
Brilliant colors of
NARASHINO ハイブリットティ系　四季咲き

コンラッド ヘンケル

Contents

■令和5年度園児募集････････････････････････････ 2
■安全で安心なまちづくり月間･･･････････････ 6

■証明書の取得は連絡所が便利 ････････････ 4
■ドイツフェア＆グルメフェスタ･････････････ 7

■市民まつり習志野きらっと･･････････････････ 5
■お知らせBOX ･････････････････････････････････････ 8

広報習志野 10.1
2022

No.1497



こども保育課、
各幼稚園・こども園

問

　本市では市立幼稚園・こども園および私立幼稚園・こども園がそれぞれの
特色を生かしながら、幼児教育に取り組んでいます。令和5年4月からの市立・
私立各園の入園申し込みを開始します。

詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、
各幼稚園・こども園や、こども保育課にお問い合わせください。

保育所・こども園(長時間児)・小規模保育
施設の申込受付は、12ページをご覧ください。

令和
5年度

広報習志野 2022.10.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

市立幼稚園・こども園（短時間児）の申し込み

私立幼稚園・こども園（短時間児）の申し込み

園名 所在地・電話番号 令和5年度募集人員 入園案内・願書配布 願書受け付け5歳児 4歳児 3歳児

私
立
幼
稚
園

みもみ幼稚園
実籾3-13-15
047(473）4724

欠員が生じた
場合のみ

10人 90人
10月14日㈮〜
午前9時〜午後4時　

11月1日㈫
午前9時〜正午

ホーリネス
幼稚園

東習志野6-10-5
047(475）8217

若干名 10人 90人
10月14日㈮〜
午前8時30分〜午後5時

11月1日㈫
午前8時〜正午

私
立
こ
ど
も
園
短
時
間
児

ブレーメン
実花こども園

東習志野6-7-2
047(477）4141

7人 14人 16人
10月13日㈭〜20日㈭
午前9時30分〜午後4時

11月1日㈫午前9時〜午後2時
※見学は随時（希望者は要連絡）

みのりつくし
こども園

藤崎6-6-13
047(411）5206

5人 9人 20人
10月12日㈬〜14日㈮
午前10時〜正午、午後2時30分〜4時

11月1日㈫午前9時30分〜正午
詳しくは願書配布時にお知らせ。

青葉幼稚園
津田沼3-15-20
047(473）2747

欠員が生じた
場合のみ

欠員が生じた
場合のみ

90人
入園案内10月8日㈯〜21日㈮
入園願書10月17日㈪〜21日㈮
午前9時〜午後5時　

11月1日㈫午前8時30分〜午後2時
時間はネットによる事前予約の予定。詳
しくは願書配布時にお知らせ。

第一くるみ
幼稚園

谷津5-20-5
047(472）0457

欠員が生じた
場合のみ

欠員が生じた
場合のみ

69人
10月14日㈮〜
午前9時〜午後5時　

11月1日㈫
午前9時〜午後1時

習志野みのり
幼稚園

藤崎6-20-22
047(475）2618

欠員が生じた
場合のみ

若干名 104人
10月17日㈪〜19日㈬
個別に配布時間を設定します。詳しくは
ブログをご覧ください。

11月1日㈫
詳しくは入園案内などを要確認。

私立幼稚園・こども園は、創立者が自らの教育理念に基づいて、指導方法や園の行事など、特色のある教育を行っています。
詳しくは各園にお問い合わせいただくか、各園のホームページをご覧ください。

※1  向山幼稚園の4歳児募集人員は、応募状況により令和6年4月1日開園予定の（仮称）向山こども園の定員60人までは弾力的に対応します。
※2  大久保第二保育所私立化の工事により、令和４年度から令和５年度末まで大久保東幼稚園を3〜5歳児クラスの代替施設として一時利用するため、

大久保東幼稚園の募集人員を当該期間縮小します。

一律無償（入園料も不要）※幼児教育・保育の無償化による
◦給食費やPTA会費などの費用が掛かります。
◦給食費が免除される場合もあります（該当者へは市から通知）。
入園を希望する子どもおよびその保護者が市内に住民登録をして実際に居住していること。

【5歳児】平成29年4月2日〜30年4月1日生まれ　 【4歳児】平成30年4月2日〜31年4月1日生まれ
【3歳児】平成31年4月2日〜令和2年4月1日生まれ（3歳児の募集はこども園のみです）

同時に複数の市立幼稚園・こども園に応募することはできません。
◦�居住地によって応募できる園区が異なります（A地域は、園区内に市立こども園が整備されていないため、すべてのこど

も園を選択できます）。
◦�徒歩による通園を原則としますが、通園距離に応じ、自転車通園も可能です。
◦�募集人員は変動する可能性があります。

日　　時： 10月18日㈫〜21日㈮午前9時30分〜午後4時
方　　法： ◦各園での受け取り

◦各園のホームページからダウンロード

入園候補者数が募集人員に満たない園で実施
日　　時： 11月7日㈪午前10時〜11時30分

日　　時： 11月10日㈭・11日㈮午後1時〜4時
 各園でお知らせします。

入園許可書を各園で交付
日　　時： 12月16日㈮午後2時15分〜4時30分

市立幼稚園・こども園では、保育時間終了後や
長期休業期間に預かり保育を実施しています。

時間 保育終了後〜午後5時（長期休業中：午前9時〜）

費用 1回450円（長期休業中：半日450円、1日900円）
※おやつ等は別途注意事項あり

実施日や費用の詳細は、各園・こども保育課にお問い
合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。

日　　程： 10月18日㈫〜21日㈮の間の2日間
  （日程は各園による）事前予約制
予約方法：  10月11日㈫〜13日㈭午前9時30分〜午後4時に、

入園希望の園へ電話。

日　　時： 11月1日㈫午後1時〜4時
方　　法： 各園へ持参
当日にやむを得ない理由により来園できない場合は、事前に
入園を希望する園にご連絡ください。

日　　時： 11月2日㈬午前9時過ぎ　
方　　法： ◦各園に掲示　◦市ホームページに掲載

入園願などの配布1 応募変更の受付 (2次募集)6

入園面接7

入園許可8

入園説明会〈希望者のみ〉2

入園願などの受付 (郵送不可)3

応募者数の公表4

応募者数が募集人員を超えた場合、各園で実施
日　　時： 11月4日㈮午後3時

在園兄姉の弟妹は優先的に入園候補者となります。

公開抽選5

手続きは、各園で行います。来園の際は自宅で検温し、上靴・筆記用具を持参の上、
マスクを着用してください。

保育料など

応募資格

入園手続きの流れ

応募できる幼稚園・こども園(短時間児)

募集する園や人数などは右ページへ

入園許可者数が募集人員に満たない園は、
随時、入園願の受付・面接を実施。追加募集

預
か
り
保
育

◦�向山幼稚園は、令和6年4月から（仮称）向山こども園に移行予定です。令和5年度入園の4歳児は5歳進級時に、
（仮称）向山こども園の在籍となります。詳しくは、向山幼稚園の説明会にてお知らせいたします（新設こども園は、

向山小学校敷地内に建設）。
◦�大久保東幼稚園は、令和7年4月から大久保こども園と統合します。詳しくは市ホームページをご覧ください。

大切な大切な
お知らせお知らせ

地
域 園名 所在地・電話番号 令和5年度募集人員 園区5歳児 4歳児 3歳児

Ａ

谷津幼稚園
谷津5-1-17
047(476)0522

74人 105人 ー
●谷津1丁目、2丁目3〜23番、3〜7丁目　●奏の杜1〜3丁目
●谷津町1丁目(国道14号線以北の地域)、4丁目
●津田沼1〜5丁目、6丁目4〜14番、7丁目3〜17番
●藤崎1丁目〜4丁目、5丁目1・6・7・9〜11番津田沼幼稚園

