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10月15日、岩橋保育園の年長組26人の園児たちが、伊篠地区の石橋さんの畑で
毎年恒例となっているサツマイモ掘り体験を行いました。
園児たちは、長靴を履き、手袋をはめて畑に入ると、一生懸命になって畑の土を
掘り分けながら力いっぱいに芋を引き抜いていました。
自分たちの顔より大きな芋を掘り当て、「すごい大きなお芋が採れたよ」などと
あちこちで歓声が上がっていました。園児たちの頑張りでこの日はコンテナ10箱
以上になる大収穫でした。
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町制施行１３０周年記念事 業

日消印有効）
（土・日・祝祭日

２０１９年９月 日㈮まで（当
さい。

郵送または持参して応募くだ

を記載した応募票を貼付して、

的に�ふるさと酒々井フ�トコンテストを実施し
ます�
入賞された作品を町の認知度およびイメージ向
上のため�町観光ＰＲやパンフレ�ト�町の公式
サイトなどで広く活用させていただきますので�
皆さんふる�てご応募ください�

﹁ふるさと酒々井フォトコンテスト﹂
開催
当町は�明治 年の町制施行以来�合併の歴史
をたどらずに日本一古い歴史を保ち続けており�
来年４月に町制施行１３０周年を迎えます�
町制施行１３０周年記念事業の一環として�町
民が町の魅力を再認識・再発見することにより町
への郷土愛の醸成や地域への誇りを育むことを目

︻作品のテーマ︼
を除く）８時

分～

分

ふるさと酒々井の情景

・応募票は、町ホームページ

取りは行いません。

時

・酒々井町ならではの四季折
・受付時間以外に写真の受け

魅力ある写真
︻応募資格︼

い。

からダウンロードしてくださ

々の「自然、風景、祭」等の
・酒々井町の新たな魅力を発

https://www.town.shisui.chiba.
jp/docs/2018090700029/
・応募にかかる費用について

・アマチュアの方限定。居住
はありません。

は、応募者の負担となります。

見する写真
す人々の情景写真
︻応募作品︼

統芸能・祭（催）事、農業お

然・風景、史跡・文化財、伝

町内で撮影した四季折々の自

いる未発表の作品で、酒々井

本人が撮影し著作権を有して

ら締め切り日までに、応募者

作品１点につき１枚の応募票

・応募点数は１人３点まで、

出してください。

リントアウトされた写真を提

たはＡ４版として現像し、プ

・写真のサイズは、六つ切ま

︻応募方法︼

印旛郡酒々井町中央台４丁目

〒２８５ ８５１０

聴班へ郵送または持参

︻応募先︼

ください。

・作品の出品料は無料です。

よび産業等のほか町の新たな

を使用して、作品の裏面に、

１ ２２３、

タを提出できる方。

魅力を再発見するにふさわし

必要事項︹作品のタイトル、

５４１、

千葉県
☎（４９６）１１７
（４９６）４
kouhou@town.

広聴班☎ ２２３

番地

－

酒々井町企画財政課広報広

※詳細は町公式サイトをご覧

い写真や酒々井町で生き生き

説明、氏名、年齢、性別、住

撮影場所、 撮影日、作品の

集します。

ス︺

所、電話番号、メールアドレ

と暮らす人々の情景写真を募

２０１６年１月１日以降か

・写真原版もしくは写真デー

地、年齢、性別などには制限

15

・酒々井町で生き生きと暮ら

17

13

30

shisui.chiba.jp
問い合わせ 企画財政課広報

︻受付期間︼
２０１９年７月１日㈪から

11

2

22

＜応募上の留意点＞
・入賞者には作品の原版の画像データをデジタル化して提出していただきます。
提出時期は、入賞通知でお知らせします。提出いただけない場合は、入賞を取
り消すことがあります。
・入賞者氏名は、住所とあわせて、町広報紙および町ホームページ等に掲載し
ます。さらに報道機関向けに提供します。未成年者が応募する場合は、保護
者の同意を得たうえで応募を可とします。
・作品の版権は主催者に帰属します。主催者において、プリント以外の各種広
報媒体などへの２次利用、トリミングを経る利用、データの頒布等をする場合
があります。応募者は、主催者に対してあらかじめこれに関する著作権法上
の許諾を与えているものとみなします。
・応募にあたり提供された個人情報は、入賞作品の発表や通知など本コンテス
トのために必要な範囲のみにおいて使用します。
・応募作品は返却しません。
・応募作品の破損および紛失等については、一切の責任を負いません。
・応募作品に関する肖像権等、応募者または、第三者からの権利侵害や損害賠
償などの苦情・異議申し立てがあった場合、主催者は一切の責任を負いませ
ん。
・被写体が人物の場合は、必ずご本人（被写体）の承諾を得てください。被写体
についての肖像権・著作権等の問題が生じた場合、その責任は応募者で解決
していただきます。また、違反や虚偽があった場合は入賞決定後でも取り消す
場合があります。
・本町での写真撮影に際し、細心の注意を払い、立入禁止の場所への立ち入り
等、他の方に迷惑になるような行動はお止めください。

年の初めのごあいさつに
年の初めのごあいさつに

酒々井町オリジナル年賀はがき
町ホームページで、町内在住の著名な画家の先生が描いた、
「ふるさと酒々井」の様々な風景を挿絵にしたオリジナル年
賀状データと、町マスコットキャラクター「井戸っこ（しすい
ちゃん）」の年賀状デザインデータをダウンロードできます。

新年のご挨拶とともに、酒々井町の魅力を全国にＰＲして
みませんか？
※印刷や販売は受け付けておりませんので、ご了承ください。
内２２４
問い合わせ 企画財政課企画・地方創生推進室☎○

「ふるさと酒々井」風景イラスト入り年賀状デザインデータ
町内在住の羽生智樹先生と田辺知治先生が描いた、町内の風景を挿絵にした「ふるさと酒々井」年賀状デザ
インデータをダウンロードできます。
☆データ数
☆ＱＲコード
羽生智樹先生…１５種類
田辺知治先生…１４種類
☆ダウンロードＵＲＬ
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2018102600033/
☆データサイズ・形式
年賀はがきサイズ・ＰＤＦ

「築山」

田辺知治氏

「ばか乗り（仮装行列）」

画

羽生智樹氏

画

井戸っこ（しすいちゃん）年賀状デザインデータ
町マスコットキャラクター「井戸っこ（しすいちゃん）」の亥年バージョンの年賀状デザインデータをダウン
ロードできます。
☆ダウンロードＵＲＬ
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2018102600026/
☆データサイズ・形式
年賀はがきサイズ・ＰＤＦ
☆ＱＲコード
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年 末 年 始 の 業 務 案 内
年末年始の休業に伴う各公共施設の業務は＜表＞のとおりとなりますのでご確認ください。
〈表〉年末・年始の案内

年末

Ａ収 集 地 域

酒々井、下台、※上本佐倉、※本佐倉、馬橋、墨、尾上、飯積、中川酒々井交番裏、東酒々井１〜３丁目
中央台１〜３丁目、ふじき野１〜３丁目
※は、Ｂ収集地域のところもありますのでご注意ください。
カ ン 類 蛍光灯・乾電池
もやせるごみ もやせないごみ ビ ン 類
粗 大 ご み
●予約最終日(年内回収分)12月21日㈮
12月29日㈯
※31日の収集は 12月19日㈬ 12月25日㈫ 12月28日㈮ 12月5日㈬ ●収集最終日12月28日㈮
ありません
●予約最終日(新年収集分)12月28日㈮
1月4日㈮
１月４日㈮から平常業務（予約・収集）
※3日の収集は １月16日㈬ １月8日㈫ １月11日㈮ 1月9日㈬
年始

