1月
No.602

2018（平成30年）

12月８日酒々井小学校体育館で収穫祭が行われました。この日は同小
学校５年生が一年を通じて米作り体験にご協力をいただいた、根古谷環境
きね

保全会の方々と一緒に餅つきを体験。児童全員で交代に、杵で約40キロ
の餅をつきあげました。
児童たちはつきあがった餅に、あんこやきな粉をまぶして配られると、
みんなでおいしそうにほおばっていました。
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“100年安心して住めるまちづくり”

～子どもから高齢者まですべての人たちが
いきいきと安心して暮らし
幸福を実感できるまちを目指して～
明けまして
おめでとうございます

したもので、住民の皆様には、

「ふるさと酒々井」への愛着

昨年を振り返�て

行１２９年目を迎える日本で

菜等を販売する﹁いずもマル

あり、周辺には昨年、地元野

の第３期増床計画が進行中で

プ レ ミ ア ム・ ア ウ ト レ ッ ト ﹂

業 団 地 に お い て は、﹁ 酒 々 井

また、酒々井南部地区新産

いりたいと考えております。

定している新たな子育て支援

岩橋保育園隣接地に開設を予

を行っています。また、今春、

る相談を行う利用者支援事業

な場所での教育・保育に関す

ート・センター事業と、身近

調整を行うファミリー・サポ

子育ての相互援助活動の連絡

◎子ども・子育て支援の充実

一番歴史の古い町です。千葉

シェ酒々井﹂がオープンしま

をさらに育んでいただけるも

氏にゆかりのある当町におい

施 設 の 建 設 を 進 め ま し た。

酒 々 井 版 ネ ウ ボ ラ と し て、

て、昨年で２度目の実施とな

した。さらに、街中において

のと信じ、今後も継続してま

る「 酒 々 井・ 千 葉 氏 ま つ り 」

は町民の皆様からの要望が最

も多かった病院施設が、平成

間病院と連携して、病児保育

文化や、交通利便性、都市基

井町にあっては、町の歴史・

このような状況の中、酒々

電車で通う遠距離通学児童の

の無償化や、スクールバスや

え、第３子以降の学校給食費

までの子ども医療費助成に加

実を図ります。また、中学生

おります。

盤、教育環境等の優れたポテ

健康づくりを促進するた

ンシャルと、アウトレットを

め、しすいハート体操の普及

通学費助成を開始し、さらに、

に地域課題の解決へ向け取り

に努めました。また、夫婦間

はじめとする南部地区の波及

組むことで、将来に希望が持

の虫歯・歯周病予防と赤ちゃ

保護者の負担軽減を図りまし

てる魅力あるまちづくりがで

ん の お 口 の 健 康 の た め、 マ

効 果 を 最 大 限 に 活 か し つ つ、

き る も の と 考 え て お り ま す。

た。

町民の皆様には、今年も引き

マ・パパ歯科検診を開始しま

より一層の行政の効率化・深

続きご支援・ご協力をお願い

した。

◎健康づくり・検診

いたします。

化を図り、住民の皆様ととも

の実現により子育て施策の充

年 開 業 に向け準備を進めて

が盛大に開催されました。

この「酒々井・千葉氏まつ

関 連 記 事 ６ ペ ー ジ な) お、 こ
の施設は、今後開院予定の民

り」は、千葉氏の居城「本佐

酒々井・千葉氏まつりでの仮装コンテストの参加者

町民の皆様には、輝かしい
年明けを心新たにお迎えのこ
月の町長選挙におき

ながら「１００年安心して住
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ととお慶び申し上げます。
昨年

めるまちづくり」を目指して

祭りを約百年ぶりに復活再現

倉城」の城下で行われていた
酒々井町は、今年で町制施

(

2

酒々井町長
小 坂 泰 久
邁進していく所存です。

皆様との信頼と絆を大切にし

これまでに培ってきました

ころです。

いくべく決意を新たにしたと

に更に精魂を傾けて努力して

まる思いと、今後の町政運営

さと責任の重さに身の引き締

ら寄せられました期待の大き

新年を迎え、町民の皆様か

りました。

を担わせていただくことにな

たちで、引き続き町政の重責

まして、無投票当選というか

11

歳以上のご夫婦、ま

◎高齢者・介護支援・予防
主に
たは一人暮らしの世帯を対象
に、 平 常 時 の「 見 守 り 」 や
「声かけ」
、非常時の避難支援
を目的に災害時要援護者名簿
歳以上

目的とした、中学生のオース

際化に対応できる人材育成を

地校での体験学習により、国

海外でのホームステイや現

援する担い手育成支援事業を

め、農業用機械の取得等を支

た、将来の農業者を育てるた

改修工事を実施しました。ま

髙﨑川法面崩落による護岸

材の購入を支援するとともに

しました。

東口前に防犯ボックスを設置

「子
 どもを産み育てるなら
酒々井町で」

をさらに進めます。

行政との連携により取り組み

増 加 に よ る 個 人町民税の減収

を確保することで、高齢者の

の 場 と 定 住 者 の 確 保 を 図 り、

業誘致を積極的に進め、雇用

り」に基づいた将来都市像「人

主役、未来へつなぐまちづく

示された基本理念「みんなが

目となる今年は、基本構想で

本構想の後期基本計画の２年

第５次酒々井町総合計画基

後期基本計画と
まちづくり

み続けたいと思えるような教

どもたちがずっと酒々井に住

く活用して郷土愛を育み、子

た、郷土史、民話などを幅広

子育て支援拠点を整備し、ま

子育てを切れ目なく支援する

助成の継続や、妊娠・出産・

城跡・酒々井宿を中心に、歴

からの文化遺産を含め本佐倉

旧石器時代（約３万４千年前）

デン、全国最大級・最古級の

レット、しすい・ハーブガー

「シ
 ティプロモーションで
魅力発信」

分を補います。

企業進出による新たな税収源

中学生までの子ども医療費

歴史が調和した活力

育を推進します。

史・文化遺産や景観、特産品

自然

あふれるまち

きるまちづくり」

「誰もがいきいきと生活で

酒々井」の実

現のための６つの基本目標の
実現に向け、各種施策に取り

年開業予定の（仮称）

酒々井プレミアム・アウト

す。子どもから高齢者まで誰

災・防犯対策の充実を図りま

自治組織、ボランティア団体

域 の 消 防 団、 自 主 防 災 組 織、

の効果的な活用をはじめ、地

した「酒々井町防犯ボックス」

年度より運営を開始

「だ
 れもが安全に安心して
暮らせるまちづくり」

施策に取り組んでまいります。

して、次の５つのまちづくり

私の４期目、第４ステージと

酒々井インターチェンジと周

団 地・ 墨 工 業 団 地 を 中 心 に、

め、 酒 々 井 南 部 地 区 新 産 業

商工業や農業の振興をはじ

り定住者確保へ」

「魅力ある雇用の場をつく

を進めます。

域包括ケアに向けた取り組み

密にし、在宅を中心とする地

社会福祉協議会等との連携を

いる地域包括支援センターや

みます。また、町が委託して

防を目的とした施策に取り組

ら、健康寿命の延伸、介護予

酒々井病院と連携を図りなが

う心からお祈り申し上げ、新

すばらしい一年となりますよ

本年が皆様方にとりまして

よろしくお願いいたします。

いりますので、ご支援のほど

よう今年も全力を尽くしてま

民皆様の負託にこたえられる

らの施策を戦略的に進め、町

財源の確保を図りつつ、これ

性都市として人口と安定した

行政課題に対して、持続可能

フラの維持更新等、山積する

障費の増加や公共施設・イン

加につなげていきます。

し、活動人口や交流人口の増

等を発掘・育成、魅力を発信

もが安心して暮らせる新たな

辺の土地利用も含め成田国際

年のごあいさつといたします。

平成

町民参画システムによるまち

空港への近接さを活かした企

平成

等との協力関係を強化し、町
の実情に合わせ、積極的に防

なお、高齢化に伴う社会保

づくりを目指し、地域住民と

組 ん で ま い り ま す。 さ ら に、

５

登録制度による名簿登録を推
進しました。また、
の方を対象に、要介護状態へ
の移行を予防する生きがいデ
イサービス事業を実施しまし
た。さらに、移動困難者支援
として、新たな福祉タクシー
事業（要介護認定１以上のタ
クシー利用助成）を開始しま
フォーラム「房総の牧を考

◎歴史・文化

介護予防や生きがいづくり

える～その魅力の発信と日本

した。
の動機づけとして、老人福祉

遺産申請を目指して～」を開
催しました。

歳を祝う青年式など

大会、
を開催しました。

トラリア派遣（国際交流派遣

実施しました。

◎農業施策

事業）を実施しました。また、

◎防災・防犯

◎交流事業の推進

新たにドイツに中学生を派遣
小学生については、他県の

防災用資機材や災害用備蓄品

自主防災組織に、防災資機

児童との交流と自然体験学習

等を整備し、また、地域防犯

し、事業の充実を図りました。

を兼ねた、北海道陸別町との

力の向上のためＪＲ酒々井駅

２
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交流事業を実施しました。

3
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１
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中学生ドイツ派遣