津田沼4-5-1
047(453)8677

96人 105人 ー

向山幼稚園※1 谷津2-16-32
047(451)1919

100人 30人 ー

藤崎幼稚園
藤崎4-12-1
047(477)3686

55人 70人 ー

Ｂ

屋敷幼稚園
屋敷2-1-1
047(475)9531

90人 105人 ー

●大久保2丁目、4丁目　●本大久保1丁目1〜5・13〜18番、2〜5丁目
●泉町1丁目2・3番、2丁目、3丁目　●実籾の全域
●実籾本郷の全域　●新栄の全域　●東習志野の全域
●花咲の全域　●屋敷の全域　●鷺沼台3丁目、4丁目

大久保東幼稚園※2 大久保2-12-1
047(476)6148

29人 35人 ー

大久保こども園 短時間児
泉町3-2-1
047(472)0015

10人 10人 20人

杉の子こども園 短時間児
本大久保2-3-15
047(472)4255

30人 37人 20人

東習志野こども園 短時間児
東習志野3-4-1
047(477)0115

42人 40人 20人

Ｃ
新習志野こども園 短時間児

香澄4-6-1
047(451)6299

4人 3人 20人 ●袖ケ浦の全域　●津田沼6丁目1〜3番、7丁目１・2・18番
●谷津2丁目1・2番　●谷津町1丁目(国道14号線以南の地域）
●鷺沼1丁目、2丁目1〜12番、3〜5丁目
●秋津の全域　●茜浜の全域　●香澄の全域　●芝園の全域袖ケ浦こども園 短時間児

袖ケ浦2-5-3
047(454)6318

38人 38人 22人

弾力化区域
●藤崎7丁目　●鷺沼2丁目13〜19番　●鷺沼台1丁目、2丁目
これらの弾力化区域に住んでいる人はＢの園区に通園することができます。

●大久保1丁目、3丁目　●本大久保1丁目6〜12番　●泉町1丁目1番
●藤崎5丁目2〜5・8・12〜15番、6丁目
これらの弾力化区域に住んでいる人はＡの園区に通園することができます。
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【京成バス屋敷線】
●JR津田沼駅発
　…午前10時57分～午後4時17分
●幕張西2丁目発
　…午前10時35分～午後3時35分
●JR幕張本郷駅発
　…午前10時39分～午後3時59分
【ハッピーバス海浜ルート】
●海浜公園発・新習志野駅発
　…午前10時36分～午後3時45分
●京成津田沼駅発
　…午前11時00分～午後4時21分
※海浜公園方面は路線バス「京成津田沼駅入口」
バス停に停まります。

【ハッピーバス内陸ルート】
●京成津田沼駅入口発
　…午前10時30分～午後4時21分
【京成高速バス（羽田空港線）】
●JR津田沼駅発
　…午前11時05分～午後4時05分
●羽田空港発
　…午前10時35分（国際線ターミナル発）～
　　午後3時00分（第3ターミナル発）
交通規制時間帯に、バスルートは下記変更
案内のとおり変更となります。また、この間
該当するバス停は休止となります。

10月９日（日）午前９時～午後４時30分
市役所敷地内・市役所通り
※内容は変更・中止となる場合があります。駐車場はありません。
　公共交通機関をご利用ください。

小雨決行

●会場内に入る際は、検温消毒ステーションに
て、検温・アルコール手指消毒していただき、
配布するリストバンドの着用をお願いします。
●会場内では原則マスクを着用し、実行委員会
が行う感染症対策にご協力をお願いします。
●市民まつりへ来場・参加する人は、会場周辺の
店舗(コンビニエンスストア等）の来客用駐車
場には絶対に駐車しないでください。 

ルートが変更になるバス路線

感染症対策等にご協力ください

バ
ス
ル
ー
ト
変
更
案
内

習志野市民まつり
実行委員会事務局

☎047（453）9289

問

休止バス停

停車バス停

車両通行禁止区間

京成バス屋敷線
（迂回ルート）

ハッピーバス
（迂回ルート）

休止バスルート

パレード実施による交通規制

第29回市民まつり

旧
保
健
会
館

J
A
前

飲
食
・
休
憩
エ
リ
ア

グ
ル
メ

コ
ー
ナ
ー

市
庁
舎

ステージ
エリア

市役所通り

こども広場／一般休憩コーナー
（午後2時～）

バザーコーナー

町会関係
飲食休憩エリア

きらっと
ステージ

ハミング
ステージ

飲食・休憩エリア
（階段・芝生）

旧庁舎跡地 保健会館

★：検温消毒ステーション

消防庁舎

パレードパレード

スタート

至JR津田沼駅

至京成船橋

至津田沼 至八千代台

至幕張本郷

市役所通り

ま
ろ
に
え
通
り

ワ
イ
が
や
通
り

京
成
バ
ス
臨
時
バ
ス
停

（
屋
敷
線
・
高
速
バ
ス
）

まつり会場

津田沼
小学校

青葉幼稚園
旧園舎

鷺沼
小学校

病院

警察署

国道14号

JR線

京成津田沼駅

路線バス
「京成津田沼駅
入口」
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一部の証明書は、マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る）
があれば、全国のコンビニエンスストア等でも取得することができます。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

証明書の取得は
お近くの連絡所が便利です
証明書が発行できる連絡所

市民課問

所在地・連絡先 駐車場 開所日時 休業日

東部連絡所
実籾5-3-20

（実籾コミュニティホール内）
☎ 047（472）9234

有（5台）
月〜金曜日および
第2土曜日・第4日曜日
午前8時30分〜午後5時

◦第2土曜日と
同一週の月曜日
◦第4日曜日の

翌日の月曜日
◦祝日、年末年始西部連絡所

秋津3-6-3
（新習志野公民館内）

☎ 047（452）1933
有（33台）

JR津田沼駅
南口連絡所

谷津1-16-1
（モリシア津田沼レストラン棟7階）

☎ 047（403）0343

モリシア津田沼の
駐車場を利用（有料、

割引サービス有）

◦月〜金曜日
午前10時〜午後8時
◦第2土曜日・第4日曜日

午前10時〜午後6時30分

◦祝日、年末年始

発行している証明書など 月～金曜日 第2土曜日
第4日曜日 手数料

住民票 住民票の写し ○ 300円
住民票記載事項証明書 ○ 300円

印鑑
印鑑登録 　△※1 300円
印鑑登録証明書
※印鑑登録証（カード）を必ずお持ちください。 ○ 300円

戸籍

全部事項証明書（戸籍謄本） ○ 450円
個人事項証明書（戸籍抄本） ○ 450円
身分証明書 ○ 300円
除籍・改製原戸籍（謄本・抄本） ○ 750円
戸籍の附票の写し ○ 300円
受理証明書 　△※2 × 350円
届書類記載事項証明書 　△※2 × 350円

税金 市民税・県民税　課税・非課税証明書 　△※3 300円
市民税・県民税　所得証明書 　△※3 300円

その他
不在籍・不在住証明書 ○ 300円
年金証明（現況届） ○ 無料
住所証明（軽自動車登録用）※法人を除く ○ 無料

コンビニコンビニでもでも証明書証明書をを取得できます取得できます

検索習志野市　コンビニ交付

※１　 ＪＲ津田沼駅南口連絡所のみ行えます（東部・西部連絡所では登録できませんのでご注意ください）。
また、即日登録は本人が官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証など）を持参した場合のみできます。
 その他の本人確認書類（健康保険証など）を持参の場合と代理人申請の場合は、郵送で照会をするため即日登録はできませんのでご注意ください。

※２　取り扱いは午後５時までです。
※３　未申告の場合、課税・非課税証明書と所得証明書は発行できません。市役所市民税課で申告してからの発行となります。

① 本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード等）をお持ちください。
② 代理人が申請する場合は委任状が必要です（印鑑登録証明書の発行には印鑑登録証（カード）が必要となり、委任状で

は発行できません）。
③ 第三者が申請する場合は、申請理由を必ず記入してください。なお、申請理由によって発行できない場合や、理由を確

認できる書類の提示が必要となる場合があります。

注意

交通規制場所 交通規制時間
市役所通り

（京成津田沼駅前交差点〜市役所〜消防庁舎先交差点）
午前11時〜

午後4時30分
旧保健会館前通り

（青葉幼稚園交差点〜市役所前交差点）
午前9時〜
午後5時
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　ジューシーで食べごたえ抜群のご当地グルメ「習志野ソーセージ」をは
じめ、ドイツビール、ワインなど本場ドイツの味と地元飲食店自慢の味を堪
能しましょう。
　ステージイベントでは「アルプス音楽団」を中心に「地元学生」の演奏な
どをお楽しみいただけます。さらに、「習志野市ふるさと産品」の販売、子ど
もが楽しめる「縁日コーナー」もあります。