ご
収

年末

集

Ｂ収 集 地 域

み

ありません

上岩橋、下岩橋、※中川、柏木、伊篠、伊篠新田、今倉新田、篠山新田、上本佐倉１丁目、東酒々井４〜
６丁目、中央台４丁目、成城台団地、スーパーセンタートライアルから佐倉市寄りの上本佐倉・本佐倉
※は、Ａ収集地域のところもありますのでご注意ください。
もやせるごみ もやせないごみ ビ ン 類

カ ン 類

蛍光灯・乾電池

12月29日㈯ 12月19日㈬ 12月24日㈪ 12月27日㈭ 12月5日㈬

年始

1月4日㈮

※1日の収集は
ありません

１月16日㈬ １月14日㈪ １月10日㈭ 1月9日㈬

年末

自己搬入の場合

年始

12月28日㈮までは、平常業務
12月29日㈯は、一般家庭ごみを受け入れしています。
※もやせるごみ、もやせないごみ、ビン、カン、粗大ごみ
受付時間 8時30分〜11時30分、13時〜16時30分
自己搬入の場合は、１０㎏につき３５０円の手数料が必要です。
町指定の袋を使用した場合でも手数料が必要です。
※年末は混雑が予想されますので、これらの期間を避けてお越し
くださるようご協力をお願いします。

粗 大 ご み
●予約最終日(年内回収分)12月21日㈮
●収集最終日12月28日㈮
●予約最終日(新年収集分)12月28日㈮
１月4日㈮から平常業務（予約・収集）

酒々井リサイクル文化センター
☎（４９６）７５１１
※町内在住を証明するものが必要
（免許証や保険証等）

１月４日㈮から平常業務

粗大ごみ収集の予約申し込み先（予約受付時間 平日13時〜17時）
成城台、中央台、上本佐倉１丁目、東酒々井５丁目、ふじき野、本佐倉（根古谷地区を除く）、上本佐倉（ス
ーパーセンタートライアルから佐倉市寄り）にお住まいの方は、中屋企業 ☎（４９６）５１７４
上記以外にお住まいの方は、酒々井企業 ☎（４９６）０８０８
蛍光灯および乾電池の搬出について
役場への搬出は、年内12月28日㈮まで、年明けは１月４日㈮からとなります。町内の回収協力店へ搬出する場
合は、年末年始の営業日をご確認のうえ搬出してください。

年始

さくら斎場
の業務

年末 年始 年末

し尿収集

酒々井環境コントロールセンター

☎（496）5386

下総衛生

☎（496）3128

12月25日㈫まで電話受付
12月28日㈮まで収集

12月14日㈮まで電話受付
12月28日㈮まで収集

１月４日㈮から平常業務

１月４日㈮から平常業務

12月31日㈪まで平常業務
※通夜式場業務は30日㈰まで
1月1日㈫〜2日㈬休業
4日㈮から平常業務開始
2日㈬から霊安室（遺体安置および面会）業務開始
3日㈭から通夜式場業務開始

年末 年始

役場等公共施設

●役 場
●保健センター
●総合公園
●駅前交流センター

申込受付 さくら斎場
年中無休（24時間受付）
☎（４８４）０８４６

●中央公民館
●隣 保 館
●コミュニティプラザ

●プリミエール酒々井
文化ホール・図書館

12月28日㈮まで

12月27日㈭まで

12月28日㈮まで

１月４日㈮から

１月５日㈯から

１月５日㈯から
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※出生届、婚姻
届、死亡届等は、
休み期間中も8時
30分から17時まで
日直が受け付け
ます。

歩行者等の安全な通行確保のため

東酒々井１・２丁目地区、
「ゾーン30」区域に指定

生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、町内東酒々井１・２丁目地区＜図＞が千葉県公
安員会により「ゾーン30」の区域に指定され、12月中に運用が開始予定となりました。
運用開始に伴い、指定区域に道路標識や路面標示などを整備しますので、ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ 総務課危機管理室☎ ２１１
※「ゾーン30」とは
歩行者や自転車などの安全を確保するため、自動車などの速度を抑制するよう指定する区域（ゾーン）です。
区域内は、最高速度が時速30キロメートル以内に制限されます。交通ルールを守り、違反や事故の無い安
全な通行にご協力をお願いします。
<図>

駅

前

交

流

セ
ン
ター

井戸端
（町交流サロン）

2019 年版

酒々井ふるさとカレンダー販売
酒々井の子ども達が町に興味を持ち、町全体を知るきっかけづ
くりとして、町内の町の風景写真や画家の先生が描いた挿絵およ
び行政情報等を掲載した「2019年版酒々井ふるさとカレンダー」
を作成し、町内の子ども達に配布する予定です。町では、子ども
達だけではなく町民の皆さんにもふるさとカレンダーを通じて、
町の魅力を再度認識していただき“ふるさと酒々井”への愛着を
持ってもらうため、同ふるさとカレンダーを販売します。
Ａ４サイズ（28ページ）
５００部
５００円
12月３日㈪～12日㈬（閉庁日を除く）
8時30分～17時15分※先着順
予約方法 電話または直接担当課へお越しください
引き換え 12月17日㈪以降に企画財政課にて代金と引き換え
申し込み・問い合わせ 企画財政課企画・地方創生推進室
☎ ２２４
規
格
販売部数
販売価格
予約受付

2018年版のカレンダー
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またはご加入の健康保険組合

注意事項

れた場合は、受給者証の写し

ている方で受給者証が更新さ

分

※専用駐車場はありません。

を提出してください。

議会事務局

15

日㈪

１１０

時～

時～

時

時

分

分

佐倉警察署地域

課移動交番係☎（４８４）０

問い合わせ

月

月６日㈭

スーパータイヨー酒々井店

時

公共交通機関をご利用くださ
等にお問い合わせください。

問い合わせ

☎ ２５１・２５２

時～

30 30

受診券は、勤務先

い。

問い合わせ

千葉診療所

開会予定

月４日㈫

日間の会期で開催され

月定例議会は
から

る予定です。会期の概要は、

町議会のホームページやポス

ターでお知らせします。

なお、議会の本会議は役場

中央庁舎３階の議場で開催さ

れ、一般に公開されていま

す。また、傍聴席の定数は

千葉県特定医療費（指

定難病）受給者証、千葉県小

人となっています。議会の日

象

児慢性特定疾病医療受給者証、

月額３００
月）

お問い合わせください。

程等の詳細は、議会事務局に

０円（４月・

支給額・支給月

の交付を受けている方

千葉県特定疾患医療受給者証

対

健康福祉課福祉

また、健診の当日は血液検査

時

※開設日は変更する場合があ

分～

班☎ １３３

８時

受付時間
がありますので、食後

時間

分（土日祝、
年末年始を除く）

ります。

９時

給付制限

月の移動交番
のお知らせ
開設予定日時と場所
日㈮

ＪＲ酒々井駅前交流センター
月５日㈬、
分

時～

11 15

叙勲受章
おめでとう
ございます
月３日、秋の叙勲受章者
以上あけてお越しください。

業務内容
問い合わせ

②厚

が発表され、平成
生年金保険・国民年金関係の
葉衛生福祉協会

①年金相談

の叙勲」において榎利美さん
届書等の受付・相談
☎（２２４）２０１６

一般社団法人千

が瑞宝小綬章を受章されまし
※年金相談は、混み合う場合

えのき と し み

た。なお、
同日発令された
「第
がありますので、事前予約を

年度「秋

町議会定例会 は
月４日㈫ から

回危険業務従事者叙勲」で
お願いします。
☎０５７

指定難病見舞金

予約受付専用番号

すず き ひろし

瑞宝双光章（警察功労）を受

～受給者証が更新された
らお届けを～
町では県が発行する次の受

０（０５）４８９０
※基礎年金番号の分かる年金

給者証等をお持ちの方に見舞

日㈮

金を支給しています。

手帳や年金証書を用意してお
幕張年金事務所

かけください。
問い合わせ
☎（２１２）８６２１

月

時 分

時

～特定健診ができます～

社会保険で扶養
されている方へ
日
分～

・治癒または死亡したとき

○新たに申請する方は、振込

時

日㈫

酒々井プレミアム・アウト
レ�ト
月７日㈮、

10 14

掲載希望月の前々月の25日まで
２月号掲載希望者は12月25日㈫までに
広告の規格・掲載料
1号広告 縦4.5cm×横8.6cm 5,000円／回
2号広告 縦4.5cm×横18cm 10,000円／回
3号広告 縦9.8cm×横18cm 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。
問い合わせ 企画財政課広報広聴班☎ ２２３