か

せ

加瀬

宏 校長

平成

者表彰（芸術文化の部）にお

29

年度千葉県教育功労

年１

いて、酒々井町郷土研究会が

郷土研究会は、昭和

受賞されました。

月の発足以来、町を中心とし

た千葉県内の歴史・自然を研

究テーマとし、年４回の会報

発行の他、町内外の史跡めぐ

り、歴史講座、野草観察等の

長年にわたる活動により、地

52

ひろし

おめでとうございます

年度千葉県教育功労

酒々井町立酒々井中学校

千葉県教育功労者表彰受賞

平成

者表彰（学校教育の部）にお

いて、酒々井町立酒々井中学

年間

校の加瀬宏校長が受賞されま

加瀬校長は、およそ

した。

にわたる教職経験において学

校経営および教育行政に多大

な実績を上げ、特に保健体育

科教育の振興に尽力し、千葉

県教育の進展に寄与した功績

が認められ受賞されました。

域研究および文化振興の推進

本 町 で は、 長 年 に わ た り

酒々井中学校の教頭、校長と

生涯学習課文化

賞されました。

問い合わせ

に 寄 与 し た 功 績が認められ受

たっていただいています。

学校教育課学校

財班☎（４９６）５３３４

して生徒と教職員の指導にあ

問い合わせ

教育班☎ ３１１

37

29

町郷土研究会の皆さん

飯沼本家建物６棟が
国登録有形文化財（建造物）に登録されました！
した再び造ることができない貴重な文化財となってい
ます。（現在は一般公開されていません。）
※登録有形文化財（建造物）の制度とは、50年を経

平成29年10月27日、酒々井町馬橋の酒の蔵元、飯
沼本家の建物６棟が国の登録有形文化財（建造物）に
登録されました。登録されたのは、主屋、離れ屋、明
治蔵、甲子蔵、前蔵、裏門及び塀です。町では国登録

過した歴史的建造物のうち、一定の評価を得たもの
を文化財として登録し、保存が図られ、まちづくり
や観光などに積極的に活用されることが期待される
ものです。

有形文化財（建造物）への登録は初となります。
登録された飯沼本家の建物は、美しい庭園をのぞむ
古民家の風情を備えた主屋や、昭和初期に流行した洋
館の様式を取り入れた甲子蔵等、時代の特色をよく表

問い合わせ

古民家の風情を備えた飯沼本家主屋

生涯学習課文化財班☎（４９６）５３３４

洋館の様式を取り入れた甲子蔵の応接室

4

♦税の作文 酒々井町長賞♦
「税金について考えたこと」
酒々井中学校

３年

酒々井中学校３年生
『税の作文』で表彰

鈴木麻央

夏休み真っ只中、今年も猛暑が続いている。そんな暑さの中、駅前
の交差点で工事が始まった。歩道には穴が掘られて、新しい電柱が立
てられ、翌日には高所作業車が来て、電柱に信号機を取り付けていた。
交差点に新しい信号機が付くようだ。
この交差点は、駅前のＴ字路で、朝と夕方は交通量が多く、小学校
の通学時間には、保護者やボランティアの方々が交代で生徒の誘導を
行っている。私も実際にこの交差点で、自動車の接触事故を見たこと
がある。この交差点に信号機が付けば、事故も起こりにくくなるだろ
うし、小、中学生も、より安全に通学することができると思う。
ある日、学習塾へ行くために、この交差点を通った時、信号機の価
格はいくらぐらいするのだろう、という疑問がうかんだ。信号機の価
格は見当が付かないが、かなり高い物だろうし、工事全体にかかる金
額は、さらに高くなるだろう。このお金は誰が払うのかと考えるうち
に、『税金は、信号機の取り付けや、保守にも使用されている』とい
（前列左から）鈴木さん、樋沼さん、
うことを、税の授業で学習したことを思い出した。いつも何気なく見
（後列左から）木村教育長、小坂町長、加瀬校長
ている信号機も税金で作られているのである。
考えてみると、多くの人が利用している道路や橋などの交通施設、
成田税務署、成田税務署管内納税貯蓄組合
学校や公園などの公共施設、そして、私の目の前にある教科書など、
連合会では、税について関心を持ち、正しい
税金で作られているものは沢山ある。また、事故や事件の時に必要な
警察や消防、学校の教育費、上下水道の運営など、様々な物が、そし
理解を深めてもらうことを目的に、毎年、中
て生活に欠かせない多くの物が、税金で成り立っているのだ。
学生から「税の作文」を募集し表彰していま
もし税金が無かったら、支払いがないので、手元に残る現金は、多
す。
少多くなるかもしれないが、良いことはそれだけだと思うし、良くな
今年度、酒々井中学校から２人の３年生が
いことの方が圧倒的に多くなり、安全、安心、快適な社会生活が成り
表彰されましたのでご紹介します。
立たなくなってしまうと思う。もしこのようになってしまうと、国全
体が成り立たなくなってしまい、私自身も、生存することが出来なく
なってしまうだろう。私も、将来収入が得られるようになったら、き
◆税の作文
ちんと、税金を支払うことができる、しっかりとした大人にならなけ
【酒々井町長賞】
ればいけないと改めて思った。
すずき ま お
税金をきちんと支払えば、形を変えて私達のところへ戻ってくるも
鈴木麻央さん
のであり、税金は、今の私達の生活に、必要不可欠な、とても大切な
佳作】
ものであると改めて感じた。他にも、税金は、色々なことに使われて 【成田税務署管内納税貯蓄組合連合会
ひぬまくうと
いると思うので、これからも税金についての知識を得るように心がけ
樋沼空音さん
ていきたいと思う。

問い合わせ

平成29年
11月26日執行

酒々井町長
選挙の結果

12月 ６ 日 の 任 期 満 了
に伴う酒々井町長選挙
は11月21日に告示され、
立候補届出の期限である
同日午後５時の時点で現
職の小坂泰久氏以外に立
候補者がなく、同氏の無
投票による４選が決まり
ました。
問い合わせ 選挙管理委
員会（総務課内）☎ ２
１４

H30. 1. 1

が
とが
んなこと
こん
こ
た
した
りまし
あり
あ

2017年
町の

税務住民課収税班☎ １１７

10大 ニュース

1

淑徳大学との包括的な
連携協定を締結

3月

6

中学生、初のドイツ派遣へ
（国際交流派遣事業）

7月

2

第５次酒々井町総合計画後期
基本計画を策定
3月
（平成29年度〜平成33年度）

7

町中央公民館講堂・研修棟
の耐震補強工事完了

7月

3

本佐倉城跡
「続日本100名城」に選定

4月

8

東京学館高等学校女子体操部
初のインターハイ団体優勝

8月

4

町防犯ボックス設置

4月

9

第３子以降児童生徒の
学校給食費免除制度開始

9月

5

ママ・パパ
歯科検診スタート

4月

5

10 再任（４選）を果たす
小坂泰久町長が

11月

子ども・子育て支援施設の 名称を募集します

応募要件
酒々井町在住および在勤の方
応募方法
応募用紙または任意の様式（はがき可）で、直接こども
課窓口へご持参いただくか、または郵送・ファクス・メ
ールによりご応募ください。
郵送：〒２８５－８５１０酒々井町中央台４－１１
酒々井町役場こども課子育て支援班宛て
ファクス：（４９６）１２３１
電子メール：kodomo@town.shisui.chiba.jp
記載内容
施設の名称・名称の理由・住所・氏名・年代・電話番号
応募用紙設置場所
町中央公民館・プリミエール酒々井・保健センター・役
場こども課
応募締め切り日
平成30年１月31日㈬（郵送の場合は当日消印有効）
選考・決定
子ども・子育て政策会議（２月開催予定）にて選考し、
決定します。なお、名称採用作品に関わる一切の諸権
利は町に帰属します。
問い合わせ こども課子育て支援班☎ ３７３

現在、就学前のお子さんと保護者の交流の場と
して、平成30年度のオープンを目指し、岩橋保
育園隣接地へ子ども・子育て支援施設を建設して
います。
そこで、より多くの方々に親しまれ、ご利用い
ただけるように施設の名称を募集します。皆さま
からの応募をお待ちしています。

子ども・子育て支援施設はどんなところ？
子育て中の親子の交流や子育てについての相談、
情報の提供等、不安や悩みを軽減できる場所です。
講習やイベントの実施、地域ボランティアの方々と
の交流も行います。
なお、現在役場で行っている「あいあいルーム」
「ファミリー・サポート・センター事業」について
は新施設に移転します。

＜子育て支援施設 建設場所＞
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平成30年４月から
国民健康保険が広域化されます！
広域化とは

国民健康保険（国保）は現在、市町村ごとに運営していますが、平成30年度からは
県も加わり、市町村と共に国保を運営することになります。これを広域化といいます。

国保の
現状と課題

国保の加入者は「年齢構成が高く、医療費水準が高い」「低所得者が多い」構造とな
っているため、保険税の収入よりも医療費などで支出するお金の方が多く、市町村単位
では安定した財政運営が困難であるなどの課題があります。

制度改正による

平成27年５月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等
の一部を改正する法律」が成立し、市町村で行っていた財政運営を県が責任主体となる
ことで、安定的な国保の運営を図ることになりました。

財政の安定
何が
変わるの？

・新しい保険証等には、県名が表記され、県内市町村間の転出入であれば、資格は継続
されます。ただし、県内の異動でも異動先の市町村で新たに保険証の発行をしてもら
う必要があります。
・高額療養費制度の多数該当が、県内市町村の転出入であれば引き継がれ、自己負担が
軽減されます。
・県は、県内の統一的な運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化
が推進されます。

