス、

さらに盛り沢山の催し物をご

用意していますので、ぜひ会

場まで足をお運びください。

中央台公園を出発する神輿に、皆で水かけをして盛り上がりましょう。
開催時間 11時～13時30分
◎水あそび広場 みんなで遊びながら水かけの練習♪
水鉄砲やバケツを持って来てね。※ぬれてもよい服をご用意ください。
◎模擬店 やきそば、唐揚げ、ジュースなど出店予定。
おなかいっぱい食べて元気に水かけしましょう。
問い合わせ 酒々井すいすい倶楽部☎０９０（６７０３）４４５９

時

和太鼓演奏やロックソーラン
時

分

が加わり、祭りを盛り上げま
経済環境課商工

梅雨の季節に差しかかりま
したが、そんな天気も吹き飛
ばすくらい熱いものが順天堂
回啓心寮寮祭で

大 学 に 今 年 も や っ て き ま す。
それは、第
す。

諸先生方、先輩方、そして
私たちを支えてくださってい
回目を迎

る地域の方々のご協力のおか
げで啓心寮寮祭は

えることができました。
今年の寮祭のテーマは、「順
嘉斉鳳～起こせ感動の風！我
らの闘志、灯せ一生～」に決
まりました。寮生がそれぞれ
の色や味を出し、全員で一斉

ある１日にしたいと思いま

裸まつり神輿出発を盛り上げよう!!

しんたろう

実行委員長 天野

晋太朗さん
あまの

に大きなことをやり遂げ、喜

す。裸まつりを通して、今後

10

10
開会式（12時20分から）

第 70 回啓心寮寮祭

びを分かち合おう、そんな意

70

問い合わせ

酒々井町役場
中央台公園

ふれあい
駅前通り

スーパー

至千葉→
国道51号
←至成田

70

15
※雨天の場合はプリミエール酒々井から出発します。

20
13
13:40

プリミエール酒々井

銀行

70

す。当日は、ホースやバケツ

14:36

観光班☎ ３４５

JR酒々井駅

31

※時間は予定です
さわやか中央通り
銀行

13時10分 出発
15時31分 到着
スーパー
JR西口

コンビニ
JR東口
はつらつ東通り

12

30

14:21

で水をかけながら学生たちに

裸まつり順路

裸まつり（昨年の様子）

人権教育セミナー

ピンチをチャンスに変えるキュートな生き方!
劇団四季出身の落語家である三遊亭究斗さんによる講演会を開催します。

誰もが笑い！泣き！元気が出る地域活性化ミュージカル落語の講演を通じて人権問
題について考えてみませんか？
日

時

会

場

講

師

定

員

入場料

６月22日㈭

10時～11時30分

開場９時45分～

※受付９時30分～

プリミエール酒々井文化ホール
ミュージカル落語家
350人（先着順）

三遊亭究斗さん

無料 （事前申し込み不要）

問い合わせ

生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３３４

（４９６）５３２３

※手話通訳を希望する方は６月15日㈭までに生涯学習課へご連絡ください。

町バドミントン大会
参加チーム募集
期 日 ６月11日㈰
受 付 ８時30分～８時45分
会 場 大室台小学校体育館
対 象 中学生以上の男女
種 目 男子ダブルス１部、２部
女子ダブルス１部、２部 ※参加人
数により変更する場合があります。
参加費 １チーム2,000円（大会当
日に集金します。
）
持ち物 ラケット、運動できる服、
室内運動靴、弁当、飲み物
申込期限 ６月８日㈭
申し込み・問い合わせ 体育協会バ
ドミントン専門部 森田 ☎０９０
（ ８ ４ ５ ２） １ ５ ３ ６
shisuibado@hotmail.co.jp

さんゆうていきゅうと

三遊亭究斗さん

北海道 陸別町児童交流事業参加者募集
日本一寒い町、北海道陸別町の自然の中で、陸別小の児童との交
流や体験活動を行う北海道陸別小児童交流事業の参加児童を募集し
ます。
実 施 日 ８月23日㈬～25日㈮
実施場所 北海道陸別小学校他
対
象 町内在住の小学６年生
定
員 20人（※応募者多数の場合は抽選となります。）
参 加 費 30,000円
※７月24日・25日・26日（いずれも午前中）の事前学習会にすべ
て参加できる方
申込方法 中央公民館に設置の申込書または各学校から配布された
申込書を中央公民館に提出してください。
申込期間 ６月11日㈰～６月15日㈭
問い合わせ 生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３３４

成人式実行委員募集

〜新たな一歩を仲間同士で創りましょう〜

傍聴しませんか？
6月定例議会
６月定例議会は６月６日㈫から
10日間の会期で開催される予定で
す。
皆さまの傍聴をお待ちしておりま
す。
お問い合わせ 議会事務局
☎ ２５１、２５２