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
発熱・体調不良の人は来場をお控えください。

10月22日㈯正午～午後８時

※荒天の場合は10月29日㈯・30日㈰に順延

10月23日㈰正午～午後７時

▲習志野ソーセージ

日
時

習志野

ドイツフェア＆
グルメフェスタ

2022

▲アルプス音楽団

津田沼公園、モリシア津田沼
（JR津田沼駅南口から徒歩２分）

会　場

産業振興課（実行委員会事務局） ☎047（453）7395問

市ホーム
ページ

本市では、毎年10月を「安全で安心なまちづくり月間」としています。
この機会に身の回りの安全点検に加え、防犯意識を高めましょう。

　本市で発生している犯罪の
約3割は自転車盗難です。
　自転車から離れるときは必
ず施錠し、2ロック（鍵を2つ以
上つけること）等の対策を行い
ましょう。

　放置自転車などは、まちの
景観を損ねるだけでなく、歩
道をふさいだり、点字ブロック
を覆うなど、特に子ども、高齢
者、障がい者にとって大変危
険です。
　習志野市自転車等の放置
防止に関する条例に基づき、
放置自転車などを撤去します。

（市役所職員と名乗って）
健康保険料の還付金があ
るので、銀行口座の暗証
番号を教えてほしい。

　「自分は大丈夫だろう」「詐欺
に遭う人なんているの？」と思っ
ていませんか？
　そういった油断から犯罪の被
害に遭う場合があります。犯人
は巧妙な手口であなたを誘導し
ていきますので、注意して冷静
に対処するようにしましょう！！

防犯安全課問

10月は 安全で安心なまちづくり月間

自転車盗難防止対策

　市役所や銀行、警察などになりすました詐欺の電話が多くかかってきています。手続きで
ATMに案内したり、暗証番号を聞くことは絶対にありません。怪しい電話がかかってきたら、
すぐに警察に連絡してください。

電話 de詐欺に要注意！！

■駅周辺での撤去作業を
　強化します！

■移送保管料は有料です
撤去した放置自転車など
は、返還時に移送保管料を
負担していただきます。
●自転車 2,650円
●原付バイク（125cc以下）

5,300円

廃棄する場合は、粗大ごみ受付センターへ連絡してください。
☎047(453)7979

■不用になった自転車を道路などに捨てないでください

●自転車を購入したら、必ず防犯登録をしましょう。
●路上への駐輪はやめ、決められた自転車駐輪場
に止めましょう。

ポイント

至
京
成
船
橋

至
八
千
代
台

京葉道路

市役所 鷺沼小学校

第三中学校前
バス停

第三中学校
交番

袖ケ浦
公民館

袖ケ浦体育館
テニスコート

至 新習志野駅

京成
津田沼駅

ふ
れ
あ
い
橋

国道14号

保管場所（袖ケ浦5-2）

「困ります！　自転車置きざり　知らんぷり」
駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施中

至

11月30日㈬
まで

例 え ば
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日時  10月23日㈰午前8時30分までに集合 会場  茜浜
パークゴルフ場 対象  市内在住・在勤または市パークゴ
ルフ協会会員 定員  80人 費用  協会会員500円、その他
700円 申し込み  10月10日（月祝）までに、はがきまたはFAX

（氏名・生年月日・住所・電話番号を記入）で〒275-0022
香澄1-3-3-404　市パークゴルフ協会　酒井栄子へ
問い合わせ  ☎ ・  047（453）8498

日時  11月6日㈰午前9時までに集合 会場  袖ケ浦体育館
対象  市内在住・在勤・在学またはクラブ員 費用  1人1種

目1,000円（小・中学生500円）、2種目1,500円（小・中学
生800円）、混合ダブルスのみの参加500円 申し込み 10月
18日㈫（必着）までに市バドミントン協会ホームページ掲載
の申込書に必要事項を入力しメール　※1週間経過しても
受付完了の返信がない場合はメールにて要問い合わせ
問い合わせ 17narashino.badm@gmail.com

日時  11月12日㈯午前8時40分までに集合（予備日11月19
日） 会場  秋津テニスコート 対象  市内在住・在勤・在学の高
校生以上、市ソフトテニス連盟登録者または連盟招待者 
費用  1ペア2,000円（高校生1ペア1,000円） 申し込み  10月

21日㈮（必着）までにFAXまたはメール（ペアの住所・氏名・
年齢・性別・電話番号を記入）で市ソフトテニス連盟へ
問い合わせ  ☎ ・  047（452）6521（電話による問い合わせは
午後7時以降） hidesoft@helen.ocn.ne.jp

日時  10月22日㈯午前8時15分までに集合 会場  東習志
野小学校 対象  市内在住または協会会員 定員  16チーム

（1チーム3人） 費用  1人300円 申し込み  10月14日㈮ま
でに直接またはFAX（チーム名・参加者名を記入）で市
ペタンク協会 増本美弘へ　
問い合わせ  東習志野3-9-14　☎ ・  047（477）4724

〈シングルスの部〉
日時  11月20日㈰・23日（水祝）・27日㈰ （予備日12月4日・
11日・18日） 会場  秋津・実籾・袖ケ浦テニスコート
対象 市内在住・在勤・在学、ふるさと選手、市テニス連盟

加盟クラブ員または令和4年市テニス連盟主催大会参加者
費用  1人2,000円、学生・加盟クラブ員1,000円
申し込み  10月15日㈯までに申し込み ※詳しくは市テニス
連盟ホームページ参照
問い合わせ tennisnarashino@gmail.com

内容  演技競技:初級（少年）・中級の部、試合競技:個人・
団体戦（申込数により変更あり） 日時  11月27日㈰午前
9時までに集合 会場  東部体育館 対象  市内在住・在勤・
在学または連盟会員 定員  50人
費用  500円 申し込み  10月20日㈭までに電話またはFAX

（住所・氏名・年齢・電話番号・種目を記入）で市なぎな
た連盟 上石純子へ　
問い合わせ  ☎ ・  047（476）3784

パークゴルフパークゴルフ ペタンクペタンク

テニステニス

なぎなたなぎなた

バドミントンバドミントン

ソフトテニスソフトテニス

第 回56 市民総合体育大会
期間 令和3年1月～12月 令和4年1月～7月
件数 34件 27件

被害金額 74,350,096円 58,430,213円

▪昨年と今年の市内被害状況
令和4年の被害金額は、7月までで昨年の約8割となっています。

千葉県警察調べ

76



広報習志野 2022.10.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

市民公開講座
本気で楽しむ子育て・仕事・未来

NPO法人マスタリーカウンセリング協会
　クリオネの家

☎ 047（453）3360
講演とシンポジウム

〈講師〉東邦大学・朝倉暁生（教授）
10月27日㈭午後2時〜4時
プラッツ習志野北館市民ホール
100人
1,000円
クリオネの家ホームページから送信
https://kurione.org

習志野のつどい
認知症の人と家族の会千葉県支部

☎043(204)8228
認知症の人を介護する家族の交流会

10月28日㈮午後1時30分〜3時30分
プラッツ習志野北館
認知症の人を介護する家族
10人
電話 ( 受付は月・火・木曜日午後1時〜4

時、10月24日㈪午後4時まで)