保険税率は
どうなるの？

県が各市町村の医療費水準や所得水準などを基に市町村ごとの納付金を決定します。
併せて納付金の納付に必要な市町村ごとの標準保険税率を示します。市町村は県が示し
た標準税率を参考に、保険税率を決定します。
なお、これまで市町村単位で行っていた保険証の発行や、保険税の賦課・徴収などは
引き続き市町村単位で行います。
国保広域化に関する詳しい情報は千葉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/seidokaikaku.html
問い合わせ

＜町国保加入者の年齢構成

健康福祉課国保年金班☎ １２３・１２４

＜町国保１人当たりの医療費の推移＞

平成 29 年５月末＞

１人当たりの医療費の推移

加入者の年齢構成

345,934

347,858

323,082
313,991
314,731

27

平成 年度

26

平成 年度

7

25

平成 年度

H30. 1. 1

平成 年度

平成 年度

24

28

２月13日㈫からイオンモール成田で
確定申告作成会場を開設します
成田税務署では、平成29年分の所得税・復興特別所
得税・贈与税・個人消費税の確定申告書作成・提出会場
を次のとおり設置します。

＜表＞本人確認書類
◆マイナンバーカード
（個人番号カード）をお持ちの方は
●マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。
●ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出
が不要です。

会 場 イオンモール成田２階イオンホール（成田市ウイ
ング土屋24）
◆マイナンバーカードをお持ちでない方は
期 間 土・日・祝日を除く、２月13日㈫～３月15日㈭
※２月18日㈰、２月25日㈰に限り休日開場します。
番号確認書類
身元確認書類
時 間 受付９時～16時（提出は17時まで）
※９時から10時までは立体駐車場３階の連絡通路から入 《ご本人のマイナンバーを確認
《記載したマイナンバーの持ち主
できる書類》
であることを確認できる書類》
る２階「Ｃ」入口が専用口になります。
交通アクセス 京成成田駅６番バス乗り場から乗車、イオ ●通知カード
●運転免許証 ●身体障害者手帳
●住民票の写し又は住民票記載事項証明書
●公的医療保険の被保険者証
ンモール成田で下車
●パスポート ●在留カード
（マイナンバーの記載があるものに限ります。）
〔ご注意ください〕
などのうちいずれか1つ※
などのうちいずれか1つ
●納税証明書は、イオンモール成田の会場では発行してい
※法定調書の作成などを行う事業者に対してマイナンバーを提供する必要が
ません。成田税務署で手続きをしてください。
ある場合に、写真表示のない身元確認書類の提示または写しの提出をすると
●イオンモール成田には、納税窓口がありませんので、口 きには２種類以上必要です。
座振替をご利用いただくかまたは最寄りの金融機関で納
税してください。
■e-Taxをご利用ください
●作成済みの申告書は、土・日・祝日を除き、成田税務署
国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用され
内で提出を受け付けます。
ると申告書の提出先に足を運ぶ必要がなく、また、添
※署内に確定申告書の作成会場は設けていません。
付書類を省略できたり、還付金が早く返ってくるなど
のメリットがあり大変便利です。ぜひご利用ください。
■申告書にはマイナンバーの記載が必要です e-Taxホームページ：http://www.e-tax.nta.go.jp/
所得税・復興特別所得税・贈与税・個人消費税の確定申
告書には、マイナンバー（個人番号）の記載が必要です。
申告書を提出する際は本人確認を行いますので、申告さ 給与収入が２か所以上ある方の住民税
れるご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要
給与所得者の個人住民税は、法律の定めにより、給
になります。
与から天引きする特別徴収が義務付けられています。
本人確認を行うときに使用する書類については、〈表〉 ２か所以上から給与収入がある方は、すべての給与
をご参照ください。
を合算したうえで税額を計算し、主たる勤務先の給与
※代理人が提出する場合も申告する方の本人確認書類が必
から特別徴収されることになりますので、ご了承くだ
要になります。
さい。
問い合わせ 成田税務署☎０４７６（２８）５１５１
問い合わせ 税務住民課住民税班☎ １１１～１１３
※音声案内に従って「２」番を選択してください。

医療費控除を受ける際は領収書の提出が不要に
これまで医療費控除を受ける場合は、領収書の添付ま
たは提示が必要でした。
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わり
に「医療費控除の明細書」(医療機関等の名称の記載等
があるもの)の添付が必要となりました。
【注意事項】
・医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要がありま
す。（税務署から求められたときは、提示または提出
しなければなりません。）
・医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付する

と、明細の記入を省略できます。（医療費通知とは、
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など
です。）
※移行期間として平成29年分から平成31年分までの確
定申告については、医療費の領収書の添付または提示
によることもできます。なお、セルフメディケーショ
ン税制を受ける場合は、医療費控除は受けられませ
ん。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ 税務住民課住民税班☎ １１１～１１３
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セルフメディケーション税制の創設
医療用から転用された医療用医薬品と同じ成分が含
まれる市販薬（いわゆるスイッチＯＴＣ薬）を代替的
に使用することを促進する観点から、セルフメディケ
ーション税制が創設され、平成29年分の確定申告か
ら適用されます。

③平成29年１月１日から平成33年12月31日までの間
に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の
親族に係る特定の成分を含んだスイッチＯＴＣ薬の購
入費用を、年間１万２千円を超えて支払っているこ
と。

適用要件
次の用件を全て満たす場合に所得控除を受けることが
できます。
①居住者（国内に住所を有し、または現在まで引き続き
１年以上居所を有する個人）であること。
②健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして
一定の取り組み（特定健康診査、予防接種、定期健康
診断、健康診査、がん検診等）を行っていること。

所得控除額
スイッチＯＴＣ薬の購入費用（年間10万円を限度）
のうち１万２千円を超える額（最高８万８千円）
なお、医療費控除を受ける場合は、セルフメディケー
ション税制は受けられません。詳しくは、お問い合わせ
ください。
問い合わせ 税務住民課住民税班☎ １１１～１１３

本特例措置を利用するときのイメージ
◯課税所得300万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合（生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む）

20,000円

（対象医薬品の購入金額）

12,000円

（下限額）

◯8,000円が課税所得から控除される
（対象医薬品の購入金額：20,000円 − 下限額：12,000円＝8,000円）

◯減税額
・所得税：800円の減税効果（控除額：8,000円 × 所得税率：10%＝800円）
・個人住民税：800円の減税効果（控除額：8,000円 × 個人住民税率：10%＝800円）

新年おめでとうございます
今年もシルバーをお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます

身近な仕事のお手伝い シルバーは安全・安心・安価です
会員募集中!
健康で働く意欲のある仲間を求めています

電話でお気軽にお問い合わせください

☎ 043-496-4077

（土,日,祝日を除く）

（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

広告

H30. 1. 1
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年５月

日から平成

日までに取得した

問い合わせ

税務住民課資産

税班☎ １１５

固定資産税の課税は毎年１

月１日現在の状況で土地・家

屋・償却資産を所有している
方に課税を行います。

登記のあった資産について

は法務局からの通知により異

ＱＲコードから
「マチイロ」専用
アプリをダウン
ロード

太陽光発電設備は固定資産税︵償却資産︶の対象です
■平成
年３月

場合

申告は不要です。

再生可能エネルギ

全量を家庭で使用（売電しない）

対象設備
ーの固定価格買取制度の認定
キロワット

を受けた太陽光発電設備（低
圧かつ発電出力
未満の住宅等太陽光発電設備
を除く）
必要書類
・経済産業省が発行する「再

固定資産税は、土地、家屋
の他に償却資産（事業に用い
生可能エネルギー発電設備
の認定通知書」の写し

る機械・備品等の資産）につ
いても課税されます。

・電力会社との電力受給契約

動を把握することができます

が、登記のない家屋の新増築

や滅失、または地目変更の登

記を行わずに土地の利用形態

を変更した場合等は、現況の

把握もれによる課税誤りを起

こす可能性があります。

前述した状況に該当するよ

うな場合は、税務住民課資産

税班までお申し出ください。

特に登記をしていない家屋

を取り壊した場合や滅失登記

が済んでいない場合は、必ず

税務住民課資産

お申し出ください。
問い合わせ

10

固定資産の現況把握に
ご協力ください
税班☎ １１５

マチを好きになるアプリ

申込期限 掲載希望月の前々月の25日まで
３月号掲載希望者は１月25日㈭までに
広告の規格・掲載料
１号広告 縦4.5㎝×横8.6㎝
05,000円/回
２号広告 縦4.5㎝×横.18㎝
10,000円/回
３号広告 縦9.8㎝×横.18㎝
20,000円/回
※詳しくは町ホームページをご覧いただくか、企
画財政課広報広聴班までお問い合わせください。
☎（４９６）１１７１ ２２３