H29. 6. 1

「成人式」を自分たちの手で企画・運営する実行委員を募集します。
仲間同士で思い出に残る成人式を創りあげてみませんか。
募集人数 15人程度（平成９年４月２日～平成10年４月１日生ま
れの新成人）
活動内容 ７月から式典まで実行委員会（会議）を月に１回程度開
催し、式典の進行と「新成人のつどい」の企画・運営を行います。
応募期限 ６月23日㈮
応募方法 電話、FAX、Eメールにてお願いします。
申 し 込 み・ 問 い 合 わ せ 生 涯 学 習 課 社 会 教 育 班 ☎（ ４ ９ ６）
５３３４
（ ４ ９ ６） ５ ３ ２ ３
syougaku@town.shisui.
chiba.jp
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「酒々井町民歌2017」

みんなで一緒に踊った

５月13日㈯、プリミエール酒々井で井戸
っこ（しすいちゃん）ミュージックビデオ
完成お披露目イベントが開催されました。
当日は、開場前より町内外から多くの皆
さんが会場に集まり、開場するとホールの
席はすぐに満席（350席）となりました。
お披露目会では、「酒々井町民歌2017」
としてポップにリニューアルされた町民歌
を、声優の近藤佳奈子さんの歌声に合わせ
て、会場に集まった子どもから大人まで、
みんなで一緒に歌いました。
歌に合わせステージの井戸っこ（しすい
ちゃん）、勝っタネ！くんと有志で結成し
た町職員、千葉テレビ放送の番組「チュバ
チュバワンダーランド」のキャプテンＣ、
ダスターＤ、さとみお姉さんたちとともに
楽しく踊りました。
今後は町の活性化のために各種イベント
などで「酒々井町民歌2017」の活用を図り、
町民みんなに親しまれるようにしていきます。
問い合わせ 企画財政課企画・地方創生推
進室☎ ２２２・２２４
こんどう か

こんどう か

な

こ

声優の近藤佳奈子さん

会場のみんなで歌い踊った酒々井町民歌2017

リニューアルされた酒々井町民歌の２０１７ＭＶ
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な

こ

昭和54年に制作された町民歌のレコード

こんにちは

文芸コーナー

しすいっ子
やましろ

口下手な青森育ち亡き母の好みしすずらん木陰に咲ける

短歌
水張り田に映る五月の白き雲おりおり黒き鳥影よぎる

陽だまりに学生七人うづくまり会話もなしにスマホ見てをり

幼の手われの指一本握りしめたどたどと歩く春草の上

夫逝きて九年過ぎしも千の風が今も胸にとどまりており
石井

近藤

正井

竹下

増田

輝子

教子

和子

康子

冴子
鈴木
遊琴

義経記や吉野桜の散り急ぐ

波葉

松居美智子

梅澤

俳句
とびだそう春らんまんにあいさがし

新緑や雨降れば色増しゆけり

裕子

利美

荒

榎

鐘朧ゆるりと里をつつみたり

一陣の風に遅れて花吹雪

H29. 6. 1

山城

No255

あいな

愛菜ちゃん（左）

＜平成26年3月29日生まれ＞
山城

り り な

莉々菜ちゃん（右）

＜平成27年6月22日生まれ＞
（家族から一言）
元気に仲良く育ってね☆

第３回青少年相談員

釣り大会結果

第３回青少年相談員釣り大会が４月16日、谷養魚場（成田市）で開かれました。
小学４年生から中学２年生まで16人が参加し、制限時間（80分）内に鯉を何匹釣
るかを競い合いました。爽やかな風が吹き、春を感じさせる温かな天候の中、熱戦
が繰り広げられ、９匹を釣り上げた鈴
木大夢さんが釣りキングに輝きました。
なお、今大会で入賞した方は次のと
おりです。（敬称略）
優 勝 鈴木 大夢 (小６)
準優勝 松井 義示將 (小６)
第３位 藤﨑 一颯 (小６）
大物賞 松本 悠翔 (小５)
問い合わせ 生涯学習課社会教育班
☎（４９６）５３３４
入賞した参加者たち

酒々井町立図書館
〈多読賞〉

いっぱい読んだね！

平成28年度に貸出冊数の多かった児
童を対象に「酒々井町立図書館多読賞」
を贈る表彰式が、５月６日にプリミエー
ル酒々井で行われました。多読賞は10
人に贈られ、最も多く読んだ児童は300
冊以上でした。
町立図書館では、町内在住18歳以下に
読書通帳を無料でお配りしています。貯
金みたいに知識がたまると好評です。楽
多読賞を贈られた児童たち
しみながら読書の習慣をつけましょう。
問い合わせ プリミエール酒々井図書班☎（４９６）８６８２

ありがとう
社会福祉法人酒々井町社会福祉協議会へ、
次のとおりご寄付をいただきました。
（敬称略）
（金銭）
・酒々井町詩吟愛好会・・・・・・・・・・・・・・・・・３万円
・生きがいデイサービスさわやかクラブ・・・・・・・・・２万円
・おじさんずライブ in しすい参加団体一同・・・・・・・・５千円
・白ゆり会（酒々井町母子寡婦福祉会）・・・・・・・・・・４千円
・匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円
・匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５千円
・匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９０円
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問い合わせ