ミツバチのひみつ
「天然みつろうのハンドクリームづくり」

谷津干潟自然観察センター
☎ 047（454）8416

11月3日（木祝）午前9時30分〜10時30分、
午前11時30分〜午後0時30分（雨天決行）

各回20人（小学3年生以下は保護者同伴）
1人1,500円（別途入館料）
電話または窓口（受付10月4日㈫午前9時〜）

市認定ヘルパー養成講座
市ボランティア・市民活動センター

☎ 047（451）7899
11月4日・11日・25日、12月9日各金曜日

午後2時〜4時（その他現場実習2日間あり）
東部体育館
市内在住で原則全日程に参加でき、市認

定ヘルパーとして市内事業所での就労を希
望する人、ボランティアとして高齢者のサポー
トをする意欲のある人

15人
筆記用具・室内シューズ・動きやすい服装・

マスク（着用）
電話（受付10月3日㈪〜28日㈮）

雄大な自然の宝庫 富士山の樹海探検!!
富士吉田青年の家　☎ 0555（23）6853

〈1日目〉リフレ富士吉田散策
〈2日目〉青木ケ原樹海の史跡 武田信玄の石

塁を散策
11月5日㈯〜6日㈰1泊2日
富士吉田青年の家（山梨県）※現地集合・

解散
市内在住・在勤・在学
50人程度（最少催行人数8人）
中学生以下7,135円、高校生7,225円、26

歳未満7,570円、26歳以上7,700円（食事3
食分・保険料・現地交通費を含む）

洗面用具・寝間着・雨具・野山を歩ける服
装と靴など

ちば電子申請サービスから送信または、
はがき（参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号を記入）で〒403-0005富士
吉田市上吉田4443 富士吉田青年の家へ（受
付10月21日㈮必着）

ぶらっと観察会
「空飛ぶ宝石 カワセミをさがそう」

谷津干潟自然観察センター
☎ 047（454）8416

11月6日㈰午前10時〜正午（雨天決行）
小学生以上（小学生は保護者同伴）
15人
入館料
帽子・筆記用具・双眼鏡（あれば）
電話または窓口（受付10月1日㈯午前9時〜）

障害者雇用促進就職面接会
船橋公共職業安定所

☎ 047（420）8609（部門コード:45#）
11月7日㈪・8日㈫午前9時30分〜4時30分
船橋公共職業安定所第一庁舎
障害者手帳をお持ちの求職者
電話

新習クッキング「かんたんおいしい我が家味」
新習志野公民館　☎ 047（453）3400

いつもの料理の腕を上げるヒント満載の講座
11月11日、12月16日、令和5年1月20日

各金曜日午後1時〜4時（全3回）
18歳以上
12人
3,000円
エプロン・三角巾・布巾（2枚）・筆記用具・

容器（持ち帰り用）
電話または窓口（受付は月曜日を除く10

月2日㈰午前9時〜）

習志野第九演奏会
習志野文化ホール　☎ 047（479）1212

市民参加の合唱団によるベートーヴェン第九
「歓喜の歌」他

12月18日㈰午後1時30分〜
S席4,000円、A席3,500円
電話または窓口（受付10月2日㈰午前10

時〜）
※車いす利用の場合は12月17日㈯までに要
予約

スポーツ

なぎなた教室
市なぎなた連盟 上石
☎ 047（476）3784

なぎなたの礼法や基本動作を体験し、心身と
もにリフレッシュ

10月24日㈪午前11時〜1時
東部体育館　 7人（初心者歓迎）
400円
運動ができる服装・マスク（着用）
電話またはFAX（住所・氏名・年齢・電話番

号を記入）

あかね杯パークゴルフ大会
茜浜パークゴルフ場

☎ 047（453）7666
10月28日㈮午前9時〜（受付午前8時30

分〜）
72人　 1,000円
クラブ・ボール
窓口（受付10月1日㈯午前10時〜）

実籾テニス交流会
スポーツ振興協会　☎ 047（452）4380

初心者・初級者でも気軽に参加できる交流
大会

11月25日㈮午前9時〜4時
実籾テニスコート
ミックスダブルス5組・女子ダブルス10組

（市内在住・在勤・在学優先）
1組2,000円　 テニスシューズ・ラケット
協会ホームページから送信（受付10月1日

㈯午前10時〜）※市外者の受付は10月8日
㈯午前10時〜

http://sposhin.org/

募集

楽市フリーマーケット出店者
市商店会連合会　☎ 047（455）1955

11月26日㈯・27日㈰午前10時〜4時（雨
天中止）

津田沼公園（モリシア津田沼前）
50区画（1区画2.5×2ｍ）※飲食を除く
2,000円（駐車場1台500円）
往復はがき（出店希望日・住所・氏名・電

話番号・FAX 番号・主な出店物を記入）で
〒275-0016 津田沼5-12-12 市商店会連合
会「楽市フリマ係」へ（要事前登録）※受付11
月18日㈮・未登録者11月2日㈬必着

市役所から

インターネット公売
債権管理課

市税などの滞納により差し押さえた財産のイ
ンターネット公売

〈申込期間〉10月7日㈮午後1時〜10月25日
㈫午後11時

〈入札期間〉11月1日㈫午後1時〜11月8日㈫
午後1時
詳しくは市ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

都市計画案の縦覧
都市計画課

鷺沼地区の市街化調整区域における、市街
化区域への編入など都市計画の変更案の縦
覧を行います。この都市計画の案に意見の
ある人は、意見書を提出することができます。

〈都市計画の種類〉
①区域区分②用途地域③高度地区④生産緑
地地区（鷺沼地区以外を含む）⑤土地区画整
理事業⑥土地区画整理促進区域⑦公園⑧下
水道

〈縦覧〉
10月14日㈮〜28日㈮（土・日曜日に縦覧

を希望する人は開庁時間内に要連絡）
①市都市計画課・県都市計画課②〜⑦市都

市計画課⑧市都市計画課・企業局下水道課
県都市計画課　☎ 043（223）3376
企業局下水道課　☎047（477）5357

〈意見書の提出〉
市内在住の人・利害関係のある人（法人可）
都市計画の種類ごとに所定の用紙（各縦

覧場所で配布、市ホームページ掲載）を持参
または郵送で〒275-8601習志野市役所都
市計画課へ（受付10月14日㈮〜28日㈮消印
有効）

固定資産税の軽減措置
～住宅の建て替え中の場合～

資産税課
令和5年1月1日時点で住宅用地として利用し
ている土地は、令和5年度分の固定資産税・
都市計画税を軽減する特例措置の対象とな
ります。一時的に建て替え中の場合は、一定
の要件を満たすことで対象となりますので、
お問い合わせください（住宅が不存在または
取り壊し中の場合は適用外）。

市立図書館祝日開館日
中央図書館　☎ 047（475）3213

10月10日（月祝）は開館、10月11日㈫は振替休
館となります。

違反建築防止週間
建築指導課

10月15日㈯〜21日㈮に公開建築パトロー
ルを実施します。
建物を建てる場合は、建築基準法などの法
令で定める基準や手続きを守り、適正に工事
を進め、工事が完了したときは検査を受けま
しょう。新築時は適法でも、その後の改修や
用途（使い方）の変更により違反になる場合
があるので改修などの際には事前に建築士
などへ相談しましょう。