は、鈴木廣さん（中央台）が
章されました。

年金などの
手続き相談は
～ねんきんサテライト
成田をご利用ください～

受診券・保険証

・更新した受給者証の提出が

・町外に転出したとき
持ち物

受診券に記載されて

場 町保健センター

ている年金についての相談を

健診料

会

希 望 さ れ る 方 は、
﹃ねんきん

いる額
象 被用者保険に加入し

先の通帳をお持ちください。
（申請月からの支給となりま

歳から

扶養者が対象です。

す）

ている

歳までの被

ないとき

サテライト成田（佐原年金事

成田市花崎町８２

※国民健康保険に加入してい

○すでに見舞金の受給を受け

6

30

17

申込期限

10

対

ださい。
分室場所

スカイタウン成田２階

る方は対象外です。

25

17

務所成田分室）
﹄をご利用く

年金請求の手続きや受給し

10

12 12

「広報ニューしすい」有料広告でＰＲしてみませんか！

12

15

30

12

30

14

74

12

30

成田駅東口すぐ隣）

14

14

８
（

14

25

30 12

榎 利美さん
（上本佐倉１丁目）

10

30

11

40

12

15 12

12

11

31
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高齢者外出支 援 タ ク シ ー 利 用 助 成 事 業
平成 年１ 月 ４ 日 ㈮ か ら 開 始
申請に必要なもの
●印鑑

満 歳以上の方などが、町内

運転免許証を有していない

●利用助成券
（１枚５００円）

助成内容・利用方法

間に限り対象外です。

を受給している方は、受給期

ただし、福祉タクシー利用券

申請書の確認書欄に記入する

※証明書などがない場合は、

知書

明書または運転免許の取消通

●対象①の方は、運転経歴証

ナンバーカードなど）

者証、運転経歴証明書、マイ

対

適用します。）

行日以後に着工する事業から

施行日

めガイドラインを制定します。

の適正な設置と管理を促すた

等に町内での太陽光発電施設

町では、太陽光発電事業者

ださい。

（

業に着手する時は、町と事前

意形成に努めてください。事

酒々井町太陽光発電施設の設置及び管理
に関するガイドライン制定のお知らせ

の移動にタクシーを利用した

を１カ月につき４枚の割合で

ことで申請できます。

合計が

●本人確認できるもの（保険

際、運賃の一部を助成する事

年度分を交付します。

●対象②の方は、診断書

町内に居住し、住民

根に設置されるものは対象外

対 象

その他

ガイドラインおよび

提出する書類の様式は、ホー

ムページに掲載してあります。

問い合わせ

です。）

計画の初期段階において、住

民説明会の開催、住民意見の

経済環境課環境

町内に、設備の出力

対策室☎ ３４２

間乗用自動車㈲☎フリーダイ

概

歳以

ｋｗ以上または事業

区域の面積が１００㎡以上の

方。
●タクシーに乗車した際、利

ヤル０１２０（４９８）１５１

事業が対象です。（住宅等の屋

②病気などにより自動車など

用助成券と本人確認ができる

問い合わせ

事業者の方は、事業

を運転することができない方。

ものを運転手に提示し、料金

要

（運転できない期間が対象）

祉班☎ １３３

健康福祉課福

日前まで）に協議してく

業を平成

●利用可能区域は、町内のみ

申請書受付開始日

31

を支払うときに利用助成券を

潤

平成 年１月１日（施

開始します。

で１回の乗車につき、利用助
㈫

年１月４日㈮から

登録をされており、満
成券は２枚まで使用できます。

利用できるタクシー会社

象

上の方で、次のどちらかに該
（２人以上のグループでも利

日

当する方。
用可）

10

※福祉タクシー利用券の対象

月

①運転免許証を持っていない

11

【蛇口が凍って水が出ない場合】
蛇口が凍って水が出ない場合は、蛇口を
開いて凍った部分にタオルや布をかぶせ、
蛇口に近い方からぬるま湯をゆっくりとま
んべんなくかけてください。熱湯を急にか
けると破裂したりヒビ割れしたりすること
がありますので、ご注意ください。
【水道管や蛇口が破裂した場合】
万が一破裂した場合は、メーターボック
スの中にある止水栓を閉めてください。そ
して破裂した部分に布かテープを巻きつけ
て応急手当をしてから、〈表〉の町指定給
水装置工事事業者に修理を依頼してくださ
い。
問い合わせ 上下水道課工務班☎（４９６）
７７２５

把握を行い、地域住民との合

電話番号
☎
（４９６）
２４３３
☎
（４８１）
６３１０
☎
（４９６）
８２８７
☎
（４９６）
０７０２
☎
（４９６）
０５４１
☎
（４９６）
９６５６

事業者名
（資）アイキョウ
カトウプランニング
㈲技建工房
白井工業㈱
山崎産業㈱
㈱ヤマロク

12

お渡しください。

＜図＞ むき出しの水道管の防寒方法

60

＜表＞町指定給水装置工事事業者（町内）

75

【夜の冷え込みに注意】
気温が０℃以下になると、蛇口、水道管、
水道メーターが凍結する場合があります。
さらに、マイナス４℃以下になると、凍結
による破裂事故が多くなりますので、次の
ような場所に設置してある水道管や蛇口
は、〈図〉のように保温材を巻きつけるな
どの防寒対策をしておきましょう。
■屋外でむき出しになっている
■家の北側など日陰にある
■風あたりの強い場所にある
また、防寒対策を忘れてならないものに
水道メーターがあります。水道メーターが
凍結したり破裂したりすると、水道が使え
なくなりますので、ご注意ください。

者はどちらか選択となります。

水道管が凍結しないように
防寒対策をしましょう

7
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31

31

75

寒さは水道管の大敵です

夢まるふぁんど委員会より
町に防犯パトロールカーが
寄贈されました
10月30日、千葉県庁前の羽衣公園
で、夢まるふぁんど委員会より酒々井町
を含む４市１町へ防犯パトロールカーが
寄贈されました。
夢まるふぁんど委員会は、千葉日報社
・千葉テレビ放送・ベイエフエム・千葉
県遊技業協同組合で設立した組織で、平
成17年から社会貢献活動を行っていま
す。
寄贈された防犯パトロールカーで、安
全で安心に暮らせるまちづくりのため、
防犯活動等に有効活用していきます。
問い合わせ 総務課危機管理室☎ ２１１

町から４名の方々に感謝状を贈呈
町の人権啓発や町民の健康増進、良好な自然環境の保全等、町
に多大なご尽力とご協力をいただいた４名の方々に対し、11月
１日、感謝状贈呈式が町応接室で行われました。
故星野建一郎さんは、人権擁護委員として11年間にわたり、
人権相談や人権啓発にご尽力されました。また、酒々井町上下水
道運営審議会委員、酒々井町固定資産評価審査委員、酒々井町シ
ルバー人材センター代表理事会長を歴任され、町の発展に寄与さ
れました。
故倉石公路さんは、酒々井町医として20年間、また、酒々井
中学校医、酒々井小学校医を歴任され、町民の健康増進に寄与さ
れました。
莇かおるさん、大谷文男さんは、町の良好な自然環境の保全の
ため環境林として西井戸（酒々井地区）の里山を寄付していただ
きました。
問い合わせ 健康福祉課人権推進室☎ １３６、経済環境課農政
振興班☎ ３４１