酒々井町保健センター
☎（４９６）００９０

しすい駅前歯科医院

（496）
4123

12

31

40

歯と口の

７月29日㈯
12時30分～15時30分

14

マタニティ・
ママパパクラス

4

健康週間です

７月21日㈮
９時30分～12時

日

3

月

妊娠後期の過ごし方
呼吸法・分娩のしくみ

日〜

７月13日㈭
９時30分～12時

月

2

10

口は食べ物を取り入れる大切な場所
です。口や歯が健康でないと体の健康
にも影響がでます。１年に１回は歯科
検診を受ける等、家族で歯と口の健康
維持に取り組みましょう。
問い合わせ 保健センター

容

月は

妊娠のしくみ・妊娠中の栄養
離乳食・調理体験

0476
（26）
1188

6

食育月間です

安 心 し て 出 産・ 育 児 を す る た め に、
また、お友達作りのためにも、ぜひご
参加ください。
日 時・内 容 〈表２〉のとおり
会 場 保健センター
持ち物 母子健康手帳・筆記用具
費 用 無料
申込方法 各回の前日までに、電話ま
たは直接保健センターへお申し込みく
ださい
※１回だけの参加もできます。
※４回目はご家族の方も参加できます。
問い合わせ 保健センター

７月７日㈮
９時30分～12時

宮野歯科医院

4

心身の健康を育むためには、食に関
する正しい知識と望ましい食習慣を身
に付けることが大切です。次のことを
意識し、食を通して豊かな人間性を身
に付けましょう。
①家族一緒に楽しく食事をしましょう
話をしながら食卓を囲めば、食事も
いっそう楽しくなります。
②旬の食材・地元でとれた食材を選び
ましょう
「 旬 」の 食 材 は 、味 が よ く 、栄 養 価 も
高いです。また、地元でとれた食材は、
とても新鮮です。
③味覚を育てましょう
味覚形成の基礎をつくる幼児から小
学生の時期にいろいろなものを食べる
と、豊かな味覚が育ちます。子どもの
味覚は敏感なので、素材のおいしさが
伝わる薄味を心がけましょう。
問い合わせ 保健センター

赤ちゃんの保育
先輩ママとの交流
母乳栄養・お口のケア
パパの妊婦体験・家族計画
もく浴・調乳実習
２人で行う妊婦体操

1

（496）
7774

6

6

電話番号

＜表１＞実施医療機関
医療機関名

歯科検診を受けて
元気でいよう

（497）
0648

選ばれました。おめでとうございます。

すばる歯科医院

美希ちゃん、池﨑亜里沙さん・琉輝王くん親子が
き

と

（481）
7707

いおり

る

さ

り

いけざき あ

き

なかだい よういちろう

ひら歯科医院

さん・碧 莉ちゃん、優良賞に中 䑓陽 一郎さん・

み

内

＜表２＞日時・内容
日 時

受診機関 〈表１〉のとおり
費 用 無料
申込方法 医療機関へお申し込みくだ
さい。なお、受診の際は、健康保険証
を持参してください。
成人になると歯の検診を受ける機会
問い合わせ 保健センター
が少なくなり、気づかないうちに口の
病にかかっていることがあります。特
に 歳からは歯周病にかかる方が多く
なります。歯を失う原因の８割はむし
歯と歯周病です。１年に１回は歯科検
診を受けて、
お口の状況を把握しましょ
う。
対 象 町 内 在 住 で、 歳 以 上 の 方
（昭和 年４月１日以前生まれの方）
※現在歯科治療中の方を除きます。
回 数・内 容 １年に１回、問診と
歯周組織検査を行います。
月 日㈰まで
受診期限
※年末は休診日が多く、医療機関が混
み合いますので、早めに受診ください。

しらきゆきえ

アップル歯科クリニック （496）9611
５組の親子が参加されました。優秀賞に白木幸恵

梅村歯科医院
「平成29年度酒々井町親と子のよい歯のコンク

（496）
8450

ール」が４月19日㈬に保健センターで行われ、

おがた歯科医院
コンクールに参加した親子たち

40

53

酒々井町
「親と子のよい歯の
コンクール」が
行われました

熱中 症 を
予防しましょう
もうすぐ暑い夏がやってきます。体
温調節機能が低下している高齢者や体
温調節機能がまだ十分に発達していな
い子どもは、熱中症になりやすいため
注意が必要です。次のポイントに注意
して過ごしましょう。
［熱中症の予防ポイント］

暑さに負けない
体づくりをしよう

日々の生活の中で暑さに
対する工夫をしよう

衣服は麻や綿などの通気性の良い生
地を選び、下着には吸水性や速乾性に
優れた素材を選びましょう。帽子をか
ぶり日陰で活動しましょう。
③﹁冷却グッズ﹂を身につけよう
冷却シートやスカーフ、氷枕などの
冷却グッズを利用しましょう。首元な
ど 太 い 血 管 が あ る と こ ろ を 冷 や す と、
効率よく体を冷やすことができます。

特に注意が必要な時や場所で、
暑さから身を守る行動をしよう

炎天下でのスポーツや、空気設備の
整っていない環境での作業時などで
は、熱中症の危険からしっかりと身を
守る行動をとることが必要です。適度
な水分と塩分の補給を行い、こまめに
休憩をとるようにしましょう。
問い合わせ 保健センター