講座・催し

里親キャンペーン
子育て支援課

里親制度紹介・リーフレット・グッズの配布など
10月4日㈫午前10時〜3時
イオンモール津田沼　
子育て中の人・里親に関心のある人

なかよし動物フェスティバル2022
県動物愛護センター　☎ 0476（93）5711

動物相談・獣医師体験・チーバくんと写真撮影 他
10月15日㈯午前10時〜3時
イオンモール成田（成田市）

芙蓉園教養講座
「使える制度を知ろう～介護保険制度～」

東部保健福祉センター内芙蓉園
☎ 047（476）9596

10月18日㈫午前10時〜11時30分
市内在住の60歳以上またはその家族
15人　 筆記用具
電話または窓口（受付は日曜・祝日を除く

午前9時〜4時）

生活悠々講座「筆ペン 美文字講座」
新習志野公民館　☎ 047（453）3400

10月20日・27日各木曜日午前10時〜正午
（全2回）　 18歳以上　 20人

100円　 筆ペン・文鎮・下敷き
電話（受付は月曜日を除く10月2日㈰午前

9時〜）

市シルバー人材センター入会説明会
市シルバー人材センター

☎ 047（493）8011
あなたの豊かな経験と知識を活かし、地域
社会づくりに貢献しませんか？
①出張説明会②定例入会説明会

①10月21日㈮午後2時〜②毎月第2･3水
曜日午前9時30分〜、毎月第2金曜日午後1
時30分〜

①サンロード津田沼6階②東部保健福祉
センター

市内在住でおおむね60歳以上

習志野四季のまち歩き
～食事と音楽の昼下がり～

ならしのまち歩きコンシェルジュ
☎ 090（9684）6615

見浜園・東京ベイ幕張（昼食）等の散策、袖ケ
浦公民館でのミニコンサート

10月21日㈮午前10時〜3時30分
海浜幕張駅改札口前（集合）・袖ケ浦公民館

（解散）
20人　 2,000円（バス・昼食代は各自）
電話（受付10月7日㈮まで）

骨と関節の日 市民講演会
県臨床整形外科医会臨時事務局

　（習志野第一病院内）
☎ 047（454）1511

フレイル・ロコモ（加齢による体力減退）克服
〈講師〉聖隷佐倉市民病院・岸田俊二（医師）

10月22日㈯午後3時〜4時
TKP千葉駅東口ビジネスセンター
県内在住　 20人
はがき（住所・氏名・電話番号を記入）で

〒275-0015津田沼5-5-25習志野第一病
院内千葉県臨床整形外科医会臨時事務局へ

（受付10月15日㈯必着）　

しなやか体操
総合福祉センター内さくらの家

☎ 047（451）3566
インストラクターの指導のもと柔軟体操やウ
オーキングを行います。

10月22日・29日各土曜日午後2時〜3時
30分（全2回）

市内在住の60歳以上　 20人
動きやすい服装・運動靴、バスタオル、飲料水
電話または窓口（受付は日曜・祝日を除く

午前9時〜4時）

市役所への問い合わせ▶☎047（451）1151㈹
市役所への郵便物▶〒275-8601「習志野市役所○○課」で届きます

お　 らせBOX知 日時 場所・会場 対象者
定員（特に記載のないものは先着順）
費用・料金（特に記載のないものは無料）
持ち物 申し込み 問い合わせ

凡例
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資源として
再生利用

Recycle
（リサイクル）

使えるものは
繰り返し使う

Reuse
（リユース）

ごみそのものの
量を減らす

Reduce
（リデュース）

食べ物を無駄にするのは、もったいない！
食品ロスを減らすために、一人ひとりができること
から始めましょう！

お買い物では…
●安いからといって買いすぎないよう注意しよう！
●買い物前に冷蔵庫をチェックしよう！
食品の保存では…
●冷蔵庫を整理しよう！
調理するときは…
●食べきれる分だけ作ろう！
●残った料理はリメイクしよう！

おいしく楽しく食べきろう！

３Ｒ

クリーンセンタークリーン推進課　☎047（453）5577問

資源として
繰り返し使う

スリーアール

　　 ３Ｒ推進月間・
食品ロス削減月間です

10月は

重要！

広報習志野 2022.10.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

相談

ご存じですか？労働委員会
～個別的労使紛争のあっせん～

県労働委員会事務局（県庁南庁舎）
☎ 043（223）3735

個々の労働者と使用者の間で生じた解雇・パ
ワハラ・労働条件の不利益変更など、労働関
係のトラブルについて、労働委員会が間に入
り円満な解決を目指します。あっせんは、労
働者・使用者どちらからでも申請できます。

電話

年金相談
国保年金課

社会保険労務士が相談に応じます。
10月12日㈬午後1時〜4時（受付午後3時

30分まで）　 サンロード津田沼6階

さくら相談
総合福祉センター内さくらの家

☎ 047（451）3566
〈遺言・相続〉10月13日〈法律〉10月27日

各木曜日午後1時30分〜3時30分
市内在住の60歳以上　 各日3人
相談に関する資料

電話または窓口（受付は日曜・祝日を除く
各相談日の2日前まで、午前9時〜4時）

無料発明相談会
習志野商工会議所　☎ 047（452）6700

特許・意匠・商標など知的財産権の相談
10月18日、11月15日各火曜日午後1時〜

4時（1件1時間程度）　 各日3人
電話（受付は各相談日の前日午前中まで）

無料行政書士相談会
習志野商工会議所　☎ 047（452）6700

遺言書作成・相続・各種許認可申請などの相談
10月21日、11月18日各金曜日午後1時〜

4時（1件30分程度）　 各日6人
電話（受付は各相談日の3日前まで）

その他

「労働者協同組合法」が10月1日から施行
されます

県雇用労働課　☎ 043（223）2743
労働者協同組合とは、働く人たちが資金を出
し合って組合員となり、組合員一人ひとりの
意見を反映しながら事業を運営し、組合員た
ちが共に働く組織です。

労働者協同組合法が施行され、多様な働き
方を実現し地域の課題に取り組む組合を設
立できるようになります。
詳しくはお問い合わせいただくか、ご相談ください。
労働者協同組合法相談窓口　
☎ 0120（237）297（受付は土・日曜、祝日を
除く午前9時〜5時）

【ヘリコプター】離着陸・落下傘降下訓練：5〜7・13・14日（午前7時〜午後9時）　【航空機】離着陸：17・20日（午前7時〜午後9時）落下傘降下訓練：18・19日
（午前7時〜午後9時）　※変更（中止）の場合あり※訓練で大きな音がする場合あり　問  習志野自衛隊第1空挺団広報室　☎047（466）2141

10月習志野駐屯地・
演習場の訓練予定

難病患者見舞金を支給しています

　千葉県の実施する「指定難病医療費助成」「小児慢
性特定疾病医療費助成」等の認定を受け、受給者証を
取得している人に難病患者見舞金を支給しています。

入院（15日以上）のあった月
（生活保護受給中の世帯）

12,000円
（8,000円）

通院・入院（14日以内）のあった月 6,000円

社会福祉課問

支給額（月額）

申請手続きがお済みの人へ

見舞金は社会福祉課へ申請書を提出した月の翌月分
から算定します。

令和4年4月〜9月分の療養状況届は、10月31日㈪が
提出期限です。

女性のための再チャレンジ支援講座
～ホンキに点火～

変わりたいを全力サポート！
はじめの一歩を踏み出したいあなたを応援する講座
を開催します。ワークを通して３人のスペシャリスト
があなたのホンキに火をつけます。

第1回  10月26日㈬　午後1時30分〜3時30分
テーマ： 自分の魅力さがし
 私のアピールポイントはここ!
講　師: 柴田　登子氏（リベロファーム 代表）

第2回  11月1日㈫　午前10時〜正午
テーマ： 私をバージョンアップ!
 今求められる女性のデジタルスキル
講　師: 柏村　祐氏（㈱第一生命経済研究所 主席研究員）

第3回  11月8日㈫　午前10時〜正午
テーマ： 「働く」に備えるタイムマネジメントのコツ
講　師: 石川　知穂氏（㈱Estudio ALMA 代表取締役）

　 男女共同参画センター
☎ 047（453）9307
問

日 程

会 場   サンロード津田沼６階大会議室
対象者   市内在住・在勤・在学で全３回受講できる人
定 員   30人

保育（要予約）  〈対象〉満6カ月〜就学前〈定員〉15人
申込方法   10月18日㈫までに、

① ちば電子申請サービス（右記二次元
コードからアクセス）から送信

② 参加申込書（市ホームページに掲載）に
必要事項を記入し、FAXで男女共同参
画センターへ 047（453）9327

な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト

参加費・
保育無料

文化ホール
第51回市民音楽祭 11月3日（木祝）午後0時30分〜4時
翔舞会舞踊会 11月5日㈯午後0時30分〜4時30分
ハワイアンフェスティバル習志野 11月6日㈰午後0時30分〜3時30分
ハワイアン・フェスティバル 11月12日㈯正午〜午後4時
文化ホールホワイエ
華道展