スマホで読める 広報ニューしすい配信中

「広報ニューしすい」有料広告でPRしてみませんか！

太陽光発電設備も固定資産

年４月１日から平成

光発電設備

全量を事業で使用（売電しない）

書の写し
■平成
場合

一定の要件に該当する太陽

必要書類
環境共創

事業で使用した余剰電力の売電

税の課税対象となる場合があ
り ま す。
︿表﹀を参考に申告

日までに取得した

申告書を送付させていただき
対象設備

年３月

ますので、税務住民課資産税

ー事業者支援事業費に係る補

が必要となる方は、償却資産

班にご連絡ください。

助を受けた自家消費型の太陽

光発電設備は、新たに固定資

・﹃一般社団法人

再生可能エネルギ

◎課税標準の特例について

産税が課税となる年度から３

イニシアチブ﹄が発行した
「再生可能エネルギー事業

年度分の課税標準が３分の２
の額となる特例があります。

日

者支援事業費補助金交付決
年１月

定通知書」の写し
平成

余剰電力の売電

発電出力が10Kw以上の場合は、償却資
産の申告が必要です。
全量売電

個人
（住宅用）

発電出力や売電方法に関わらず事業用
の資産となり、償却資産の申告が必要
です。
全量売電

法人
個人事業主

31

取得時期によって特例対象

申告期限

となる設備や申告時に必要な
書類が異なりますのでご注意

㈬

31

申告の必要性

29

10

30

売電方法
設置者

24
31

28

ください。

＜表＞設置者による償却資産申告の必要性

28

30

る計画です。

ためのまちづくりの指針とな

されますので、同封された書

日本年金機構から封書が郵送

（１日生まれの方は前月）に

困難な場合は

●経済的な理由により納付が

あります。

めて前払い）で納める方法も

︻大室台小学校区︼
立地適正化計画の作成にあ

類「国民年金被保険者資格取

学 生 の 方 は、 学 生 証 コ( ピ

受付時間
分

日㈭
たり、この計画（案）の基本

得届書」に記入し、誕生月（１

分～９時

分～

９時

１月

的な考え方について説明会を

年４月２日～平

期 日

９時

小学校
入学説明会
説明会

日生まれの方は前月）内に健

４月に小学校へ入学する子
ども（平成
開催します。

ー 可 を) 持 参 の う え「 学 生 納
付特例申請書」を、学生以外

大室台小学校体育館

康福祉課国保年金班へ提出し

の方は「免除・納付猶予申請

会 場
開催日時および会場

てください。また、誕生月（１

書」を「資格取得届書」と一

成 年４月１日生まれ）の保
学校教育課学校

日生まれの方は前月）から国

緒に提出してください。

問い合わせ
時～

民年金保険料の納付義務が生

護者を対象に、次のとおり入

役場分庁舎２階第２多目的室

１月

まちづくり課計

問い合わせ

日㈰

問い合わせ

じます。

●保険料の納付方法は

（毎年度見直されます）

日本年金機構から送付され

る納付書で、翌月末日までに

納めることになっていますが、

健康福祉課国保

画整備班☎ １５６

歳になったら国民
年金の加入手続きを

月額１万６４９０円です。

年金班☎ １２１・１２２

教育班☎ ３１１

酒々井町立地適正化
計画
︵案︶
の説明会を
開催します

条第

酒々井町立地適正化計画は
都市再生特別措置法第

●保険料は

学 説 明 会 を 開 催 し ま す。 ま
た、入学通知書を説明会当日
に配布します。

１月 日㈮
分

※当日は、上履きと筆記用具
を持参してください。

期 日

︻酒々井小学校区︼
９時～９時

歳

１項に基づくもので、本町の

未満の方の加入が義務付けら

歳以上

９時 分～

人口減少・少子高齢化など将

国民年金は、

酒々井小学校３階ラ

スーパータイヨー酒々井店
１月17日㈬、31日㈬ 10時～11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

受付時間
説明会
場

他にも口座振替や前納（まと

11
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会

歳の誕生月

募集人数 清掃業務 １人
対 象 町内在住で18歳以上（高校生不可）
の方
勤務期間 ２月１日㈭～３月31㈯
勤務日時 平日、日曜日、祝日 ８時～12時
20
（月に10日程度）
賃 金 時給950円
※交通費は規定により支給
申込方法 １月11日㈭までに嘱託員等登録申込
書を持参のうえ、酒々井コミュニティプラザへ
お申し込みください。後日、面接を行います。
問い合わせ 酒々井コミュニティプラザ☎
（４９６）４４６１

年金手帳

酒々井プレミアム・アウトレット
１月 ５日㈮ 14時～15時30分
１月10日㈬ 13時～14時
１月22日㈪ 14時～15時30分

60

25

酒々井コミュニティプラザ
臨時職員募集

れ て い ま す。

開設予定日時と場所
ＪＲ酒々井駅前交流センター
１月９日㈫、22日㈪ 10時～11時30分

10

20

25
10

30

来深刻化する課題に対応する

移動交番は各種届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。

20

21

20

23

19

20

インターネット上では、匿名で書き込みがで
きる特性などから、利用者の意思に関わらず名
誉きそんやプライバシーの侵害など、個人の人
権が著しく傷つけられる事件が急増していま
す。
掲示板などに書き込まれた内容は、またたく
間に広まり被害が急速に拡大することも深刻な
問題となっています。
悪意はなくとも、うかつに掲載したことが、
予想外に大きな被害をもたらし、単にいたずら
ではすまされずに犯罪として取り扱われること
もあります。
多くの人が利用するインターネット。安易な
気持ちで発信することなく、利用者一人ひとり
がお互いの人権を尊重した行動をとることが大
切です。
問い合わせ 健康福祉課人権推進室☎ １３７

ンチルーム

１月の移動交番開設日

81

24

インターネットを悪用した
人権侵害はやめましょう！

民生委員児童委員の活動紹介
民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱され、ボランティアで福祉の推進のため、地域住民の立場で
皆さんの暮らしを支援する方々です。
町では32人（うち主任児童委員２人：児童福祉を専門に担当する委員）の民生委員児童委員が、皆さん
の心配ごとなどを解決するために、専門機関の紹介や行政機関とのパイプ役として、子どもからお年寄りま
で町民の相談役として活動を行っています。相談内容や個人情報などの秘密は守られますので、困ったこと
や心配ごとがあるときは、お気軽にご相談ください。
問い合わせ 健康福祉課福祉班☎ １３３
民生委員・児童委員・主任児童委員一覧

氏

名

おおみや

住

あやこ

大宮

つるおか

所

電

（任期：H28.12.1 ～ H31.11.30）

話

綾子

酒々井 1581-4

496-0709

担当地域等

氏

上宿・中宿・横町・

ますぶち

名
て

酒々井 1692

496-1015 下宿・停車場

海老原

さくらい

しょうか

本佐倉 696-1

496-1886 本佐倉・新堀

土橋

上本佐倉 175-5

496-7187 成城台

大西

義雄

よしお

上本佐倉 223

496-6371 本佐倉・上本佐倉

松井

直美

なおみ

上本佐倉 170-1

496-3854 上本佐倉・本佐倉

及川

澄子

すみこ

馬橋 47-2

496-5424 馬橋・ネオポリス

けいこ

墨 1112

496-0382 墨

渡邊

美恵子

尾上 637

496-1087 尾上・飯積

新井

としお

ふじた

藤田

み

よしだ

吉田
たかいし

髙石

じつかわ

實川
しみず

清水
きょうそう

京増

つ

え

美津枝

啓子

あおき

み

え

こ

青木

俊雄

中川 338

496-0076 中川

ふくだ

まさひろ

正宏

上岩橋 1375-4

496-0183

としみ

福田
きむら

え び は ら

おおにし

まつい

おいかわ

きたの

北野
わたなべ

あらい

もり

森

上郷・大崎・

さいとう

齋藤

ヘルシータウン
卜ケ崎・大鷲・

てらもと

木村

利美

上岩橋 8

496-1079

あいきょう

かつあき

勝明

柏木 572-3

496-0505 柏木

大島

としあき

下岩橋 337

496-2573 下岩橋

西方

伊篠 715

496-4351

相京

かわしま

河島

さいとう

斉藤

ひがさ

日笠

敏明
きよし

清

まさえ

昌枝

寺本

ヒルズガーデン

おおしま

にしかた

伊篠・伊篠新田・

信子

繁明

しげあき

東酒々井 3-3-210 496-1616 東酒々井３丁目

真典

まさのり

東酒々井 4-4-122 496-6867 東酒々井４丁目

信子

のぶこ

東酒々井 5-5-328 496-1390 東酒々井５丁目

ひろこ

東酒々井 6-6-8-1

博子
せ

つ

こ

03

勢津子

中央台 1-20-7

和美

かずみ

中央台 2-17-3

みつよ

中央台 3-1-10-40

光代
つねお

常男
あきこ

4
中央台 3-3-1-7-3
02

496-6220 東酒々井６丁目

496-3788 中央台１丁目
090-18183949
496-1206

496-7190

中央台２丁目
中央台３丁目
県営住宅
中央台３丁目ハイツ・
県住５、７、１１棟

中央台 4-7-4

496-1716 中央台４丁目

恵美

上本佐倉 1-3-14

496-1379 上本佐倉１丁目

道子

みちこ

ふじき野 1-9-8

496-4922

りいち

ふじき野 3-2-7

496-3030 ふじき野３丁目

明子
え

み

利一

ふじき野１丁目・
2丁目

あざみ

莇 みどり
酒々井 975-3
篠山新田・今倉新田 （主任児童委員）
あいら

東酒々井 1-1-351 496-4567 東酒々井１丁目

担当地域等

東酒々井 3-3-464 496-1685 東酒々井３丁目

はるみ

どばし

話

のぶこ

春美

照嘉

こ

電

東酒々井 2-2-220 496-6654 東酒々井２丁目

鶴岡

櫻井

え

所

て江子

鱒渕

下台

住

姶良

きょうこ

恭子

（主任児童委員）

12

496-3851 地域区別なし

中央台 2-3-1-302 496-5236 地域区別なし

青少年相談員

事業
筑波おろしを捉えよう!
新春！親子たこづくり教室・たこあげ大会

ノルディックウォーキング教室

親子で協力して和だこをつくり、みんなで空高くた
こをあげてみませんか。
【親子たこづくり教室】
日 時 １月14日㈰ ９時～12時（受け付け８時30
分～）
会 場 酒々井小学校体育館
対 象 町内在住・在勤の親子
定 員 30組（申し込み先着順）
参加費 300円
持ち物 はさみ・カッター・定規・のり・筆記具
申込締切 １月11日㈭※定員になり次第、締め切り
【たこあげ大会】
日 時 １ 月14日 ㈰ 13時30分 ～14時30分（ 受 け
付け13時～）※雨天時は21日㈰
10時30分～11
時30分（受け付け10時～）
会 場 酒々井小学校グラウンド
対 象 町内在住・在勤の方
参加費 無料
使用たこ 洋だこを除く手づくりだこ
申込方法 当日現地でお申し込みください。
問い合わせ 生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３
３４