16

室内の温度を快適に保ったり、衣服
を工夫することで、熱中症の危険を避
けやすくなります。また、日よけをし
て直射日光を避けましょう。自分のい
る環境の熱中症危険度を常に気にする
習慣をつけることも重要です。
①﹁気温と湿度﹂をいつも気にしよう
屋内では、日差しを遮り、風通しを
よくしましょう。また、暑い日は、過
度の節電や「この程度の暑さなら大丈
夫」と我慢してはいけません。扇風機
やエアコンを使い、気温や湿度が高く
な る の を 防 ぐ よ う に し ま し ょ う。「 自
分のいる環境が今どのような状態なの
か」を知ることは、熱中症予防の大切
なポイントです。
②﹁衣服﹂を工夫し 、日差し を 避けよ う

世界禁煙デー週間

たばこは、喫煙している人だけでな
く、周りの人の健康も損なう恐れがあ
ります。５月 日から６月６日は世界
禁煙週間です。喫煙している人も吸っ
ていない人もこの機会に「禁煙」につ
いて考えてみませんか。
問い合わせ 保健センター

献血にご協力を

30

2

あなたの心の想いや悩みをお話しください。あな
たの言葉に耳を傾ける、個別相談です。
日 程 【奇数月第３金曜日】７月21日、９月15日、
11月17日、平成30年１月19日、３月16日※予約
制になります。
時 間 13時～16時
対 象 原則として千葉県在住の方
※精神治療を受けている方は、治療者の了解を得て
ください。
内 容 １面接50分 継続相談あり
会 場 千葉県印旛合同庁舎２階 佐倉市鏑木仲田
町８－１
交 通 JR佐倉駅下車（徒歩15分）※駐車場あり
申し込み・問い合わせ 社会福祉法人千葉いのちの
電話事務局 ☎（２２２）４４１６
問い合せ時間 平日 ９時～17時

１

自死遺族支援「対面相談」

3

日 時 ６月 日㈪
時 分～ 時
会 場 中央庁舎１階会議室
※今回の献血は２００・４００ミリリッ
トルです。

13

るようにしましょう。
①﹁水分と塩分﹂をこまめにとろう
のどが渇いてなくても、こまめに水
分をとりましょう。過度に塩分をとる
必要はありませんが、毎日の食事を通
してほどよく塩分をとりましょう。大
量の汗をかくときは、特に塩分補給を
しましょう。ただし、かかりつけ医か
ら水分や塩分の制限をされている場合
は、よく相談のうえで指示に従ってく
ださい。
②﹁睡眠環境﹂を快適に保とう
通気性や吸水性の良い寝具を使った
り、エアコンや扇風機を適度に使って
睡眠環境を整え、寝ている間の熱中症
を防ぎ、よく眠るようにしましょう。
③﹁丈夫な体﹂をつくろう
バランスのよい食事やしっかりと睡
眠をとり、熱中症にかかりにくい丈夫
な体をつくりましょう。

大切な人、愛する人を自死でなくされた方へ…同
じような体験を持つ方が集い、心おきなく話せ、ホッ
とできるひとときを過ごしてみませんか。
日 程 【偶数月第３金曜日】 ６月16日、８月18
日、10月20日、12月15日、平成30年２月16日
時 間 13時30分～
対 象 大切な方を自死で亡くされた方
会 場 千葉県印旛合同庁舎２階 佐倉市鏑木仲田
町８－１
交 通 JR佐倉駅下車（徒歩15分）※駐車場あり
問い合わせ 社会福祉法人千葉いのちの電話事務局
☎（２２２）４４１６
問い合せ時間 平日 ９時～17時

15

H29. 6. 1

31

12

熱中症を予防するには暑さに負けな
い体づくりが大切です。気温が上がり
始める初夏から、日常的に適度な運動
を行い、適切な食事、十分な睡眠をと

自死遺族支援 「わかちあいの会ひだまり」

20

11

１

−

10
27
10
15

第 回予防医学事業
推進全国大会

30

ションホール 千葉市美浜区中瀬２

13 13

「健康寿命の延伸」を目指して、適切
な健康づくりに取り組んでいけるよう行
政と県民が一体となって「本当の健康」
についてみんなで理解し、考えましょう。
日 時
月 日㈮
時～ 時 分
会 場 幕張メッセ国際会議場コンベン