11月5日㈯・6日㈰
午前10時〜午後4時陶芸展

茶道
モリシア会議室

絵画展
11月4日㈮午後1時〜4時
11月5日㈯・6日㈰
午前10時〜午後4時

プラッツ習志野北館市民ホール
民謡民舞大会 11月6日㈰午前10時15分〜午後5時

お囃子大会 11月20日㈰
午後1時〜4時30分

詩吟連盟文化祭 11月23日（水祝）午前11時〜午後5時
サンロード津田沼　6階　大会議室
市民俳句大会 11月4日㈮午後1時〜4時

各公民館等文化祭
中央・袖ケ浦・新習志野公民館 10月14日㈮・15日㈯・16日㈰
菊田・実花・谷津公民館 10月21日㈮・22日㈯・23日㈰
谷津コミュニティセンター 10月8日㈯・9日㈰
東習志野コミュニティセンター 11月5日㈯・6日㈰
市民プラザ大久保 10月15日㈯・16日㈰
実籾コミュニティホール 12月3日㈯・4日㈰

市芸術文化協会 ☎ 047(475)6821
中央公民館 ☎ 047（455）3517
菊田公民館 ☎ 047（452）7711
実花公民館 ☎ 047（477）8899
袖ケ浦公民館 ☎ 047（451）6776
谷津公民館 ☎ 047(452)1509
新習志野公民館 ☎ 047（453）3400
谷津コミュニティセンター ☎ 047（471）2071
東習志野コミュニティセンター ☎ 047（475）9901
市民プラザ大久保 ☎ 047（470）8171
実籾コミュニティホール　 ☎ 047（455）6500

問い合わせ先

（上記イベントの問い合わせは市芸術文化協会へ）

ならしのきらっ子
こどもまつり2022

おすもうさんと遊ぼう、親子リズム、模擬店（テイク
アウト）、ゲーム等、みんな一緒におまつりを楽しもう！

子育て支援課問

日 時   10月22日㈯午前10時〜午後1時（小雨決行）
会 場   習志野市こどもセンターおよびその周辺、

鷺沼連合会館（鷺沼3−6−44）
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

参加できるのは、未就学児とその家族のみです

きらっ子こどもまつり 検索

放
送
日
時

広報課問
10月号

谷津干潟の秋
～歩いて感じよう身近な自然～

【響け！谷津小校歌】
J:COMチャンネル（船橋・習志野エリア）

【地デジ11ch】で放送中！

10月3〜9日・17〜23日
午後8時15分〜（15分）
※火・木曜日は1日2回
午後0時15分からも放送（15分）

YouTubeでもご覧いただけ
ます！
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　総合教育センターでは、小・中学生を対象とした
さまざまな学習体験ができる「わくわく学びランド」
を3年ぶりに開催しています。
　千葉工業大学や東邦大学、佐倉高等学校などと
連携した科学教室や、退職校長会と連携した学習教
室など、年間で13回の教室を企画・実施しています。
※10月14日㈮に映像教室を行います。詳しくは総合教育セン
ターまでお問い合わせください。

他にも、人工イクラ作製体験や風力で動くレゴカー
づくり等、さまざまな科学教室を実施しました。

「わくわく学びランド映像教室2022①」
-春～夏の星空をみてみよう-

総合教育センター　☎047(476)1715問

令和４年度

星
の
色
の

違
い
が
わ
か
っ
て

嬉
し
か
っ
た
！

葉
脈
だ
け

残
る
の
が

不
思
議
だ
ね

「わくわく学びランド科学教室2022」
夏休み科学教室

星空の不思議を学ぶ教室

葉脈標本作り体験

広報習志野 2022.10.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

きほう号 巡回予定
10月

移動図書館

新習志野図書館 ☎047（453）3399問雨天中止

ステーション名 巡回時間 巡回予定日
実花公民館脇駐車場 14:40〜15:50 25㈫
袖ケ浦１丁目マープル津田沼 14:20〜14:50

12・26㈬
谷津南小学校 15:10〜16:20
袖ケ浦東小学校 14:40〜15:50 13・27㈭
津田沼３丁目菊田ハイツ 14:20〜14:50

14・28㈮
袖ケ浦西小学校 15:10〜16:20
東習志野８丁目会館 14:20〜14:50

1・15・29㈯
泉町３丁目公務員住宅 15:10〜15:50
藤崎小学校 14:30〜15:40 4・18㈫
第五中学校正門前 14:20〜14:50

5・19㈬
津田沼小学校 15:10〜16:20
鷺沼小学校 14:40〜15:50 6・20㈭
習志野偕生園 13:50〜14:30

7・21㈮
実籾小学校 14:40〜15:50
谷津公民館 13:50〜14:30

8・22㈯
京成津田沼駅前広場 14:50〜15:40
こどもセンター（鷺沼） 10:45〜11:15 12・26㈬

収集の種類 収集 地区 次回収集
燃えるごみ あり 月曜日収集地区 10月12日㈬

資源物 なし 月曜日収集地区 10月17日㈪
燃えないごみ なし 新栄、実籾、実籾本郷 10月24日㈪

有害ごみ なし 泉町、大久保3・4丁目、屋敷 10月24日㈪

10月10日（月祝）のごみ収集
クリーンセンター業務課　☎047（453）5374問

ごみは夜明けから朝8時までにお出しください。

ご活用ください
「地区別収集日カレンダー」

月 日 催物名 時間 料金

10 22 
㈯

第6回プラッツ習志野 de 落語きき亭 
出演者：三崎家桜の輔、めずらし家芝楽、
笹の家小夏、寝床家道楽、ペロ中島

14:00
〜

16:00
700円

10 26 
㈬

ときめきランチタイムワンコインプチコンサート 
「線路は続くよ　どこまでも」 

出演者：ドリームボーイズ（歌）、
三代川恭子（ピアノ）

11:30
〜

12:15
500円

11 18 
㈮

歌声カルテットの「昭和歌謡コンサート」 
出演者：歌声カルテット 
プログラム：学生時代、上を向いて歩こう、
真赤な太陽　他

13:00
〜

15:00

前売：2,000円 
当日：2,500円

「市民ホール」オススメ情報

「教室＆スポーツ」オススメ情報

※各スクール体験あり（有料）

イベント＆教室情報10-11月

市民ホールは市民の皆さんにご利用いただけます。ぜひ木のぬくもりを感
じるホールをご利用ください。
[通常貸出]平日4時間19,130円〜（受付6カ月前〜）
[特別貸出（個人向け）]平日2,000円〜（受付1カ月前〜１週間前）

〒275-0012 習志野市本大久保 3-8-19
問 プラッツ習志野 ☎047（476）3213

インスタグラム ホームページ上記以外にもスクール開催中！
詳しくはプラッツ習志野ホームページをご覧ください

カルチャースクール
日 教室名 対象 時間 参加費 定員

毎月 
第1・3
土曜日

みんなで歌おう 
「プラッツ合唱隊」

一般 
（お子さん
も応相談）

10:00
〜

12:30

1,500円/
回

19人/
回

10月17日
㈪

「育脳・
ベビーマッサージ教室」 
身体の調子を整える

マッサージ×
100均知育遊び

生後2カ月
〜歩行前

の子どもと
保護者

10:30
〜

11:30
2,000円 10組

スポーツ・運動系
日 教室名 対象 時間 参加費 定員

毎
週
土
曜
日

キッズバレエ
年中〜年長 9:45〜（45分） 6,500円/月 10人
小1〜小2 10:40〜（60分） 7,000円/月

各20人
小3〜小6 11:50〜（60分） 7,000円/月

キッズ
ヒップホップ

小1〜小6 
（中級者向け） 17:15〜（60分） 6,000円/月 15人

令和4年度  習志野市
障がい者スポーツ大会

　障がいがある人も気軽に
楽しめる競技です。参加賞
も用意しています。
　日頃運動する機会のない
人もぜひご参加ください。

障がい福祉課問

種 目   ボッチャ
日 時   11月5日㈯ 

午後1時30分〜4時（受付：午後1時〜）
会 場   東部体育館
対 象   障がい者スポーツに興味がある人
定 員   48人（先着順）
費 用   無料

持ち物   室内シューズ・飲み物・動きやすい服装・マスク
申込方法

10月17日㈪（必着）までに電話またはFAX（住所、氏名、
生年月日、電話・FAX番号、障がいのある人は障がい種
別と必要な配慮を記入）で障がい福祉課へ 

 047（453）9309

＼＼ボランティアスタッフ募集！ボランティアスタッフ募集！／／
日 時   11月5日㈯午後0時30分集合
定 員   5人

持ち物   室内シューズ・飲み物・動きやすい服装・ 
マスク

申し込み   スポーツ振興協会　☎047（452）4380

※市内で定期的に活動している、
またはする予定のサークル等が
掲載できるコーナーです。
※市民の皆さんの依頼に基づき掲載してお
り、内容についての責任は負いかねます。