県で行われた防犯パトロールカーの寄贈式で
寄贈された車両

酒々井町公式
Twitterを開設中
町は酒々井町公
式Twitter(ツイッ
ター)を開設し、行
政情報やイベントな
ど、町の魅力を情報
発信しています。
ツイッターのアカ
ウントをお持ちの方
は、ぜひフォローを
お願いします。
名 称 酒々井町役場
アカウント ＠shisui_town
URL
https://twitter.com/shisui_
town
問い合わせ 企画財政課広報広聴班☎
２２３

贈呈式に出席された（左から）大谷さん、莇さん、
（故）星野さんの奥様（啓子さん）、小坂町長

第70回

人権週間

12月4日㈫〜 10日㈪

みんなで築こう 人権の世紀
ー考えよう 相手の気持ち未来へつなげよう 違いを認め合う心ー
法務省と全国人権擁護委員連合会は、基本的人権を守るための
啓発活動を行っています。毎年12月４日から10日までの１週間
を｢人権週間｣として、人権尊重の理念に関する理解を深めるた
め、町では人権セミナーや小学６年生が描いた人権ポスター展、
人権擁護委員による街頭啓発活動などを行います。
この機会に、人権についてもう一度考えてみてはいかがでしょ
う。皆さんがこれは人権問題ではないだろうかと感じたり、困り
ごとや心配ごと、また、子どものいじめ問題での悩みごとなどが
ありましたら、千葉地方法務局佐倉支局へ遠慮なくご相談くださ
い。町でも毎月第２火曜日の13時から16時まで人権相談を行っ
ています。相談は無料で、秘密は固く守られます。
問い合わせ 千葉地方法務局佐倉支局☎(４８４)１２２２、全
国共通人権相談ダイヤル☎０５７０（００３）１１０、女性の
人権ホットライン☎０５７０（０７０）８１０、子どもの人権
１１０番☎０１２０（００７）１１０、健康福祉課人権推進室☎
１３６

8

平成30年度全国学力・学習状況調査結果について
平成30年４月17日に小学校６年生と中学校３年生を対象に全国学力・学習状況調査が行われました。当町の児童
生徒の状況は次のとおりになりました。
問い合わせ 学校教育課教育班☎ ３１２

小学校（国語・算数・理科）

中学校（国語・数学・理科）

国語については、問題別に見ると、Ａ問題では、言語
についての知識・理解・技能に関する問題に関しては全
国平均を上回っています。Ｂ問題の話す・聞く能力に関
する問題では８割以上の児童が正しい答えを選択するこ
とができました。目的や意図に応じ、内容の中心を明確
にして、詳しく答える問題については、苦手としている
傾向が見られたので今後の課題となっています。
算数については、問題別に見るとＡ問題の数と計算に
関する問題に関しては、全国平均を上回る結果でした
が、円周率に関する問題に関しては苦手としている傾向
が見られました。また、Ｂ問題の数量や図形についての
知識・理解に関する問題では、７割以上の児童が正しい
答えを示す事ができています。しかし、数学的な考え方
を求める問題や記述式で回答する問題に対しては苦手と
している傾向が見られました。
理科については、問題別に見ると、実験結果を見て分
析し考察した後、正しい回答を導く問題では、９割以上
の児童が正しい回答を選択しています。どの問題に対し
ても全体的に正答率は高いので、関心・意欲を持って取
り組んでいることがわかります。

国語については、問題別に見るとＡ問題の話の論理的
な構成や展開などに注意して聞くなど話す・聞く能力に
関する問題では、約９割の生徒が正しい回答を選択して
います。Ｂ問題の話の展開に注意して聞き、必要に応じ
て質問することに関する問題でも約９割の生徒が正しい
回答を選択しています。
数学については、問題別に見るとＡ問題の数量や図形
などについての知識・理解に関する問題については、正
しい回答を選択する生徒の割合は高く、この項目をしっ
かりと理解していることがわかります。しかし、Ｂ問題
の活用に関する問題では、全体的に苦手としている生徒
が多いことがわかりました。
理科については、全国の状況と比較すると同程度とい
う結果となりました。問題別に見ると科学的な思考・表
現に関する問題に関しては、ほとんどの生徒が正しい回
答を示すことができました。
各学校においては、学習指導要領の領域、評価の観
点、出題の趣旨、さらには児童生徒質問紙との関連等を
分析し、自校の課題を洗い出し、改善策を検討していま
す。
※Ａ問題・・・主として知識に関する問題
Ｂ問題・・・主として活用に関する問題

「簡単に儲かります」に注意しましょう！！
インターネット等で「誰でも簡単に１日10万円稼げ
ます」などと宣伝し、お金の儲け方と称して販売されて
いる情報を情報商材といい、契約したものの実際には儲
からない、約束された返金が行われないといった被害相
談が全国的に急増しています。
■悪質な手口
はじめは１万円程度で契約し、すぐに「もっと稼げる
ツールがある」と誘います。高額な契約に驚くと、
「命が
けでサポートする」「はじめればすぐに元がとれる」な
どと安心させ、契約を急がせます。いったん高額な契約
をしてしまうと、急に連絡がつかなくなり、一切のサポー
トや返金が行われなくなります。
■購入するまで中身がわからない
こういった情報商材の内容は様々で、購入するまで内
容がわからないことが大きな特徴であり、次のようなも
のがあります。
○副業型 ブログ、写真や動画投稿、転売ビジネスなど
○投資型 仮想通貨、ＦＸ、バイナリオプションなど
○ギャンブル型 パチンコ攻略法、競馬必勝法など
販売方法は、ＰＤＦ形式のファイルをダウンロードす
る電子媒体取引が多く、アプリケーションなどの配信、
ＤＶＤや冊子などでの送付もあります。

H30. 12. 1

■被害は拡大傾向
最近では、ＳＮＳが普及したことにより誰でも簡単に
広告できるようになったため、写真や動画などで真実ら
しく見えてしまうことも被害を大きくしている理由です。
ＳＮＳを通じた勧誘・契約に特有の問題として、個人
情報を特定しにくい通信アプリを使って連絡を取り合う
ことが多く、加害者を特定できない通信アプリ経由の手
口は、被害回復がより困難なため、被害急増の一因とな
っています。簡単に儲かる方法はないことを知りましょ
う。
＊注 意 点＊
１．中身がわからない。怪しいと思ったら連絡しない
２．高額な契約勧誘や話が違う時は、きっぱりと断る
３．クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契
約しない
困ったときは

町では消費生活相談窓口を開設しています。契約の取り
消しやクーリング・オフ等ができる場合もありますので、
不安に思った時は相談してください。
[消費生活相談窓口]
開催日 毎月第１・３・５火曜（予約不要、電話相談可）
時 間 10時～15時
会 場 役場中央庁舎１階会議室
問い合わせ 経済環境課商工観光班☎ ３４６
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月８日の体育の日に「町