対 象 千葉県民
参加費 無料（昼食付）
定 員 １０００人（先着順）
内 容 ◆ 時～ 記念講演「量子メ
スが切り拓く新たながん治療の可能
性」 放射線医学総合研究所臨床研究
クラスタ長 病院長 鎌田正氏
【県民公開講座】
◆ 時～表彰 健康づくり標語コンテスト
◆ 時 分～ 文化講演「健康づくり
は目標づくり」スポーツジャーナリス
ト 大阪芸術大学教授 増田明美氏
◆ 時 分～ 特別講演「健康長寿社
会をめざすｉＰＳ細胞研究の展開」京
都大学ウイルス・再生医科学研究所教
授 京都大学ｉＰＳ細胞研究所 副所
長 戸口田淳也氏
申込方法 ９月１日㈮必着 ハガキま
たはＦＡＸに、参加者全員の氏名、郵
便 番 号、 住 所、 電 話 番 号、
「全国大会
参加希望」を明記して大会事務局へ送
付します。※ホームページから申し込
み可能です。
問い合わせ 公益財団法人ちば県民保
健予防財団 大会事務局
☎ （ ２ ４ ６） ０ ３ ５ ０
２
( ４６ )
８６４０

http://www.kenko-chiba.or.jp
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今月の行事
※来診する際は、事前に電話を入れ、
保険証を持参してください。

会場：保健センター
日

佐倉市江原台2-27（佐倉市健康管理センター内）
☎（485）3355
※受付は、診療時間の15分前までとなります。
受診の際は、必ず受付時間内でお願いします。

1日㈭

乳児相談

◎印旛市郡小児初期急病診療所（0 〜 15歳まで）

内

診療日時
診 療 日

診療時間

月曜日〜土曜日

19時〜翌日6時

日曜日・祝日
12月29日〜 1月3日

9時〜 17時
19時〜翌日6時

内

科

小 児 科

外

科

診療時間

月曜日〜土曜日

19時〜 23時

日曜日・祝日
8月13日〜15日
12月29日〜1月3日

10時〜 17時
19時〜 23時

間

10か月児
Ｈ28. 7月生

受付
10時〜11時

4か月児
Ｈ29. 1月生

受付
13時30分〜14時30分

1歳６か月児健康診査
29日㈭ Ｈ27.10月・11月生

成田市赤坂1-3-1（成田市保健福祉館敷地内）
☎0476（27）1116
※受付は、診療時間の15分前までとなります。
診療日

時

ヘルシーウォーキング
受付
26日㈪ （雨天中止）
9時〜9時20分
汁物塩分測定

◎成田市急病診療所

診療科と診療日時
診療科目

容

5日㈪ 健康相談
26日㈪ 歯科健康相談

受付
12時45分〜13時15分

9時30分〜11時

予防接種

委託医療機関で実施中

日曜日・祝日・振替休日
8月13日〜15日
10時〜 17時
12月29日〜1月3日

◎こども急病電話相談 毎日夜間 19時〜翌日6時
電話 ＃8000
ダイヤル電話からは☎（242）9939
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乳幼児

BCG・麻しん風しん混合・不活化ポリオ（単
抗原）・４種混合・日本脳炎・ヒブ・小児用肺
炎球菌・水痘・B 型肝炎

小学校
6 年生

ジフテリア破傷風混合

高齢者

肺炎球菌

今月の納期
町 ・ 県 民 税

第１期

6月の

納付期限
6月30日㈮まで
納税には便利な口座振替を

相

談

日

名

時・会

場

予約・問い合わせ

心配ごと相談

15日㈭ 、29日㈭ 13時～16時 社会福祉協議会

法律相談

８日㈭、22日㈭

人権相談

13日㈫

13時～16時

13時～16時

など

社会福祉協議会☎（４９６）６６３５
※町内在住の方に限ります。
※どちらの相談も相談日の 3 日前までに電話予約が必要です。
（先着順１日６件まで）

社会福祉協議会

役場西庁舎２階第1会議室

健康福祉課人権推進室 ☎

１３７

身体障害者相談 月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

健康福祉課福祉班 ☎ １３５
相談員・小出喜市さん、小宮山清志さん

知的障害者相談 月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

健康福祉課福祉班☎ １３５
相談員・福田美千代さん

障害者差別相談 月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

印旛健康福祉センター ☎（４８６）５９９１
（２２２）４１３３
健康福祉課福祉班☎ １３５

子ども相談（町） 13日㈫ 13時～16時 役場中央庁舎１階会議室

健康福祉課人権推進室☎

１３７

子ども相談（県）

月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～16時
印旛健康福祉センター家庭児童相談室

印旛健康福祉センター地域福祉課
☎（４８３）１１２０ ※電話による相談もできます。

就学・教育・
いじめ相談

月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

学校教育課学校教育班 ☎ ３１２
※電話による相談もできます。

家庭教育相談

毎週木曜日、金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

消費生活相談

２日㈮ 10時～15時
23日㈮ 10時～15時 役場中央庁舎１階会議室
30日㈮ 10時～15時

生涯学習課社会教育班 ☎（４９６）５３３４
※電話による相談もできます。※相談日以外でもご連絡ください。
経済環境課商工観光班 ☎

子育て電話相談

岩橋保育園
中央保育園

岩橋保育園 ☎（４８１）７０２１
中央保育園 ☎（４９６）１２７４

年金相談

今月の年金相談はございません。

相

月曜日～金曜日（祝休日を除く）
９時～17時
※岩橋保育園は月曜日に栄養相談あり

談

多重債務相談
返しきれない借金で悩んでいません
か？千葉財務事務所では無料の債務相
談窓口を開設しています。相談内容に
より解決のための助言を行い、必要に
応じ法律専門家を紹介します。
受付時間 月曜日～金曜日（祝祭日を
除く）８時３０分～１２時、１３時～
１６時３０分
問い合わせ 財務省千葉財務事務所
債務相談窓口☎（２５１）７８３０