自分の体力に合わせて、自分の自由な時間を活用し
ながら運動できるノルディックウォーキング。順天堂
大学の辻川比呂斗准教授を講師に招き、基本フォーム
を指導していただきます。
日 時 １回目 ２月17日㈯ ２回目 ３月17日㈯
各回10時～12時 ※受け付け９時45分～
会 場 酒々井小学校体育館・グラウンドおよびその
周辺 ※集合場所は酒々井小学校体育館
内 容 ノルディックウォーキングによる効果の説明
と基本フォームの実技指導
対 象 20歳以上の町内在住・在勤者で原則２回と
も参加できる方
定 員 30人（要申し込み・先着順）
参加費 無料
持ち物 運動靴（屋外用・室内用両方）・飲み物・健
康保険証（写）
主 催 酒々井町教育委員会
協 力 順天堂大学スポーツ健康科学部、保健看護学
部
申込方法 １月４日㈭～１月19日㈮（※電話のみ）
問い合わせ・申し込み 生涯学習課スポーツ振興班☎
（４９６）５３３４

人権教育セミナー
【がんばっぺ！オラの大好きな日本】
タレントで山形弁研究家のダニエル・カール
さんによる講演会を開催します。外国の方から
の目線で見た日本の素晴らしいところを語って
いただきます。ぜひこの機会に、日頃、見逃し
てしまいがちな、人と人との繋がりなど生活の
原点について考えてみませんか。
日 時 １月19日㈮ 10時～11時30分
※受け付け ９時30分～ 開場９時45分～
会 場 プリミエール酒々井文化ホール
定 員 350人（先着順）
入場料 無料（事前申し込み不要）
※手話通訳有り
問い合わせ 生涯学習課社会教育班
☎（４９６）５３３４

ダニエル・カールさん

盛年式のご案内
町では、本年度60歳を迎える方々を対象とした「盛年式」を行います。
盛年式対象者を含めた実行委員会で、皆さんが楽しめる内容となるよう企
画しています。対象者の方には案内を送付していますので、ぜひご参加くだ
さい。
期 日 ２月25日㈰
会 場 町中央公民館
問い合わせ 生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３３４

H30. 1. 1
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第５回酒々井町
地域福祉フォーラム
地域福祉フォーラムは「地域福祉
の推進のため、地域づくりのあり
方・取り組み方についての話し合い
の場」として開催しています。
現在、町と社会福祉協議会では、
平 成25年 ３ 月 に 策 定 し た 第 １ 期
酒々井町地域福祉計画・地域福祉活
動計画が今年度で期間満了となるた
め、第２期計画の策定に向けて策定
委員会を立ち上げ、内容を検討して
います。
今回はその検討している内容等に
ついて話し合う場として、下記のと
おり開催しますので、皆様のご参加
をお待ちしています。
日 時 １月28日㈰ 開場13時
開会13時30分
会 場 プリミエール酒々井文化ホ
ール
問い合わせ 社会福祉協議会☎（４
９６）６６３５
※詳細は、回覧や公共施設等に設置
したパンフレット、ポスターをご覧
ください。

酒々井町長杯少年野球大会

ビッグアローズ

２年連続優勝
町内外から16チームが参加した第33回酒々
井町長杯少年野球大会が９月30日から総合公
園野球場で開かれました。酒々井ビッグアロー
ズは３試合を勝ち抜いて決勝に進み、11月4日
に白井ライナーズと対戦しました。両チームと
も持てる力のすべてを出し、酒々井ビッグアロ
ーズがサヨナラ勝ちをし、６対５で２年連続の
優勝を果たしました。

22歳から83歳までの165人が
プレーしました！

優勝した酒々井ビッグアローズのメンバー

優 勝 酒々井ビッグアローズ
準優勝 白井ライナーズ
第３位 三里塚ライナーズ 栄町ヤングジャイアンツ
問い合わせ 生涯学習課スポーツ振興班☎（４９６）５３３４

町ゴルフ大会

町体育協会ゴルフ専門部主催の「町ゴルフ大会」が11月16
日にレイクウッド総成カントリークラブ（成田市）で開かれま
した。当日は絶好のゴルフ日和となり、参加者は色づいた紅葉
を満喫しながら、真剣にプレーしていました。なお、上位入賞
者は次のとおりです。（敬称略）
優 勝 豊田 務
準優勝 國井 健一
第３位 新保 隆則
問い合わせ 生涯学習課スポーツ振興班☎（４９６）５３３４

石井部長（右端）と上位入賞した方々

第17回全国障害者スポーツ大会

松長 美代さん 卓球で優勝

No
261

すぎやま

杉山

ひ な

陽菜 ちゃん

３月11日生まれ（本佐倉）

（家族から一言）

いつも楽しげな陽菜。このまま元気に育って
楽しい人生を歩いてほしいです。

螢雪学園卓球部の松長美
代 さ ん(写 真)が、10月28日
から愛媛県で開催された第
17回全国障害者スポーツ大
会「笑顔をつなぐ愛媛大会」
に一般卓球少年女子の部に
出場し、見事優勝されまし
た。
松長さんは、平成27年に
千葉県から「2020東京オリ
ンピック・パラリンピック
一般卓球少年女子の部で
アスリート強化・支援事業」
優勝した松長美代さん
卓球競技の基礎強化指定選
手に指定されており、今後一層の活躍が期待されます。
問い合わせ 生涯学習課スポーツ振興班☎（４９６）５３３４
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みんなで人権を考える集いinしすいが開催されました

文芸コーナー
秋日中藍より深き日本海の潮引き寄せて五能線ゆく

亡き夫の背に似た姿に足止めぬ十年通いし診療室前

は

文化祭の町の文化の水準は老いし人らに守られをるか

は

幼子と毬に戯る若き女親孫に重ねてありがとうと言う

日本一長生きさんは喜界島サンゴの海に魚群がる

短歌

みんなで人権を考える集いinしすいの様子

講演会で話をする林家うん平氏

12月２日、プリミエール酒々井文化ホ
ールにおいて、人権週間（12月４日～10
日）に合わせて町、町教育委員会、北総人
権啓発活動地域ネットワーク協議会主催に
よる「みんなで人権を考える集いinしすい」
が開催されました。
イベントは一人ひとりが人権についての
理解を深め、人権問題に対する正しい認識
をもち、みんなで人権について考えること
を目的に開催され、当日は酒々井中学校吹
奏楽部のオープンニング演奏の後、中学生
による人権作文の発表、落語家の林家うん
平氏の講演会等が行われました。
人権作文の発表では、酒々井中学校３年
生２人の発表があり、
「ルールとマナー」
と題して「電車の中での女性の化粧につい
て、マナーを考えてみてください。」と、
「対

等の立場で」と題して「障害のある人にた
いして、困っているときには、私たちは惜
しまず手を貸せる存在でありたい、障害者
だからではなく、その人のできないことを
助ける仲間として助け合っていきたい」と
普段人権について感じ、考えていることの
発表がありました。
講演をした林家うん平氏からは「普段か
ら人権について考え、人のことを思う、自
分自身を大切にするということの癖をつけ
ていただきながら、皆さま方には人権の大
切さ、すばらしさを啓発していただく語り
部となっていただきたい」との話がありま
した。
問い合わせ 健康福祉課人権推進室☎
１３６

秋季町民卓球大会
正井
和子

教子

冴子

近藤

光春

増田

松尾

小田島慶子

色島のさえずり庭のそこかして

石蕗の明るき奥や杜静か

尾に抜くる猫の背伸びや縁小春

俳句

バドミントンミックス大会
酒々井町バドミントンミックス大会が11
月５日、大室台小学校体育館で開かれ、一
般の方21組42人が参加しました。入賞され
た方は次のとおりです。
（敬称略）
【ミックスダブルス１部（上級）】
優 勝 坪井・石木田ペア