　　　日時　 場所・会場　定員（特に記載のないものは先着順）
対象者　費用・料金（特に記載のないものは無料）　持ち物
申し込み　問い合わせ

凡例 日
対 ￥ 持
申 問

所 定

8416 おいでください

■合気道仲間集まれ!!
  10月の毎週土曜日 
午後7時〜9時
 第四中学校
 合気会習志野道場 島田
 mmytk3229@gmail.

com
■＜DVD観賞＞名作ミュー
ジカル「オズの魔法使い」

  10月8日㈯ 
午後1時30分〜4時 

（予約不要）

 袖ケ浦公民館
 200円（学生無料）
 習志野シニアクラブ 仲野

☎090（4613）9851
■昭和歌謡研究会
昭和歌謡をみんなで歌う

  10月9日㈰ 
午後1時〜2時30分 

（要事前連絡）
 市民プラザ大久保
 300円
 大久保ひみつきち 多田

☎070（8305）8472

令和5年度保育所等入所申込書類の
配布が始まります

　令和5年4月からの保育所（園）・こども園（長時間
児）・小規模保育事業の入所申込書類の配布を10月25
日㈫から開始します。

場所 日時

こども保育課（市役所２階） 10月25日㈫以降
午前8時30分〜午後5時

各認可保育所（園）・こども園
（小規模保育事業を除く）

10月25日㈫以降
午前9時〜午後4時30分

配布場所・日時

※ 市役所での配布は、混雑することが予想されます
ので、ご了承ください。
申込書類一式は配布開始日以降、市ホームページ
からもダウンロードできます。
可能な限り、市ホームページからのダウンロード
をお願いします。

市外の保育所への入所申し込み

　市外の保育所への入所を希望される場合、各市区
町村により申込期間および必要書類が異なります。
各市区町村にご確認ください。

その他

◦�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則保
護者1人での来庁をお願いします。来庁の際は、マ
スクの着用・ソーシャルディスタンス等のご協力を
お願いします。
◦�令和5年4月の保育所等入所申込受付は、令和4年

11月中旬から開始する予定です。
◦�受付日程・方法などの詳細は、広報習志野11月1日

号に掲載します。

こども保育課問

宝くじの助成金で整備しました

　宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託
事業収入を財源として実施しているコミュニティ助
成事業により、東習志野連合町会が地域のコミュニ
ティ活動で使用する「ステージやぐら」を購入しました。
　本事業はコミュニティ活動の活性化に役立てられ
ています。

協働政策課問
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ごみ処理を考え取り組む10年、その第1歩
column

共感 信頼 希望 No.107
習志野市長 宮本泰介

　暑さもやわらぎ、過ごしやすい秋の始まりを感じてい
ます。振り返りますと、今年の夏は、6月下旬の史上最速
の梅雨明け（後に、7月23日に修正）で始まりました。記
録的な猛暑が続き、全国的に熱中症による救急搬送事
例が多く報告され、そこに新型コロナウイルス感染症
の「第7波」が重なり、救急搬送に長時間を要してしまう
事例が発生するなど、深刻な影響がありました。本市で
は、臨時的に救急隊を1隊増設し、9月19日まで対応し
ました。このような状況の中、様々な要請にご協力をい
ただきありがとうございました。
　一方で、3年ぶりに行動制限がない夏休みとなり、久
しぶりに開催された市内各地域のイベントにも訪問さ
せていただきました。どのイベントも、まるで休んだ3年
分を取り戻すような大盛況でした。
　さて、9月から市内全域で家庭ごみ収集のうち、ペッ
トボトルの出し方（回収方法）を変更しました。皆様に
はごみの分別や集積所の管理に加え、ネット袋の設置
についてもご協力をいただいており、誠にありがとうご
ざいます。お手数をおかけいたしますが、ご理解いただ
きたくお願い申し上げます。
　本市では、区域内から発生する一般廃棄物（主に家
庭ごみ）の処理・処分についての基本事項を、「習志野

市一般廃棄物処理基本計画」として今年度あらためて
策定しました。目標年度は令和13年度（2031年度）と
しております。これからの10年を、市民・事業者・行政が
一体となって、みんなが何らかの役割を果たしながら
環境負荷が少ないごみ処理体系の実現を、循環型社会
の構築を中心に目指していく期間としております。今後
の「ごみ処理はどうあるべきか」「し尿を含む生活排水
処理はどうあるべきか」、更に
「芝園清掃工場の老朽化対
策」等、様々な課題に皆様と
一体となって取り組んでまい
ります。
　ペットボトル収集の変更は
「持続可能な清掃行政をめざ
す10年計画」の第一歩です。
これからもSDGs、いわゆる
「持続可能な開発目標の達
成」に積極的に関わっていき
ます。新しい分別による収集
の定着に引き続きご協力を
お願いします。

▲ペットボトル収集の変更
の詳細はこちら

▲市公式LINEでは、ごみの
分け方・出し方がすぐに調べ
られます(要友だち登録)。

広報習志野 2022.10.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

こどものコーナー
★お子さんの転入・予防接種・下記相談などへは

　母子健康手帳をお持ちください

助産師によるオンライン・電話相談
健康支援課

妊娠・出産について、助産師がZoomまたは
電話で相談に応じます。

市内在住の妊婦とそのパートナー
電話または、ちば電子申請サービスから送信

4か月児健康相談
健康支援課

対象者には郵送で通知

10か月児健康相談
健康支援課

当面の間、中止します。
対象者には郵送で通知
★10か月児の成長のポイントを市ホームペー
ジに掲載しています。

1歳6か月児・3歳児健康診査
健康支援課

従来より遅れての日程で順次、対象者には郵送で通知
〈1歳6か月児〉1歳7〜8か月
〈3歳児〉3歳7〜8か月

離乳食教室
健康支援課

管理栄養士が離乳食を作る様子をお見せし
ながら、分かりやすくアドバイスします。

日　程 会　場 時間（各回30分）
10月12日㈬ プラッツ習志野南館 午前10時30分

10月18日㈫
谷津

コミュニティセンター
午前10時30分
午後1時45分

市内在住の5〜6か月児（第1子）と保護者（1人）
各回9組　 抱っこひも・『離乳食のすす

め方』冊子
ちば電子申請サービスから送信

★市ホームページの「離乳食の作り方動画」
もご活用ください。

歯みがき教室
健康支援課

日　程 会　場 時　間
10月24日㈪ 保健会館 午前10時

午前10時30分
午前11時10月28日㈮ ブレーメン習志野

（東習志野2-10-3）

市内在住の1〜3歳児
歯ブラシ・コップ・タオル　 電話

子育てふれあい広場（幼稚園・こども園）
こども保育課または各開催園

親子一緒にさまざまな遊具を使って楽しく遊
びましょう。

開催園 10月 開催園 11月
藤崎幼稚園 5日㈬ 大久保東幼稚園 1日㈫

東習志野こども園 17日㈪ 大久保こども園 2日㈬
袖ケ浦こども園 18日㈫ 谷津幼稚園 ４日㈮

谷津幼稚園 21日㈮ 東習志野こども園 ７日㈪
杉の子こども園 24日㈪ 屋敷幼稚園 ９日㈬

向山幼稚園 25日㈫ 向山幼稚園 14日㈪
新習志野こども園 28日㈮ 藤崎幼稚園 16日㈬
津田沼幼稚園 31日㈪ 新習志野こども園 17日㈭

袖ケ浦こども園 18日㈮
津田沼幼稚園 29日㈫

杉の子こども園 30日㈬

〈時間〉午前10時〜11時30分
※雨の日も室内で開催　※駐車場なし

市内在住の乳幼児とその家族
上ばき（はだし可）・子ども用名札
各開催園に電話（受付は開催日の1週間前〜）

おとなのコーナー
習志野発見ウオーク

健康支援課
森林公園で秋を探して、健康展へGO!（約3km）

11月7日㈪受付午前9時〜9時10分（雨天
中止）　 京成大久保駅南口ロータリー（集
合）・市役所（解散）　 60人（申し込み多数
の場合抽選）　 100円

ちば電子申請サービスから
送信、郵送または FAX（住所・
氏名・生年月日・電話番号を記
入）を〒275-8601習志野市役所健康支援課へ
※受付10月12日㈬必着　 047（454）2030