募

健康福祉課国保年金班 ☎

しいステップや激しい動作はありませ
ん。健康の為に軽い運動をしたいと考
えている方、ぜひ、ご参加ください。
日時 毎週水曜日 １５時３０分～
１７時３０分
会場 ふじき野自治会館（ふじき野３
丁目はつらつ公園隣り）
会費月額 １,０００円
無料体験会 ６月２１日㈬、６月２８
日㈬ １５時３０分～１７時
※動きやすい服装で、上履き持参
問い合わせ Ｐ ＬＵＮ ＆ Ｕ スクエア
ダンスサークル
半沢☎（４９６）３２４５
山下☎（４９７）１２０５
プ

ラ

集

スクエアダンス
スクエアダンスとはアメリカ生まれ
の歩くだけのダンスです。８人が四角
形（スクエア）を作り、手を取り合っ
て軽快な音楽に合わせて歩くだけ。難

H29. 6. 1
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ム

アンド ユ ウ

３４６

１２１・１２２

酒々井町ゲートボール協会
ゲートボールを
通じ健康と親睦の
増進を図り、普及
指導に努めること
を目的に活動して
います。
ぜひ一度、見学
にお越しください。多くの方のご入会
をお待ちしております。
日時 毎週月・水・金曜日の９時〜
12時（雨天中止）
会場 中央台公園
会員状況 ６人 町内に在住の方
年会費 １,０００円
申し込み・問い合わせ 社会福祉協議
会☎（４９６）６６３５

インフォメーション
税務職員募集

STOP THE 不法電波

6月の移動交番開設日

受験資格 ①平成２９年４月１日にお
いて高等学校または中等教育学校を卒
業した日の翌日から起算して３年を経
過していない者および平成３０年３月
までに高等学校また中等教育学校を卒
業する見込みの者②人事院が①に掲げ
る者に準ずると認める者
申し込み インターネット申し込みで
人事院のホームページ上の申込専用ア
ドレスをご利用ください。
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html
受付期間 ６月１９日㈪～６月２８日
㈬まで受信有効
受験案内交付期間 ５月９日㈫～６月
２８日㈬（※土・日は除く。
）
受験案内交付場所 東京国税局または
各税務署（※人事院ホームページから
もダウンロード可能）
http://www.
jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
試験日 第１試験 ９月３日㈰ 第２
試験 １０月１１日㈬～１０月２０日
㈮のうちで指定された日時
問い合わせ 成田税務署総務課
☎０４７６（２８）５１５１ ３１２

総務省では、６月１日から１０日ま
でを「電波利用環境保護周知啓発強化
期間」として、電波を正しく利用して
いただくための周知・啓発活動および
不法無線局の取り締まりを強化してい
ます。
ルールを守らない不法な無線局は、
テレビ・ラジオ放送、携帯電話などの
身近なものから、警察・消防・救急用
無線などの人命に関わる重要な無線に
対して混信・妨害を与えるなど、私た
ちの生活や安全をおびやかします。
安全で豊かな社会を実現するため
に、電波はルールを守り、正しく使い
ましょう。
問い合わせ 関東総合通信局
●不法無線局による混信・妨害
☎０３（６２３８）１９３９
●テレビ・ラジオの受信障害
☎０３（６２３８）１９４５
●地上デジタルテレビ放送の受信相談
☎０３（６２３８）１９４４

移動交番は各種届け出の受理や周辺
の警戒、巡回パトロール等を行い、地
域の実情に沿った情報発信や犯罪抑止
活動を行います。
開設予定日時と場所
●ＪＲ酒々井駅前交流センター
６月１５日㈭ １４時～１５時３０分
６月２８日㈬ １０時～１１時３０分
●酒々井プレミアム・アウトレット
６月１２日㈪ １４時～１５時３０分
●タイヨー酒々井店
６月１２日㈪ １０時～１１時３０分
６月２６日㈪ １４時～１５時３０分
※予定は変更する場合があります。
問い合わせ 佐倉警察署地域課移動交
番係☎（４８４）０１１０

自衛官募集
応募対象

応募資格

航空学生

海：18歳以上23歳
未満の者（高卒者
（見込含）
または高
専3年次終了者（見
込含））
空：18歳以上21歳
未満の者（高卒者
（見込含）
または高
専3年次終了者（見
込含）
）

受付期間

一般曹 自衛官
候補生 候補生

18歳以上27歳
未満の者

７月１日㈯～９月８日㈮

年間

防衛大学校学生
推薦

総合選抜

18歳以上21歳未満
の者高卒者
（見込含）
または高専3年次終
了者（見込含）で、成
績優秀かつ生徒会活
動等に顕著な実績を
修め、学校長が推薦
できる者
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一般
（前期）