日に、東京学館高等学校の三年生によるボ

東京学館高等学校生徒たちによる
ボランティア清掃活動が実施
月

号などの様々な地域を、

た。
問い合わせ
２２３

政課広報広聴班☎

企画財

る様子が見られまし

クラス約３３０人の

清掃し、歩きながら地域の方々へ元気よく挨拶をす

たちは、複数人で分かれて駅周辺の道や公園などを

ＪＲ酒々井駅の清掃活動を行った３年８組の生徒

生徒たちがゴミ拾い・分別を行いました。

道

校生徒が参加します。当日はＪＲ酒々井駅周辺や国

持ちを伝えることを目的とし、毎年時期を変えて全

奉仕の精神を養い、地域との交流を通して感謝の気

ランティア清掃活動が行われました。活動は生徒の

25

町民テニス大会

れた、寝たきりを予防するた
民テニス大会」が総合公園テ
人

10

町スポーツ・レクリエーション祭
めのロコモ度チェックコーナ
代の男女プレーヤー

地域への感謝を込めて
３年生約３３０人が参加

月７・８日に町内の各小

・中学校を会場として「第
代か

ニスコートで開かれ、
ら

ーを体験したりしていました。
なお、各種大会の優勝者は

回町スポーツ・レクリエーシ
ョン祭」が行われました。
が参加しました。

３クラスのグループに分か

次のとおりです。（敬称略）
第 回青少年相談員

花田・山岸

10

当日は、天候にも恵まれ、
６種目の競技、２種のコーナ

れ、快晴の空の下、熱戦が繰
り広げられ、楽しいプレーの

ふれあい綱引き大会
︻一般の部︼

応酬が続きました。

ーに老若男女４５０人が参加
しました。会場では、参加者
優 勝
B-Net
︻小学生の部︼

結果は次のとおりです。（敬

が勝敗に一喜一憂したり、順
天堂大学の協力のもと実施さ
称略）

勝 ゴッドチャイルド

優

秋山・豊田

︻Ａグループ︼
勝

グラウンドゴルフ大会
茂

優

勝 斉藤

桜井・伊藤

優

勝

︻Ｂグループ︼
優

勝

10

ディスクゴルフ大会
幸雄

︻Ｃグループ︼

勝 岸野

バドポン大会

優

優

︻ 交 流 大 会 と し て 実 施・ 順 位

優

︻Ｄグループ︼

市川・塚本

なし︼

勝

ソフトバレーボール大会

︻混合の部︼
勝 さくらんぼ

道端のゴミ拾い

校庭に集まる３学年の生徒たち

優

勝 さくらんぼ

︻女性の部︼
優

インディアカ大会
︻混合の部︼
優 勝
SAKURA MIX
︻女性の部︼
生涯学習課スポ

問い合わせ
生涯学習課スポ

勝 ブルーム
問い合わせ

ーツ振興班☎４９６（５３３

優

ーツ振興班☎４９６（５３３

４）

テニス大会に参加された皆さん

13
ふれあい綱引き大会一般の部優勝B-Net
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４）

ＪＲ酒々井駅周辺を清掃した３年８組の皆さん
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スポーツって
楽しいね！

組合及び佐倉防火安全協会で

佐倉市八街市酒々井町消防

校６年生の安齋陽太朗さんの

選ばれ、優秀賞に大室台小学

年生の前田宥楽さんの作品が

火災予防ポスター展入賞者の決定

は、火災予防の普及を図るた

作品が選ばれました。
佐倉市八街市酒

あんざい よ う た ろ う

め、小学生に火災予防ポスタ
問い合わせ

々井町消防組合消防本部予防
課☎（４８１）１２３９

ひといろ

み

か

た

ご

こ

り

こ

康子

き ば し

気儘なる本読み過ぐる夜長かな

落蝉の触るれば小さく鳴きおりし

どの顔もひとめぼれする案山子かな

胡桃落つ木橋にはづむ音残し

町人権ポスター優秀作品決定！
酒々井町の６年生を対象に
人権ポスターを募集したとこ
ろ、酒々井小学校渡邉惟さん

竹下

和子
村尾みち子
近藤

俳句

子等興ず昔遊びや里の秋

雅さん

相川

と大室台小学校相川雅さんの
作品が優秀作品として選ばれ
ましたのでご紹介します。
なお、お二人の作品は町の
人権啓発ポスターとして、町

健康福祉課人権

内の各施設や店舗で掲示しま
す。
問い合わせ

推進室☎ １３７

潮みちて藍一色の三方五湖霧のたちくるたちまちにして
せんじゅ ま

我が胸に顔のせ眠りゐる猫のその温もりに安らぎおぼゆ

小田嶋慶子

教子
ひこ達と回転寿司にイソイソとイクラにマグロ最後はアイス

光子

莇

ぴ ん く

築山の濃桃のコスモス揺れており沈める日々をはげます如く

榎

丸山

荒

梅澤

鈴木

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) ・東京学館高等学校 ６千３百円 ・匿名 ８千円
・匿名 ２千円 ・匿名 １千円

緑酔

裕子

波葉

遊琴

利美

ありがとう

みやび

あいかわ

ゆい

まえだ う た

ーの応募をいただきました。
組合管内から応募された作
品５３７点の中から、酒々井

大室台小学校３年前田宥楽さんの作品

バイオリンと一体となり奏でゐる千住真理子にしばらくひたる

正井

町内の小学校６年生が描いた
人権ポスターを中央公民館ロ
ビーで展示します。子ども達の
作品をぜひご覧ください。
期 間 12月４日㈫～９日㈰
会 場 中央公民館ロビー
問い合わせ 健康福祉課人権推
進室☎ １３７