荒

梅澤

利美

裕子

波葉

善意
ありがとう

榎
H30. 1. 1

秋季町民卓球大会が11月12日、酒々井
小学校体育館で開かれました。
小学生の部から一般男女の部まで50人
の参加があり、各部門とも熱戦が繰り広げ
られました。なお、今大会で入賞した方は
次のとおりです。（敬称略）
【一般男子】
優 勝 清水 朗
準優勝 松島 光孝
第３位 池田 一男、鶴園 光朗
【一般女子】
優 勝 西尾 麻衣
準優勝 藤江 寿美子
第３位 石埜 京子、松長 美代

【中学生男子】
優 勝 高橋 頼生
準優勝 田村 真優
第３位 松岡 拓真、斉藤 大輝
【中学生女子】
優 勝 斉藤 陽夏
準優勝 庄島 史花
第３位 柚木 美都葵、宮本 真有
【小学生の部】
優 勝 青山 千鶴
準優勝 戸村 ひかり、鹿島 桜子
【混合ダブルス】
優 勝 清水・横木ペア
準優勝 松島・庄島ペア
第３位 落合・池生ペア
石埜・山本ペア
問い合わせ 生涯学習課スポーツ振興班
☎（４９６）５３３４
準優勝 林・伊藤ペア
第３位 斉藤・斉藤ペア、木村・赤堀ペア
【ミックスダブルス２部（中級）
】
優 勝 神崎・石堂ペア
準優勝 國方・大坂ペア
第３位 市原・河野ペア
問い合わせ 生涯学習課スポーツ振興班
☎（４９６）５３３４

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）
・酒々井町チャリティーバザー実行委員会 ……………… 40万５千457円
・酒々井中学校昭和41年度卒業生同窓会 ……………………2万3千665円
・手話ダンス・しすい…1万円 ・酒々井町婦人会…1万円 ・匿名…5千円
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給食センターから

こんにちは

学校給食週間

1 月 24 日から１月 30 日までは「全国学校給食週間」です。これは、
戦時中に一度途絶えた学校給食が、国内外の多くの善意や協力で再開で
きたことを記念し定められたもので、学校給食の意義と役割について考
える 1 週間です。学校給食を通して、改めて食べ物に感謝しましょう。
第 3 回目は、学校給食週間に実施するレシピを紹介します。

昔の給食再現メニュー

地区統一献立

今から 129 年前、山形県鶴岡市の私立忠愛小学
校で、貧しい子供たちのために食事を出したことが
学校給食のはじまりといわれています。当時の献立
は「おにぎり」
「塩鮭」
「菜の漬物」だったそうです。
今回は、給食のはじまりとなったメニューにちな
んだ「即席漬け」
、戦時中の食糧不足で厳しい時代
に食べられていた「すいとん汁」を紹介します。

☆主 食：ご飯
☆主 菜：さばのおろしソース
☆副 菜：磯辺和え
☆汁 物：豆乳入り豚汁
☆飲み物：牛乳
学校給食週間に合わせて、成田市・富里市・八街市・
栄町・酒々井町で統一した献立を提供します。米を
はじめ、食材は千葉県のものを多く使います。
千葉県は、野菜などの農産物、豚肉などの畜産物、
魚などの海産物が豊富です。恵み豊かな千葉県の食
材を取り入れ、ぜひご家庭でも作ってみて下さい。

即席漬け
【材料（４人分）
】
はくさい（２ｃｍ幅）
キャベツ（２ｃｍ幅）
つぼ漬け
白いりごま
かつお節（糸削り）
塩

１〜２枚
１〜２枚
４０g
小さじ１
適量
適量

磯辺和え
【材料（４人分）】
ほうれん草（２ｃｍ幅）
人参（千切り）
もやし
きざみのり
しょうゆ

【作り方】
①野菜をゆで、冷水にとる。
②野菜の水気をしぼり、つぼ漬け・白いりごま・かつお節
で和える。
③塩を加え、味を調える。

１／２束
中１／４本
１／２袋
適量
小さじ２

【作り方】
①野菜をゆで、冷水にとる。
②野菜の水気をしぼり、しょうゆときざみのりで和える。

すいとん汁
【材料（４人分）
】
小麦粉
すいとん
水または牛乳
鶏もも肉小間切り
里芋（１口大）
大根（いちょう切り）
人参（いちょう切り）
ごぼう（ささがき）
小松菜（２ｃｍ幅・ゆでる）
長ねぎ（小口切り）
しょうゆ
塩
だし汁
油

問い合わせ
学校給食センター
☎（４９６）１１５１

豆乳入り豚汁

100g
60ml
30g
2個
２cm
中１／４本
15cm
１株
15cm
大さじ１・１／３
適量
480ml
適量

【材料（４人分）】
豚もも肉小間切り
ごぼう（ささがき）
人参（いちょう切り）
さつま芋
こんにゃく（色紙切り・ゆでる）
油揚げ（短冊切り・油抜き）
長ねぎ（小口切り）
豆乳
味噌（溶く）
だし汁
油

【作り方】
①小麦粉に水または牛乳を入れて混ぜ、すいとんのタネ
を作る。
②鍋に油をひき、鶏肉を炒める。
③大根・人参・ごぼう・里芋を炒め、だし汁を入れ、あく
をとりながら煮る。
④しょうゆと塩で味を調える。
⑤①を団子状にして入れ、浮いてくるまで煮込む。
⑥仕上げに小松菜・長ねぎを入れる。

30g
15cm
中１／４本
小１本
40g
１／２枚
20cm
40ml
大さじ１・１／２
440ml
適量

【作り方】
①鍋に油をひき、豚肉を炒める。
②ごぼうと人参を炒め、だし汁を入れ、あくをとりながら
煮る。
③さつま芋を入れる。
④さつま芋が煮えたら、こんにゃくと油揚げを入れる。
⑤味噌・豆乳を入れる。
⑥長ねぎを入れる。
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問い合わせ

酒々井町保健センター
☎（４９６）００９０

65歳からの健康づくり講座
～年を重ねるにつれ、体も変化してきます。毎日をいきいきと過ごすヒントを学びましょう～
各講座共通
時 間 13時30分～15時
会 場 保健センター
対 象 65歳以上の方
定 員 25人（申し込み後抽選）
申込方法 保健センターに電話か直接窓口にお越しくださ
い。
申込期限 １月12日㈮
※申込締め切り後に抽選し、参加の決定された方には通知
をいたします。
※毎回血圧測定しますので、早めにお越しください。
※通院されている方は、一部参加できない講座もあります
ので、事前に保健センターへ問い合わせください。
申し込み・問い合わせ 保健センター

各講座の内容
どちらも
①やさしいエアロビクスＡ
参加費無料!
リズムに合わせ体を動かします。
日 程 １月26日㈮、２月２日㈮、９日㈮、16日㈮、23
日㈮、３月２日㈮、９日㈮、16日㈮ 全８回
持ち物 飲み物・運動靴（紐がついたもの）・タオル・動
きやすい服装
講 師 スポーツインストラクター 田中久美子さん
②初めてのヨガＢ
マットを使い、ゆったりとした動きで体をほぐし整えま
す。
日 程 １月22日㈪、29日㈪、２月５日㈪、19日㈪、26
日㈪、３月５日㈪、12日㈪ 全７回
持ち物 飲み物・上ぐつ・タオル・動きやすい服装
講 師 日本ヨーガニケタン ヨーガ療法士 大田千恵さん

楽しく学ぼう！元気はつらつ教室
いつまでも元気でいるためには、外に出て活動することが１番です。活動のためのヒントや知恵がたくさん入った教室
を開催します。すでに活動されている方はより楽しく、地区での活動をしてみたい方や、まったく興味のない方でも、自
分や家族の健康の手助けになることがたくさんあります。ぜひ、参加してみませんか？
日 時 ２月14日㈬、21日㈬、３月７日㈬、14日㈬ 全４回 13時30分～15時30分
会 場 保健センター
内 容 〈表〉のとおり（内容は変更になる場合があります。）
＜表＞元気はつらつ教室 内容
対 象 町内在住で、地域での活動に興味のある方
内 容
講 師
定 員 25人（申し込み受け付け順）
参加費 無料
開講式
保健師
１
酒々井町の現状・今後
地域包括支援センター
持ち物 飲み物、上ぐつ、タオル、動きやすい服装
申込方法 保健センターに電話か直接窓口にお越しください。
しすいハート体操
三橋好子さん
２
申込期限 １月31日㈬
ロコモティブシンドロームとは 保健師
※参加の決定された方には通知をいたします。
お達者のための食事
栄養士
※毎回血圧測定しますので、早めにお越しください。
３ お口の健康
歯科衛生士
※通院されている方は、一部参加できない講座もありますので、
認知症を知ろう
看護師
事前に保健センターへ問い合わせください。
４ 地域の活動を広げよう
重度化予防推進員 他
申し込み・問い合わせ 保健センター
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みんなでやろう
しすいハート体操教室

体も心も元気になるしすいハート体
操ができました。誰でも簡単にできま
す。しすいハート体操を覚えてみんな
で体操しましょう。しすいハート体操
の 他、 体 や 頭 を ほ ぐ す 体 操 も 行 い ま
す。
日 程 １月 日㈪、２月５日㈪、
日㈪、 日㈪、３月５日㈪ 全５回
時 間
時～ 時 分
会 場 保健センター
対 象
歳以上の方
定 員
人
参加費 無料
持ち物 飲み物、上ぐつ、タオル、動
きやすい服装
講 師 日本体育協会スポーツプログ
ラマー 三橋好子さん
申込方法 保健センターに電話か直接
窓口にお越しください。
申込期限 １月 日㈬
※申込締め切り後に抽選し、参加の決
定された方には通知をいたします。
※毎回血圧測定しますので、早めにお
越しください
※通院されている方は、事前に保健セ
ンターへ問い合わせください。
申し込み・問い合わせ 保健センター
25 20