18歳以上21歳未満
の者（自衛官は23歳
未満）高卒者（見込
含）または高専3年
次終了者（見込含）

９月５日㈫～９月７日㈭

※詳細は自衛官募集ホームページ等でご確認ください。問い合わせ

防衛医科大学校
医学科学生

看護学科学生

18歳以上21歳未満の者高卒者
（見込含）
または高専3年次終者
（見込含）

９月５日㈫～９月２９日㈮

自衛隊成田地域事務所

☎０４７６（２２）６２７５

朝市 夕市

インフォメーション

木曜市

毎週日曜日開催
朝
夕

市＝役場駐車場（6時40分〜）
市＝上野作歩道橋東酒々井側（15時〜）

木曜市＝東酒々井直売所（10時〜正午）

催し・講座
中途失聴・難聴者のみなさんへ
［手話学習会＆ミニ懇談会］
日時 ①６月３日㈯ ②６月１７日㈯
１３時３０分～１６時
会場 ①佐倉市中央公民館 ②八街市
中央公民館
参加費 無料（初参加の時のみ、テキ
スト代１, ０００円）
申し込み 不要
※すべて要約筆記（話を要約して、ス
クリーンに映す）でサポートします。
問い合わせ ＮＰＯ千葉県中途失聴者
・難聴者協会 印旛事務所 （４６１）
６５３３、（本部事務所）☎ ０４３
（４３２）８０３９

いんばふれ愛フェスタ2017
印旛地域の魅力にふれていただくた
め、ご当地グルメ・特産品などの販売
やご当地キャラクターが大集合しま
す。
日時 ６月１０日㈯ １１時～１５時
※雨天決行
会場 牧の原モア（印西市）
問い合わせ 県印旛地域振興事務所地
域振興課☎（４８３）１１１１

平成29年度千葉県介護支援
専門員実務研修受講試験の実施
日時 １０月８日㈰ １０時～１２時
受験資格 医療・保健・福祉分野の有
資格者などで一定期間以上の実務経験
のある方
申込書配付期間 ５月２９日㈪～６月
３０日㈮
申込書配付場所 各市町村介護保険担
当課、各市町村社会福祉協議会、県高
齢者福祉課、各県健康福祉センター、
県社会福祉協議会、県福祉人材セン
ター（JR千葉駅前）
申込受付期間 ５月２９日㈪～６月
３０日㈮（最終日消印有効 簡易書留
による郵送受付のみ）
問い合わせ 千葉県社会福祉協議会介
護支援専門員養成班〒２６０－８５

H29. 6. 1

０８千葉市中央区千葉港４－３☎（２
０４）１６１０
（２４１）５１２１
http://www.chibakenshakyo.com/

今月のライトスポーツクラブ

小学生から高齢者まで気軽にスポー
ツが楽しめる場所、それがスポーツラ
夏野菜感謝デー
イトクラブです。スポーツ推進委員が
やさしくサポートするので、初めての
酒々井町農産物等直売組合では、消
方でも安心して気軽に参加できます。
費者の皆様の日頃のご愛顧にこたえ、
朝市 夕市 朝 市＝役場駐車場（6時40分〜）
＜６月の日程＞
“夏野菜感謝デー”を開催します。 夕 市＝上野作歩道橋東酒々井側（15時〜）
７日㈬、１４日㈬、２１日㈬、２８日
日時 ６月２７日㈫・２８日㈬ ８時
木曜市
木曜市＝東酒々井直売所（10時〜正午）
㈬※毎週水曜日
３０分～
時間 １９時～２１時
会場 ＪA成田市農産物直売所酒々井
※時間内であれば自由に出入りできます。
店
会場 酒々井中学校体育館
内容 お客様に感謝を込めイベントを
種目 ソフトバレーボール、バトポン
開催します。ぜひご来店ください。
などの軽スポーツ
問い合わせ J A 成田市農産物直売所
対象 小学生以上の方
酒々井店☎（４９６）１０００
参加費 無料
第3回シースターキッズ
参加方法 直接会場にお越しください。

みんなで遊ぼう

これからの未来を担う子どもたちが
健やかに育つ環境づくりの一環として
子育て支援の各団体がネットワークを
組んで開催します。
日時 ６月１１日㈰ １０時～１２時
会場 中央台公園
内容 ゲーム・外遊び・お菓子の配布・
その他
対象 幼児・小学生(低学年親子同伴)
参加費 無料・雨天中止
主催 井戸端友の会
（ハロウィンパーティ実行委員会）
問い合わせ 交流サロン「井戸端」
☎（４８１）７０３０

パークゴルフ初心者講習会
千葉県パークゴルフ協会連合会が初
心者講習会を開催します。
日時 ６月１７日㈯ 受付８時３０分〜
講習会 ９時～ 実技 １３時～
会場 しすいの森パークゴルフ場
持ち物 運動のできる服装、運動靴、
雨具、筆記用具、昼食等
参加費 １人１, ０００円（実技コー
ス代含む）
主催 （公社）日本パークゴルフ協会
後援 酒々井町教育委員会
申込期限 ６月１０日㈯まで
申し込み・問い合わせ しすいの森パ
ークゴルフ場☎（４９６）０９５５
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問い合わせ 生涯学習課スポーツ振興
班 ☎（４９６）５３３４