酒々井消防署長賞

滑るごと日々のすぎゆき新年の暦あがなう百円ショップに

人権ポスター展を開催

大室台小学校

惟さん

わたなべ

渡邉

酒々井小学校

11

H30. 12. 1

短歌

消防署長賞に大室台小学校３

文芸コーナー

みんなで子育て酒々井町

クリスマスコンサート

入場料

無料

※駐車場は大変混み合います

子育

ので、徒歩や乗り合わせにご
申し込み・問い合わせ

協力ください。

親子で楽しめるクリスマスコ
て支援センター

子育て支援の一環として、
ンサートを開催します。ソプ
☎２９０（９７９０）

酒々井町人権教育セミナー
人権ふれあい講座合同講演会

「オリンピック開催と
人権基準の国際化」

隣保館料理教室

今年度で

歳になる町に住

民登録がある方には案内を送

成人式の案内が届いていな

付しています。

町隣保館では、四季折々の

い 方 は ご 連 絡 く だ さ い。
（案

簡単料理でおもてなし！

料理づくりを通して、地域の

また、転出した方でも、酒々

内がなくても参加できます。）

今回は、クリスマスやお正

井町出身の方は参加できます

交流をすすめています。

よく分からないし・・・と思

月にも使える簡単なおもてな

人権ってなんだか難しそう。

われる方もいらっしゃると思

あいあい

ラノ歌手による素敵な歌声を
お届けします。また、歌や手

のでご連絡ください。

町隣保館

歳を迎え

る方々を対象とした「盛年式」

町では、本年度

盛年式のご案内

教育班☎（４９６）５３３４

生涯学習課社会

し料理などを作ります。

場

小別當ひろ子さん

５００円程度（材料

月１日㈯の９時

エプロン、三角きん、

代）当日集金します。
持ち物
筆記用具
申込方法

から、電話で隣保館にお申し
込みください。

を行います。

現在、盛年式対象者を含め

隣保

館☎（４９６）１１０７

期

場

日

酒々井町中央公民館

平成

ご参加ください。

会

年２月

日㈰

生涯学習課社会

教育班☎（４９６）５３３４

問い合わせ

分～）

プリミエール酒々井

日㈰

後日案内を送付します。ぜひ

しています。対象者の方には

た実行委員会では、皆さんが

楽しめる内容となるよう企画

年１月

町では、次のとおり成人式

成人式のご案内

申し込み・問い合わせ

問い合わせ

いますが、実はとても身近な

会

師

９時～

・パラリンピック開催に向け

講

員

月９日㈰

遊び、ハンドベルの演奏など

時

て外国人・障害者に関する人

定

時

権問題について、千葉県人権

順）

人（申し込み先着

センターの鎌田行平氏を講師

参加費
ぜひ、この機会に「人権」

に招き開催いたします。

今回は、東京オリンピック

日

分予定

事です。

９時

について学んでみませんか？

総合公園球技場をス

時～

コース

月５日㈬

日

時

タート、ゴールとする１周約

競技開始

も行います。
時

時 分

プリミエール酒々井

時 開場

月 日㈯

皆さんぜひご参加ください。

日 時
分～
会 場

回

文化ホール

第

町新春駅伝競 走 大 会

分
会

時

部

修室

１キロメートルの特設コース
男子の部、中学生女子の部、

門 小学生の部、中学生

レーする駅伝競走大会ですが、

生涯学習課社会

無料（事前申し込み

鎌田

町中央公民館２階研

最近は一般の方の参加やギャ

一般の部

人権センター常務理事

場

ラリーも増えて盛り上がって

参加資格

行平氏

一般社団法人千葉県

います。距離も短く気軽に参

町内在住、在勤、在学の方が

参加費

師

加できますので、５人１組で

構成する５人１組のチーム

不要）

１人１００円（１チ

講

どしどしご応募ください。レ

参加費

小学４年生以上で

ース後には特製とん汁の無料

問い合わせ

を行います。
平成

教育班☎（４９６）５３３４、

生涯学習課スポ

場

時～（受付９時

時

問い合わせ

会

式典

期 日

３７

日
３４

健康福祉課人権推進室☎ １

配布もあります。

ームで５００円）

毎年、小中学生が元気にリ

40

ーツ振興班☎（４９６）５３
分～９時

総合公園球技場
８時

10

１月 日㈯

13

文化ホール
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12
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※雨天の場合は中止します。
受付場所
受付時間
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※当日申し込み可
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問い合わせ

酒々井町保健センター
☎（４９６）００９０

☎
（４９６）
６７７０

しすい整形クリニック

☎
（４８１）
６６１１
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はじめての
ピラティス教室

12

高齢者の肺炎球菌

80 31

ワクチン予防接種

ピラティスは、筋力トレーニングと
ストレッチを組み合わせた動きで、体
の奥の筋肉（体幹）を丈夫な筋肉に鍛
える運動法です。ヨガに似たゆったり
とした動きと呼吸法で全身を鍛えます。
負荷が少なく、動きがゆるやかなた
め、運動不足で体力に自信がない方や
運動が苦手な方にも取り組みやすい運
動となっています。ぜひご参加くださ
い。
日 時 平成 年１月 日㈫、 日㈫、
２月５日㈫、 日㈫、 日㈫、 日㈫
全６回 各回 時 分～ 時 分
会 場 保健センター 集団指導室
内 容 ピラティス
対 象 町内在住の 歳～ 歳（平成
年 月 日生～昭和 年１月１日生）
の方
定 員
人（申し込み先着順）
参加費 無料
持ち物 飲み物、タオル
※運動ができる服装でお越しください。
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。
※定員になり次第、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

10

30

今年度の対象者の方で接種を希望す
る方は、この期間に接種をお受けくだ
さい。
実施機関 委託医療機関〈表〉
※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
対 象 次の①、②のうち、今までに
一度も肺炎球菌ワクチン予防接種を受
けたことのない方。
①平成 年３月末時点で、 歳、 歳、
歳、 歳、 歳、 歳、 歳、１０
０歳の方
② 歳以上 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障害を有
する方
※対象の方には３月末にハガキでお知
らせしています。
接種費用 ３５００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。
接種方法 希望する方は、ハガキを持
参のうえ、保健センターまたは町内委
託医療機関〈表〉にて予診票の交付を
受けてください。
接種期限 平成 年３月 日㈰まで
問い合わせ 保健センター

31

25

対 象 ①接種当日、 歳以上になる
方② 歳以上 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
※今年 歳になる方および対象の方で
昨年インフルエンザワクチンを接種さ
れた方には９月下旬に予診票を郵送し
ています。昨年インフルエンザ予防接
種をしていない方でご希望の方は、保
健センターまたは町内の委託医療機関
〈表〉にて予診票の交付を受けてくだ
さい。
接種費用 １０００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。
接種期限
月 日㈪
※年末は医療機関がお休みになります
ので早めに接種してください。
問い合わせ 保健センター

森のクリニック

みんなでやろう
しすいハート体操教室
心も体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 時 平成 年１月 日㈪、 日㈪、
２月４日㈪、 日㈪、３月４日㈪全５
回 各回 時～ 時 分
会 場 保健センター
講 師 日本体育協会スポーツプログ
ラマー 三橋好子さん
歳以上の方
対 象
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
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㈭まで
※申込締め切り後に抽選し、参加の決
定された方には通知します。
※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

高齢者のインフルエンザ予防接種

28

実施機関 委託医療機関〈表〉参照
※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。
※医療機関には事前に予約してから行
きましょう。

☎（４９６）３１７０

65

林内科小児科医院

75

60

65

31

☎
（４９６）
３６１０

13
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65

電話番号
医療機関名

12

まえだ医院

60

＜表＞町内委託医療機関
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30

18 31

11

10

10

25 20

問い合わせ

酒々井町保健センター
☎（４９６）００９０

30

10

22

24

医療機関名

電話番号

☎
（481）
7707

すばる歯科医院

☎
（497）
0648

しすい駅前歯科医院

☎
（496）
4123

酒々井東デンタルクリニック ☎
（481）
6830

歯科検診を受けて元気でいよう

40

54

12

31

40

おいしく食べて歯ッピィーになろう

成人になると歯の検診を受ける機会
が少なくなり、気づかないうちに口の
病気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、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。
内 容 １年に１回、問診と歯周組織
検査を行います。
受診期限
月 日㈪まで
※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。
受診機関 〈表〉のとおり
検診費用 無料
申込方法 委託医療機関へ申し込みく
ださい。なお、受診の際は、健康保険
証を持参してください。
問い合わせ 保健センター

14

ひら歯科医院

https://www.chiba-inochi.jp/

☎
（496）
9611

インターネットでメール相談も受け付けております。

アップル歯科クリニック

いで、あなたの心の悩みや思いを聞かせてください。

☎0476
（26）
1188

求めている方の相談を受け付けています。一人で悩まな

宮野歯科医院

365日24時間、精神的危機に直面し、助けと励ましを

☎
（496）
7774

12月１日はいのちの日です。千葉いのちの電話では

10

30

22 31
11

19

楽しく学ぼう！

25

☆参加者募集☆
年齢を重ねるにつれ、
体も変化してきます。
以 前 よ り 食 事 を食 べる
のが遅くなってきたり、
水、汁物等でむせたり
することはありませんか。口が元気で
ないとおいしくごはんが食べられなく
なり、健康を維持できません。
口の健康に興味のある方は、毎日を
楽しく過ごせるよう参加しませんか。
日 時 平成 年１月 日㈭、 日㈭、
２月７日㈭、 日㈮、３月７日㈭
各回９時 分～ 時 分
会 場 保健センター
内 容 口腔診査、歯の正しいみがき
方、口腔体操、運動、うた等レクリエ
ーション 他
講 師 歯科医師、歯科衛生士、スポ
ーツインストラクター、栄養士
対 象
歳以上の方
定 員
人（申し込み後抽選）
参加費 無料
持ち物 飲み物、上ぐつ、筆記用具
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
月 日㈬まで
※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、事前にお問
い合わせください。
申し込み・問い合わせ 保健センター