マタニティ・ママパパクラス
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1〉のとおり
会 場 保健センター
参加費 無料
持ち物 母子健康手帳・筆記用具
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

高齢者のインフルエンザ予防接種
接種期限を１月31日まで延長します
全国的にワクチン不足が予想され、予防接種が受
けにくい状況となっています。そのため、今年度に
限り、接種期限を延長します。接種を希望する方は、
体調が良い時に早めに接種しましょう。
対 象
①平成29年12月31日現在で65歳以上になる方
（昭和27年12月31日以前生まれ）
②60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓、
呼吸機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能に重度の障害を有する方
※接種を希望する方で、予診票をお持ちでない方
は、保健センターまたは町内委託医療機関〈表2〉
にて予診票の交付を受けてください。なお、すでに
予診票をお持ちの方は、新たに交付を受ける必要は
ありません。
※医療機関には事前に予約してから行きましょう。
接種回数 １回
接種費用 1,000円
※生活保護受給者の方は事前に生活保護受給証を取
得し、接種時に持参してください。
※町外の医療機関につきましては、保健センターま
でお問い合わせください。
接種期限 １月31日㈬
問い合わせ 保健センター

＜表 2 ＞町内委託医療機関
医療機関名

電話番号

まえだ医院

（496）3610

東医院

（496）8181

林内科小児科医院

（496）3170

森のクリニック

（496）6770

しすい整形クリニック

（481）6611

＜表 1 ＞マタニティ・ママパパクラス日程等
日

時

2月7日㈬
１
9時30分～12時

内

容

妊娠のしくみ・妊娠中の栄養
離乳食・調理体験

２

2月14日㈬
9時30分～12時

妊娠後期の過ごし方
呼吸法・分娩のしくみ

３

2月21日㈬
9時30分～12時

赤ちゃんの保育・先輩ママとの交流
母乳栄養・お口のケア

４

2月24日㈯
12時30分～15時30分

パパの妊婦体験・家族計画
沐浴・調乳実習
２人で行う妊婦体操

骨粗しょう症予防セミナー
骨粗しょう症についてのお話と骨密度の測定を行います。
日 時 ２月15日㈭ 10時～11時30分
会 場 保健センター
内 容 講話・かかとの骨密度超音波測定
※昨年度骨粗しょう症予防セミナーに参加された方は受けられ
ません。
※素足で測定しますので、ストッキングはご遠慮ください。
対 象 71歳以上（昭和22年３月31日生以前）の女性
定 員 30人(先着順)
参加費 無料
申込方法 電話または保健センターの窓口に直接お申し込みく
ださい。
※定員になりしだい締め切らせていただきます。
申し込み・問い合わせ 保健センター

お忘れございませんか がん検診のクーポン
９月に送付したがん検診のクーポンの期限は３月12日㈪ま
でです。期限が近づくと予約が取れにくくなりますので、早め
に受診しましょう。
乳がん検診の集団検診は２月１日㈭です。ご希望の方はお申
し込みください。
【対象者および検診の種類】
子宮頸がん検診（女性）
20歳 平成 ８年４月２日～平成 ９年４月１日生まれ
25歳 平成 ３年４月２日～平成 ４年４月１日生まれ
30歳 昭和61年４月２日～昭和62年４月１日生まれ
35歳 昭和56年４月２日～昭和57年４月１日生まれ
40歳 昭和51年４月２日～昭和52年４月１日生まれ
乳がん検診（女性）・大腸がん検診（男性および女性）
40歳 昭和51年４月２日～昭和52年４月１日生まれ
45歳 昭和46年４月２日～昭和47年４月１日生まれ
50歳 昭和41年４月２日～昭和42年４月１日生まれ
55歳 昭和36年４月２日～昭和37年４月１日生まれ
60歳 昭和31年４月２日～昭和32年４月１日生まれ
※集団での検診を受診された方は対象外となります。
申し込み・問い合わせ 保健センター
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ノロウイルスによる

感染性胃腸炎に注意しよう

ノロウイルスは、１年を通して発生

乳幼児や高齢者、慢性疾患がある人

しますが、とくに冬に流行します。

など、体力が弱い人たちがかかると深

刻な感染性胃腸炎をおこし、ひどい脱

水症状になることがあります。

また、感染した人の便やおう吐物か

らのノロウイルスの感染力もなかなか

ノロウイルスには特効薬やワクチン

衰えず、２次感染が心配されます。

はなく、うがい、手洗いを行い、ノロ

ウイルスに感染した人の側に近づかな

いように注意する等の他に、家族など

周囲の人が感染した場合は、次の点に

気を付けましょう。

秒以上加熱しま

90

どんなに新鮮であってもノロウイル

90

①食べ物を加熱する

～ ℃で

85

ス が 付 着 し て い る お そ れ が あ り ま す。

中心部が

しょう。

エタノールなどのアルコール製剤や

②次亜塩素酸ナトリウムで殺菌

02

逆性石けんはあまり効果がありませ

ん。

分後水洗い。よく

10

調 理 器 具 十 分 に 洗 っ た あ と、 ０ .
％の次亜塩素酸ナトリウムに浸すよう

につけ置きして、

02

乾燥させてから保管しましょう。

分ほど放置したら水拭きしまし

保健センター

汚染された場所 ０ . ％の次亜塩素
酸ナトリウムを浸した布などで消毒を

し、

ょう。

問い合わせ

10

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。

10日㈬

乳児相談

◎印旛市郡小児初期急病診療所（0 ～ 15歳まで）

内

容

時

間

10か月児
Ｈ29. 2月生

受付
10時〜11時

4か月児
Ｈ29. 8月生

受付
13時30分〜14時30分

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

17日㈬

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

19時〜 23時

小 児 科

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

外

科

日曜日・祝日・振替休日
8月13日〜15日
12月29日〜1月3日

10時〜 17時

歯

科

１日〜３日、
８日

10時〜 17時

科

15日㈪
22日㈪ 健康相談・歯科健康相談 9時30分〜11時
29日㈪

診療時間

月曜日〜土曜日

内

予防接種

委託医療機関で実施中

◎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

H30. 1. 1

受付
12時45分〜13時15分

ヘルシーウォーキング
受付
15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

３歳児健康診査
Ｈ26.6月、7月生
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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、インフルエンザ

今月の納期
町 ・ 県 民 税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

相

談

第４期
第７期
第７期

名

日

心配ごと相談

18日㈭、2月1日㈭

法律相談

11日㈭、25日㈭

人権相談

９日㈫

納税には便利な口座振替を

時・会

場

13時～16時

13時～16時

13時～16時

１月の

納付期限
１月31日㈬まで

予約・問い合わせ

社会福祉協議会

社会福祉協議会

役場西庁舎２階第1会議室

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）
※1月4日の心配ごと相談は行いません。
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） ９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

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。

消費生活相談

５日㈮
19日㈮

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

年金相談

11日㈭ １0時～15時
健康福祉課国保年金班へお越しください。

10時～15時
10時～15時

役場中央庁舎１階会議室

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

お知らせ
エアガン

を有害玩具等に指定しました
千葉県では、エアガン（通称）につ
いて、
その発射性能（運動エネルギー）
によっては、人に危害を及ぼすおそれ
を有し、さらに、犯罪に使用されるお
それなどもあることから、千葉県青少
年健全育成条例第１２条第１項に基づ
き有害玩具等に指定いたしました。
これにより、平成３０年２月１日以
降、エアガンの販売、貸し付けを行う
事業者が、青少年に対して指定の基準
に該当するエアガンの販売、貸し付け
をすることはできなくなります。
有害玩具等は、次のような性能等を有
する玩具銃（エアガン）です。
圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他
の反動力を利用し、弾丸を発射させる
もので、当該玩具銃用の弾丸を装填し
て水平射角で発射した場合において、

岩橋保育園 ☎（４８１）７０２１
中央保育園 ☎（４９６）１２７４
健康福祉課国保年金班 ☎

銃口から５０cm地点における弾丸の
運動エネルギーが、０. １３５ジュー
ルを超えるもの
【参考事項】
「０. １３５ジュールを超えるもの」と
は、おおむね銃口から３メートルの距
離にある四隅を支え持った状態の新聞
紙５枚を貫通する力に相当するもの。
有害玩具等に指定されると
・条例の規定に反し、販売、貸付業者
が青少年に販売、貸付をした場合、規
定により３０万円以下の罰金又は科料
に処せられます。
・条例の規定により、何人も青少年に
所持させない義務が課されます。
※青少年とは、小学校就学の始期から、
１８歳に達するまでの者。
問い合わせ 千葉県環境生活部県民生
活・文化課☎２２３（２２８８）
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３４６