お知らせ
事業主のみなさまへ
労働保険の年度更新
年度更新の手続きは、前年度の概算
保険料の清算と今年度の概算保険料を
併せて申告・納付していただくもので
す。保険料の申告には電子申請を、納
付には口座振替をご利用いただくと便
利です。
期間 ６月１日㈭〜７月１０日㈪
問い合わせ 千葉労働局労働保険徴収
課☎（２２１）４３１７

伝説がよみがえる
第2回酒々井・千葉氏まつり
１００年前まで実際に行われていた
「千葉氏まつり」を昨年、模擬復活し
た「酒々井・千葉氏まつり」を今年も
開催します。
日時 １０月１日㈰ １０時３０分～
１５時（時間は予定）
会場 中央台公園・中央公民館
詳細は、随時お知らせします。
問い合わせ 酒々井町役場企画財政課
企画・地方創生推進室 ☎ ２２２・
２２４

広報ニュー
しすい
◆発行・編集／酒々井町企画財政課
〒285−8510 千葉県印旛郡酒々井町中央台４−11
☎043（496）1171 ◆毎月１回１日発行

町内２校の小学校で
交通安全教室
４月 25 日に酒々井小学校で、27 日に大室台
小学校で新１年生を対象に佐倉警察署、佐倉交通
安全協会酒々井支部の方々のご協力のもと、交通
安全教室が開かれました。
児童たちは、佐倉警察署の署員から交通事故に
遭わないための交通ルールや横断歩道の渡り方を
教えてもらった後、横断歩道の渡り方を練習しま
した。横断歩道の渡り方を練習する際に、佐倉交
通安全協会酒々井支部の方々が児童一人ひとりに
熱心に指導したおかげで、児童全員が交通ルール
を体で覚えることができました。

横断歩道の渡り方を練習する児童たち
（左）大室台小学校 （右）酒々井小学校

しすい「あいあいルーム」
日
時
５日 ㈪ 10時30分
６日 ㈫ 10時

内

保

（紙コップのモコモコくん）
読み聞かせ

20日㈫ 11時

子育て相談（保健センター）

16日㈮ 11時
22日㈭ 11時

26日㈪ 10時30分
27日㈫ 10時30分
29日㈭ 11時

時間

0歳児のための読み聞かせ

折り紙の会

飛び出す紙芝居
『ぐりとぐら』
・型染め（ジーバーズ）
誕生会

作ってあそぼう
（てるてるぼうずの製作）

27日㈫ 10時10分

子育てパートナー講話
『ママ友、おつきあいのルールと
マナー』

26日㈪・27日㈫
29日㈭・30日㈮
10時～ 14時

パネルシアター
親子で体操

９時〜 11時

28日㈬

製作遊び

問い合わせは各保育園へ

図書館

8日㈭ 15時30分～
25日㈰ 15時～
わらべうたの会 8日㈭ 10時30分～
おはなし会

●プリミエール酒々井のホームページ
ht tps:// w w w.tosyokan.town.shisui.chiba.jp

休日窓口開庁日
25日㈰ 8:30 ～ 12:00
【税務住民課】
住民票・戸籍・印鑑証明等の交付、印鑑登録・戸籍届
書の受付（転入・転出等の住民異動に係るものは除く）
、
納税・所得・固定資産等各種証明書の交付、納税相談、
収納（町税・国民健康保険税）

子育てリサイクルデー
（中古の玩具、衣類等）

会場・問い合わせ 昭苑保育園

親子で体操

対象

文化ホール 5、12、19、26日
図書館 5、12、15、19、26日
問い合わせ プリミエール酒々井 ☎（４９６）８６８１
図書館 ☎（４９６）８６８２

容

19日㈪ 10時30分

容

休館日

しょうえん「こども こそだてルーム」
内
はじめて見学会

内

6月のプリミエール酒々井

ふれあい遊び・親子で体操

会場 しすいあいあいルーム 役場西庁舎１階
問い合わせ こども課子育て支援班☎ ３７２

日
時
16日㈮ 10時10分

開催日

給食試食会
14日㈬
中央保育園
（要予約・限定3組）
☎（496）1274
21日㈬ 読み聞かせ

4月

13日㈫ 11時

園

７日㈬

手作り教室（要予約）
（ハーブ虫よけスプレーを作ろう）

わらべうた
子育て支援
作って遊ぼう
活用カレンダー
12日㈪ 11時

育

14日㈬
岩橋保育園
☎（481）7021 28日㈬

容

読み聞かせ（関口さん）

９日㈮ 11時

みんなおいでよ！園庭開放
乳幼児と保護者

◆ 酒々井町のホームページ https://www.town.shisui.chiba.jp/ 人口と世帯数 平成29年５月１日現在※（ ）内は前月比
人口 21,081人（＋6） 男 10,482（−1） 女 10,599（＋7）
※ＣＤに録音した「声の広報」は、社会福祉協議会
世帯数 9,690 （＋25）
☎（496）6635

子育て支援活用カレンダー 6月

☎（３１２）４７９７
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