＜表＞委託医療機関

12月1日はいのちの日

梅村歯科医院

☎（２２７）３９００

30

20 65

12

11

12 31

元気はつらつ教室

29

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 平成 年１月 日㈫、 日㈫、
２月５日㈫、 日㈫ 全４回
各回 時～ 時 分
会 場 保健センター
内 容 食べること、お口の話、しす
いハート体操などを行います。
対 象 町内在住で、地域での活動に
興味のある方
持ち物 飲み物、上ぐつ、タオル、動
きやすい服装
定 員
人（申し込み先着順）
参加費 無料
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㈭
※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
10

会場：保健センター
乳児相談

日
4日㈫

3日㈪
10日㈪
17日㈪

内

容

時

10か月児
Ｈ30. 1月生
4か月児
Ｈ30. 7月生

間

健康相談・歯科健康相談

10

15

53

9時30分～11時

12

委託医療機関で実施中
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

乳幼児
小学校６年生

ジフテリア破傷風混合

小学校６年生～
高校 1 年生女子

ヒトパピローマウイルス感染症

高齢者

肺炎球菌・インフルエンザ

※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。
◎印旛郡市小児初期急病診療所（0 〜 15歳まで）
佐倉市江原台2-27（佐倉市健康管理センター内）
☎（485）3355
※受け付けは、診療終了の15分前までです。
受診の際は、必ず受付時間内でお願いします。

診療日時
診

療

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

医療機関名

◎成田市急病診療所

成田市赤坂1-3-1（成田市保健福祉館敷地内）
☎0476（27）1116
※受け付けは、診療終了の15分前までです。

診療科と診療日時
診療科目

内
科
小 児 科

診療日

電話番号

まえだ医院

☎
（４９６）
３６１０

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

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

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

12月24日、
29日～31日

10時～16時45分

酒々井町 保健センター
公式twitterを開設中
名称 酒々井町 保健センター

アカウント ＠ｓ_town_kenkou

検診や健康づくりに関する教室などの情報をお知ら

◎こども急病電話相談 毎日夜間 19時～翌日6時
☎＃8000
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＜表＞町内委託医療機関

診療時間

月曜日～土曜日

12

日
（土）
まで

検診費用 ７００円（無料になる方は
いません。
）
受診方法 委託医療機関へ予め電話で
お申し込みください。保険証を持参し、
受診票と検査容器を受け取ってくださ
い。採便後、検便と受診票を医療機関
へ提出してください。
注意事項
※今年度すでに大腸がん検診を受診し
た方は受診の必要はありません。
※受付時間等は医療機関にお問い合わ
せください。
問い合わせ 保健センター

予防接種

31

受付
12時45分～13時15分

1歳6か月児健康診査
Ｈ29. 4月・5月生

11日㈫

せします！ツイッターアカウントをお持ちの方はぜひ

ダイヤル電話からは☎（242）9939

フォローをお願いします！！

◎救急安心電話相談 平日、土曜日：18時～23時

問い合わせ 保健センター

日曜日、
祝日、
GW、年末年始：９時～２３時
☎＃7009 ダイヤル電話からは０３
（6735）8305

H30. 12. 1

40

12

受付
10時～11時
受付
13時30分～14時30分

大 腸がん検診は 月

大腸がん検診を医療機関で受診でき
る期限が迫っています。今年度まだ大
腸がん検診を受診していない方はぜひ
受診しましょう。
なお、 月の大腸がん検診（集団検
診）を受診した方は受診できません。
（集団検診か、個別検診のどちらかの
み受診できます。
）
実施場所 町内委託医療機関〈表〉
検診内容 大腸がん検診
（便潜血検査）
対 象
歳以上（昭和 年 月 日
以前生まれ）の方
受診期限
月 日㈯までに検便をお
出しください。

今月の行事
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今月の納期
固 定 資 産 税
国民健康保険税
介 護 保 険 料
後期高齢者医療保険料

12月の

第 ３ 期 納付期限
第６期
第 ５ 期 12月25日㈫まで
第 ６ 期 納税には便利な口座振替を

相 談 名
日 時・会 場
固定資産税・都市計画税
６日㈭、20日㈭ 13時～16時
心配ごと相談
国 民 健 康 保社会福祉協議会の窓口までお越しください。
険税
介 護 保 険 料
13日㈭、27日㈭ 13時～16時
後期高齢者医療保険料
法律相談

予約・問い合わせ

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）

社会福祉協議会の窓口までお越しください。

人権相談

11日㈫

13時～16時

など

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☎ １３３
相談員・小出喜市さん、里見弘美さん

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☎ １３３
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） 11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

4日㈫、18日㈫

経済環境課商工観光班☎

子育て電話相談

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

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。

健康福祉課国保年金班☎

10時～15時

「しすいふれ愛タクシー」
年末年始の運行について
いつもご利用いただき誠にありがと
うございます。
「しすいふれ愛タクシ
ー」は、12月29日から平成31年１月３
日までお休みさせていただきます。
新年は、平成31年１月４日㈮より平
常通り運行を開始します。
問い合わせ 社会福祉協議会☎（４９
６）６６３５

千葉県最低賃金改正
時間額895円に

千葉県内の事業場で働くすべての労
働者（パート、アルバイト等含）およ
び、その使用者に適用される千葉県最
低賃金（地域別最低賃金）が以下のよ
うに改正されました。
最低賃金 時間額895円（10月１日か
ら）
（従来の868円から27円引き上
げ）
問い合わせ 千葉県労働局労働基準部
賃金室☎（２２１）２３２８

役場中央庁舎１階会議室

我が家のCO2CO2
スマート大作戦 2018・冬
県では、冬季（12月か
ら平成31年２月の期間）
に、家庭の省エネを応援
するキャンペーン「我が
家のＣＯ２ＣＯ２（コツコツ）スマー
ト大作戦2018・冬」を実施します。
県が配布するミッションシートで家庭
の省エネに取り組み、１カ月分の電気
使用量等を報告すると、毎月、抽選で
千葉の特産物が当たります。
取組期間 12月、平成31年１月、２月
報告期限 各月分とも翌日の15日まで
に報告してください。
※ミッションシートは県ウェブサイト
からダウンロードいただけるほか、県
地域振興事務所県政コーナー、各市町
村環境関係窓口にて配布しています。
報告先・問い合わせ 県環境生活部循
環型社会推進課☎（２２３）４６４５
（２２１）３９７０ https://www.
pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/
co2co2smart/home/index.html
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３４６

１２１・１２２

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。予約は不要、秘密は厳守します。
受付時間 月～金（祝日を除く）８時
30分～12時、13時～16時30分
相談受け付け 財務省千葉財務事務所
債務相談窓口（千葉市中央区椿森５－
６－１）☎２５１（７８３０）

土地家屋調査士
無料登記相談

日時 平成31年１月９日㈬ ９時～12
時
会場 千葉地方法務局 佐倉支局 １
階会議室、成田出張所１階会議室
内容 土地境界問題、土地分筆、建物
新築の登記など
※相談料は無料です
問い合わせ 千葉県土地家屋調査士会
印旛支部 支部長 岩淵英司 ☎（４
８５）１８３５

毎週日曜日開催（12月23日㈰まで）

朝市 夕市

インフォメーション

朝
夕

木曜市

市＝役場駐車場（6時30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）

（12 月 20 日㈭まで）

催し・講座
地域で認知症を支えよう
12月のしすいオレンジカフェ
しすいオレンジカフェは、認知症の
方やそのご家族、認知症に関心のある
方など、誰でも参加でき楽しく過ごす
場所です。出入り自由ですのでお気軽
にご参加ください。出会い、おしゃべ
りで認知症を理解していきませんか。
日時 12月22日㈯ 10時～12時
会場 プリミエール酒々井（酒々井町
中央台３－４－１）
ミニ講座 「生活の中に運動を取り入
れて認知症予防！」
講師 しすい整形クリニック 理学療
法士 松本健太氏
※ミニ講座は11時～11時30分
参加費 無料（コーヒー、紅茶、クッ
キーなど提供）
問い合わせ 酒々井町地域包括支援セ
ンター（役場西庁舎１階）☎（４８１）
６３９３