１２１・１２２

平成30年度に学校体育施設、
墨スポーツ広場、
公共用地
の利用を希望する団体は
２月１日(木)までに申請を
平成３０年度に各小中学校の体育施
設、墨スポーツ広場、公共用地を利用
するには、事前に登録が必要です。
定期的に利用を希望する団体は、１
月９日㈫から２月１日㈭までに生涯学
習課へ申請してください。
なお、利用希望日が重複した場合は、
希望に添えない場合があります。
現在、定期利用している団体も新た
に登録が必要となりますので、期間内
に必ず申請してください。
※登録に必要な書類は、生涯学習課の
窓口で配布しています。
対象 町内に在住、在勤している方
10人以上で構成された、スポーツを
行うための団体。
申請受付 １月９日㈫～２月１日㈭
問い合わせ 生涯学習課スポーツ振興
班☎（４９６）５３３４

朝市 夕市

インフォメーション

木曜市

毎週日曜日開催（1月28日㈰〜）
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）

（1月18日㈭〜）

催し・講座
伝統文化こども茶道教室
茶道を通しておもてなしを学びま
す。秋の町民文化祭で《こども茶会》
をしましょう（平成３０年度文化庁補
助事業（予定）
）
。
日時 平成３０年４月２１日からの毎
月第３土曜日 ９時～１２時
会場 町中央公民館
対象 原則小・中学生（保護者可）
定員 １５人
参加費 毎月７００円
講師 表千家教授 田浦丈子氏
申込締切 ３月１５日㈭
主催 清閑会 代表 阿部宗子
（町社会教育関係団体）
問い合わせ 阿部☎（４９６）４４７３
萩原☎０９０（７７３３）３０８４
浅野☎０９０（８７４４）４７２２

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 １月２１日㈰ １３時３０分～
１６時
会場 成田市中央公民館
申し込み・参加費は不要。
（初参加の
時のみ、テキスト代１，
２００円）
※聞こえに関係なく、誰でも参加でき
ます。
※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 ☎
０４７（４３２）８０３９（本部事務
所） （４６１）６５３３

ジェリービーンズライブ
元不登校だった若者４人のバンド。
心に痛みを抱え、苦しむ人の心に寄り
添いたいと、自らの体験を歌と語りで
伝えます。２０１６年から滋賀県大津
市の教育委員を務めています。
日 時 １ 月 １ ３ 日 ㈯ １ ３ 時 開 場、
１３時３０分開演
会場 プリミエール酒々井
参加費 ５００円 １５歳以下無料
後援 酒々井町教育委員会 佐倉市、
佐倉市教育委員会

H30. 1. 1

問い合わせ ワーカーズコレクティブ
風車☎（３０９）８６６７

役立つ！中高年の
再就職支援セミナー

成田富里徳洲会病院
医療講演会

日時 １月２３日㈫ １５時～１６時
※受け付けは１４時３０分～
会場 町中央公⺠館 ２階研修室
「就職活動をどう進めていいか分か
内容 あなたのまぶたは重くないです
らない」や「就職活動を効果的に進め
朝
市＝役場駐車場（6時40分〜）
か？？
たい」
「資格や職業訓練についての情
朝市 夕市
対象 酒々井町民
報が欲しい」と悩んでいる方向けのセ夕 市＝上野作歩道橋東酒々井側（15時〜）
定員 ７０人
ミナーを開催します。 木曜市
木曜市＝東酒々井直売所（10時〜正午）
参加費 無料※申し込み不要
また、午後にはセミナー参加者を対
講師 医療法人徳洲会成田富里徳洲会
象に個別相談会（希望者は事前予約）
病院 形成外科医師 加茂川留理氏
もあります。
問い合わせ 医療法⼈徳洲会成⽥富⾥
※本セミナーは雇用保険受給中の就職
徳洲会病院地域連携室 田中☎０４７
活動実績となります。
「雇用保険受給
６（９３）１００１
資格者証」をお持ちの方は当日ご持参
ください。
在宅介護 かけはしの会
日時 １月２５日㈭ セミナー１０時
平成２９年度第３回のかけはしの会
～１２時３０分 個別相談会 １３時
のテーマは「訪問診療とは～自宅で最
３０分～１６時
期まで受けられる医療～」です。皆さ
会場 八街市役所総合保健福祉セン
んは訪問診療をご存じですか？訪問診
ター三階大会議室
療は往診と違い通院が困難になった方
対象 概ね４０歳～６５歳で求職中の
のお宅に定期的にお伺いして診察をし
方
てくれます。今回は酒々井町でも訪問
定員 ３０人
診療を行っている、つかだファミリー
参加費 無料 予約制
クリニックの先生を講師にお招きしま
申し込み・問い合わせ 経済環境課商
した。将来通院ができなくなった時に
工観光班
３４５
備えて訪問診療について一緒に学びま
認知症高齢者等
しょう。
をかかえる家族交流会
日時 ２月４日㈰ １４時～１５時
「認知症の人と家族の会 千葉県支
３０分
部」のご協力で、認知症の方を介護す
会場 中央公民館 ２階研修室
る介護者同士の交流や情報交換などを
講師 つかだファミリークリニック
目的に、家族交流会を行います。各地
院長 塚田雄大氏
の交流会では「仲間がいる」、
「一人じゃ
問い合わせ 酒々井町地域包括支援セ
ない」
、
「いい情報が聞けた」と多くの
ンター ☎（４８１）６３９３
方が参加されています。お気軽にご参
加ください。またご希望の方に同日同
時間内で１～２名様の個別面談も実施
します。個別面談をご希望の方は申し
込みの際にお伝えください。
日時 ２月３日㈯ １３時３０分～
１５時３０分
会場 プリミエール酒々井 会議室
対象 認知症の方を介護されているご
家族
参加費 無料
申し込み 酒々井町地域包括支援セン
ターまで事前にお申し込みください。
問い合わせ 酒々井町地域包括支援セ
ンター☎（４８１）６３９３

21

千葉県立香取特別支援学校

「かよう商店街」

～イオンモール成田ガーデンコート～
高等部 １月３０日㈫～１月３１日㈬
１０時～１６時
※木製パズル、陶芸製品、バッグ、手
織り製品、花苗、野菜、エコ鉢など
中学部 ２月１日㈭ １０時３０分～
１５時
※藤かご、手すき紙製品、花かご、花
苗など
問い合わせ 千葉県立香取特別支援学
校 教頭または中学部・高等部主事☎
０４７８（７２）２９１１

広報ニュー
しすい

町民同士の交流を深める

第39回酒々井町ふるさとまつり

◆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

１１月１８日、１９日の２日間、第３９回酒々井
町ふるさとまつりが町中央台公園、中央公民館
をメイン会場に開かれました。
まつり初日は、あいにくの小雨の降る中での
開催となりましたが、会場内のステージでは、
しすいハート体操、ゆるきゃら撮影会、農産物
共進会で受賞された方々の表彰式などが行われ
ました。
連日とも会場内に設けられた地元の新鮮野
菜、無料配布の豚汁、卵のつかみ取りやつきた
てのお餅などのブースは人気があり、長蛇の列
ができて大いに賑わっていました。

毎年人気のある卵のつかみ取り

無料で配布された豚汁

子育て支援活用カレンダー 1月
しすい「あいあいルーム」
日
９日㈫

11時

11日㈭

10時30分

15日㈪

10時30分

12日㈮
18日㈭
19日㈮
22日㈪
23日㈫
24日㈬
29日㈪

内

時

11時
11時
11時

10時30分
11時
11時
11時

保 育 園
開催日
岩橋保育園
24日㈬
☎（481）7021

容

子育て相談（保健センター）
「予防接種のはなし」
ピアノ演奏
わらべうた

0歳児のための読み聞かせ
読み聞かせ

図書館

誕生会

作って遊ぼう（でんでん太鼓）

19日㈮

はじめて見学会

23日㈫

10時10分

10時10分

25日㈭・26日㈮
29日㈪・30日㈫
10時～ 14時

問い合わせは各保育園へ

おはなし会

11日㈭
28日㈰
11日㈭

15時30分～
15時～
10時30分～

休館日

しょうえん「こども こそだてルーム」
10時30分

エプロンシアター

わらべうたの会

会場 しすいあいあいルーム 役場西庁舎１階
問い合わせ あいあいルーム☎ ３８３

15日㈪

読み聞かせ

対象

１月のプリミエール酒々井

折り紙の会

内
容
ファミリーで遊ぶ日

中央保育園
17日㈬
☎（496）1274

９時～ 11時

容

読み聞かせ
親子で体操

時間

ふれあい遊び

内

10日㈬

24日㈬

読み聞かせ（関口さん）

日
時
13日㈯ 10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12月１日現在※（ ）内は前月比
人口 20,953人（−33）男 10,403（−15）女 10,550（−18）
※ＣＤに録音した「声の広報」は、社会福祉協議会
世帯数 9,705（−14）
☎（496）6635

つきたてのお餅は頬張る子どもたち

文化ホール
1～4、9、15、22、29日
図書館
１～4、9、15、18、22、29日
問い合わせ プリミエール酒々井 ☎（４９６）８６８１
図書館 ☎（４９６）８６８２
●蔵書検索はこちらから
ht tps:// w w w.tosyokan.town.shisui.chiba.jp

作ってあそぼう！ (福笑い製作)
先輩ママ講話『子連れお出かけの
工夫とおすすめ場所』

休日窓口開庁日
28日㈰ 8:30 ～ 12:00

【税務住民課】

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 ☎（３１２）４７９７
※9日㈫、16日㈫、30日㈫の10時～ 11時に園庭開放あり
22

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）