食生活なんでも相談
健康支援課

管理栄養士が相談に応じます。
10月14日㈮午後1時30分〜4時15分（都

合がつかない場合は応相談）
保健会館　 市内在住　 電話または窓

口、ちば電子申請サービスから送信

認知症高齢者介護相談
高齢者支援課

精神科医による相談
10月14日・28日、11月11日・25日各金曜

日午後2時30分〜4時30分

認知症の心配がある本人または家族
電話または窓口（受付は各相談日の1週間

前まで）

認知症サポーター養成講座
高齢者支援課

認知症を正しく理解し、できる事を学びます。
日程 会場 時間 申込締切日

① ❶⓪月❷❻日
㈬

津田沼3丁目
第3町会会館

午後2時
〜3時30分

❶⓪月❶❾日
㈬

② ❶⓪月❷❾日
㈯

ブレーメン習志野
（東習志野2-10-3）

午前10時
〜11時30分

❶⓪月❷❶日
㈮

③ ❶❶月❶❶日
㈮

プラッツ
習志野北館

午後2時
〜3時30分

❶❶月4日
㈮

市内在住・在勤・在学 ①②各10人③20人
以下の高齢者相談センターへ電話

①津田沼・鷺沼　☎047（408）1600
②東習志野　☎047（470）0611
③屋敷　☎047（409）7798

特定健康診査集団健診日程
健康支援課

詳しくは、5月末に郵送した「令和4年度習志
野市国民健康保険 特定健康診査のお知ら
せ」をご確認ください。

日　程 申込期限
11月5日㈯ 10月7日㈮

12月18日㈰ 11月18日㈮

保健会館
習志野市国民健康保険に加入している40

〜74歳　 各日80人（申し込み多数の場合
抽選）　 窓口または、ちば電子申請サービ
スから送信、郵送で指定の申込用紙（「特定
健康診査のお知らせ」掲載）を〒275-8601
習志野市役所健康支援課へ（受付は各申込
期限日消印有効）

がん検診は受けましたか？
健康支援課

がんは生涯2人に1人がかかる病気ですが、
定期的にがん検診を受け早期発見・治療が
できれば90％以上は治ります。

【個別検診】胃がん（胃内視鏡検査※・リスク検
診）・大腸がん・前立腺がん・子宮がん・乳が
ん・肝炎ウイルス
※今年度から新たに開始しました。

〈実施期間〉令和5年3月末まで
〈実施場所〉市内実施医療機関
（予約の有無などは、直接医

療機関へ要確認）

「あたたかく見守ってください」
障がいからくる行動には理由があります

　公共の場などで、ひとり言をぶつぶつ繰り返して
いる人に出会ったことはありませんか。また、出会っ
たときに、怖いと感じてしまったり、どのように声をか
けていいか分からなかったことはありませんか。
　そのような行動は、周囲の声や音に反応していたり、
印象的な出来事を繰り返し思い浮かべて気持ちの整
理をしているためかもしれません。
　障がいからくる行動を「あたたかく見守る」という
対応があることを、ご理解ください。

障がい福祉課
ひまわり発達相談センター　☎ 047（451）2922

問
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ご寄附ありがとうございました

新型コロナウイルス感染症対策関連

　令和4年4月〜9月末にご寄附をいただいた以下の
方々に対し、市長から感謝状を贈呈しました。

　市民の皆さまや企業からマスクや消毒用品など、たくさ
んのご寄附をいただきました。福祉施設、イベントなどで
活用しています。皆さまの善意に心から感謝申し上げます。
※氏名の公表は同意をいただいた人のみです。

◦京葉科学株式会社様

▲陶器製テーブル・椅子（鷺
沼台２丁目ハミングパーク
に設置）

▲本人執筆の書籍（市立幼稚
園・保育所・こども園、中央図
書館に設置）

●習志野ロータリークラブ様 ●広瀬幸吉様

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局問

保健だより な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト

■ 夜間・休日の当番医案内 ☎047（452）9900
■
■ 休日急病歯科診療所の診療日　10月10日(月祝)午前9時～正午
■ こども急病電話相談 ☎#8000　毎日 午後７時～翌朝6時
■ 救急安心電話相談☎#7009
　月～土曜日 午後6時～翌朝6時／日曜・祝日 午前9時～翌朝6時

ちば救急医療ネット 検 索
習志野市の救急医療体制 検 索

日時　 場所・会場　 対象者　 定員（特に記載のないものは先着順）　費用・料金（特に記載のないものは無料）　持ち物　 申し込み　 問い合わせ日 所 対 定 ￥ 持 申 問凡例
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習志野市 新型コロナワクチン コールセンター

※市内通話と同様の通話料が掛かります。
※音声案内でお待ちいただいている時間の通話料は無料です。

毎日午前8時30分～午後5時30分

☎0570（002）322

お問い合わせ・相談・予約（変更・キャンセル）

毎日午前8時30分～午後10時

予約（変更・キャンセル）

LINE WEB
（インターネット）

オミクロン株対応ワクチンについては、
本号と同時発行のワクチン特集号をご覧ください。

2回目接種後から5カ月経過で接種できます。ファイザー社の5〜11歳用のワクチンを使用します。
接種券は、「接種可能日」の前月末に到達するよう順次発送しています。接種券が届き次第、予約が可能です。

5歳～11歳のお子さんの３回目接種

①2回目接種後に習志野市へ転入した人
②右記のいずれかで接種を受けた人　◦海外　◦成田空港・羽田空港（外務省）　◦在日米軍　◦製薬メーカーの治験

ただし、①または②に該当する人は申請が必要です！

【必要書類】
申請書※・「予防接種済証」など接種履歴が分かるもの
※ 申請書は健康支援課（市役所1階）で配布、または市ホームページ

でダウンロード可。

【申請方法】
◦〒275-8601　習志野市役所健康支援課へ郵送
◦健康支援課に持参
◦WEB（コロナワクチンナビ）

新型コロナウイルスワクチン接種推進本部問

習志野市
広報課 ☎047（451）1151㈹

〒275-8601 習志野市鷺沼2-1-1

047（453）9313

広報習志野は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用し、廃液を出さないCTP印刷です毎月２回 １日・15 日発行

昨今の情勢により、イベントの中止・変更、施設の休止や開館時間の変更がある場合がありますので
ご確認ください。

お断り

谷津バラ園(谷津3-1-14)　☎047(453)3772問

な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト

総人口… 175,006人 （175,717人）
男……… 87,002人 （87,469人）
女………  88,004人 （88,248人）
世帯数… 83,098世帯（82,827世帯）

（ 　　）内は
R3.9.1時点

※住民基本台帳
に基づく

市の人口
R4.9.1時点

11月30日㈬まで 12月1日㈭以降
開園時間 午前8時〜午後5時 午前9時〜午後5時

休園日 無休 月曜日(月曜日が祝日
の場合は翌日)

入園料
高校生以上550円
65歳以上250円

高校生以上100円
65歳以上50円

中学生以下無料

交通案内
◦谷津駅下車徒歩5分
◦ JR津田沼駅より京成バス「谷津干潟行」乗車
▶「谷津南小学校前」下車徒歩3分

※ 開花率などの詳細はホームページを
ご確認ください。

谷津バラ園 検索

　谷津バラ園では、色鮮やかに花をつけた美しい　谷津バラ園では、色鮮やかに花をつけた美しい
秋バラが満開を迎えます。秋バラが満開を迎えます。
　さわやかに晴れ渡る秋空のもと、花と香りのハー　さわやかに晴れ渡る秋空のもと、花と香りのハー
モニーを存分にお楽しみください。モニーを存分にお楽しみください。
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