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 12月16日㈰ 13時30分～16時
会場 佐倉市西部地域福祉センター
申し込み・参加費 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 （４６１）
６５３３☎０４７（４３２）８０３９
（本部事務所）

募

集

印旛郡市広域市町村圏事務組合
職員募集
採用職種および採用予定人数 一般行
政上級 １人
応募資格 昭和58年４月２日～平成９

H30. 12. 1

「歳末たすけあい募金」は、社会福
年４月１日までに生まれた方（学歴不
祉協議会が毎年行う、75歳以上の一
問）
。平成９年４月２日以降に生まれ
人暮らしの方へのおせち料理の配布や、
た方で学校教育法に基づく大学（短期
町内の福祉施設・福祉団体への支援活
大学除く）を卒業した方（平成31年
動の資金として使わせていただきます。
3月までに卒業見込みの方含む）。
地域福祉の充実のため、皆さんのご
※試験案内、申込書等は当組合で配布
市＝役場駐車場（6時40分〜）
するほか、組合ホームページよりダウ朝 協力をお願いします。
朝市 夕市
市＝上野作歩道橋東酒々井側（15時〜）
社会福祉協議会☎（４９
ンロードできます。 http://www.i-kouiki.夕 問い合わせ
６）６６３５
jp/kouiki/
木曜市
木曜市＝東酒々井直売所（10時〜正午）
試験日 平成31年１月27日㈰
青色決算説明会・消費税説明会
会場 佐倉市立中央公民館
を開催します
成田税務署では、所得税の青色申告
応募締め切り 平成31年１月８日㈫（必
決算書の作成や消費税および地方消費
着）
税の申告書の書き方などについて、説
申し込み・問い合わせ 事務局管理課
明会を開催します。
☎（４８５）０３９７
い よいよ始

まります！

移動スーパー
「とくし丸」
利用希望者を募集中

㈱ナリタヤは、町と協力のもと、買
い物困難者対策として、移動スーパー
「とくし丸」を２月中旬より運行しま
す。移動スーパー「とくし丸」が１週
間に２回、ご自宅の近くに伺います。
なお、利用に際して、事前の申し込
みが必要となります。
申し込み・問い合わせ ㈱ナリタヤ☎
０４７６（９５）９１１１、経済環境
課商工観光班☎ ３４５

お知らせ
つながりささえあう
みんなの地域づくり

歳末たすけあい運動

12月１日から31日まで、各地区の
行政連絡員を通じて「歳末たすけあい
募金運動」を行います。
この運動は、年末年始に際し、支援
を必要とする人たちが安心して新年を
迎えられるように、皆さんの理解と協
力を得て、さまざまな福祉活動を展開
するものです。
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日時

会場

12月５日㈬
八街市中央公民館
13時～15時30分 ２階小中会議室
12月６日㈭
印西市役所３階大
13時～15時30分 会議室
12月７日㈮
成田市中央公民館
13時～15時30分 講堂
12月10日㈪
千葉県印旛合同庁
13時～15時30分 舎２階大会議室
なお、個人で事業や不動産貸し付け
を行うすべての方は、平成26年１月
から記帳と帳簿書類の保存が必要と
なりました。詳しくは国税庁ホーム
ページ「個人で事業を行っている方の
記帳・帳簿等の保存について」をご覧
ください。
また、ご自宅のパソコン等から確定
申告書を送信（提出）する方法とし
て、これまでの「マイナンバーカード
方式」に加え、平成31年１月より
「ＩＤ・パスワード方式」が導入され
ることとなりました。つきましては説
明会終了後、「ＩＤ・パスワード方式」
を利用するための「ＩＤ・パスワード」
を発行いたしますので、ご希望の方は
運転免許証等の本人確認書類をご持参
ください。
問い合わせ 成田税務署個人課税第一
部門☎０４７６（２８）５１５１
２１２※音声案内に従って「２」を選択
してください。

広報ニュー
しすい
◆発行・編集／酒々井町企画財政課広報広聴班
〒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

しすい・ハーブガーデン
秋のハーブ染め体験
体験教室に参加した参加者

参加者の染め上げたストールなど

子育て支援活用カレンダー 12月
酒々井町子育て支援センター
日

内

時

3日㈪ 10時30分

6日㈭ 11時

11日㈫ 10時
12日㈬ 11時
17日㈪ 11時
18日㈫ 10時30分
25日㈫ 11時

あいあい

みんなおいでよ！園庭開放
保

育

園

容

開催日
12日㈬

読み聞かせ（関口さん）

岩橋保育園
☎（481）7021 21日㈮

内

容

大型絵本

クリスマス会
誕生会
(要予約・限定5組)
あみむめも ※かぎ針と毛糸のある
方はお持ちください
5日㈬ 製作遊び
保健センター 子育て講話
中央保育園
12日㈬ 親子で体操
『冬の過ごし方』
☎（496）1274
作って遊ぼう（まつぼっくりベル）
19日㈬ 読み聞かせ
ジーバーズ（飛び出す紙芝居・飛び
出すカード製作・プレゼントタイム） 時間 ９時～ 11時 問い合わせは各保育園へ
ふれあい遊び

※12/15㈯はクリスマスコンサートのため、お休みです。
（クリスマスコンサート会場：プリミエール、10時30分から。
お誘いあわせの上、ぜひお越しください！）
※12/28㈮～ 1/4㈮はお休みです。
会場・問い合わせ 酒々井町子育て支援センター あいあい
☎（２９０）９７９０

しょうえん「こども こそだてルーム」

対象
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30年11月１日現在※（ ）内は前月比
人口 20,866人（−52）男 10,363（−25）女 10,503（−27）
※ＣＤに録音した「声の広報」は、社会福祉協議会
世帯数 9,830 （−36）
☎（496）6635

10月20日、秋晴れの下、藍の乾燥葉を使っ
た秋のハーブ染め体験がしすい・ハーブガーデ
ンで開かれました。
参加者は染め物のハンカチ、ストールな
どを選んだあと、同ガーデンのスタッフから
ビー玉や割り箸を利用しての模様の付け方、
色の濃淡の付け方などの説明を受けながら
作業し、染物が色鮮やかな青色に染め上り
完成すると、お互いに染め上りの出来栄え
について話していました。
今回友人に誘われて参加した一人は「き
れいに染め上りとても楽しかった。また来
年も参加したいです」と笑顔で話してくれま
した。

12月のプリミエール酒々井
図書館

おはなし会
わらべうたの会

8日㈯ 10時30分～
23日㈰ 15時～
13日㈭ 10時30分～

10日㈪ 10時30分

作ってあそぼう！（クリスマス製作）

休館日 文化ホール 3、10、17、25、26、29～31日
図書館
3、10、17、20、25、26、29～31日
問い合わせ プリミエール酒々井 ☎（４９６）
８６８１
図書館 ☎（４９６）
８６８２

13日㈭ 10時10分

はじめて見学会

15日㈯ 9時45分

土曜開放日

●蔵書検索はこちらから
ht tps:// w w w.tosyokan.town.shisui.chiba.jp

日

時

18日㈫ 10時10分
25日㈫～28日㈮
10時

内

容

保育教諭講話
『変わりゆく育児と孫育』
子育てリサイクルデー
（中古の玩具衣類等）

休日窓口開庁日 23日㈰ 8:30 ～ 12:00

【税務住民課】

会場・問い合わせ 昭苑こども園 ☎（４９６）
３２３８
※乳児用園庭開放 随時実施中
※幼児用園庭全面開放日 12月7日㈮10時～11時30分
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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）

