
11月5日に障がい者スポーツ大会が東部体育館で
開催されました。詳しくは３ページへ。

イタリア語で「ボール」を意
味する言葉から派生したと
いわれるパラリンピック正
式採用種目。障がいの程度
によってクラス分けされてい
るため誰でも参加できる。

Boccia
イタリア語で「ボ ル」を意

ボッチャ
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「未来のために～みんながやさしさでつながるまち～習志野」を実現するため、
障がいのある人もない人も、さまざまな障がいについて、理解を深めましょう。

▶点字ブロックの上に
物が置いてあると、目
の不自由な人の通行の
妨げになります。

▲車いすの人は段差がのぼれなかったり、歩
道や通路に荷物が置いてあると、狭くて通れな
かったりします。また、自動販売機やセルフレジ
等でパネルに手が届かないことがあります。

◀車いすマークの
ある駐車場など、優
先区画を必要とし
ている人がいます。

ちば障害者等用駐車区画利用証▲

▼生まれながらに色の識別が困難な人や、白内障や緑内障などに
より、多様な色覚を持つ人がいます。色を使用した表示をする際
は下記の例を参考に工夫しましょう。

私たちが目指すのは、障がいのある人もない人も当たり前に心を通わせ、理解しあえる住みやすい社会です。
市民の皆さんや事業所等と協働して、情報やコミュニケーションを大切に誰もが暮らしやすいまちづくりを
進めるため、市では「（通称）習志野市心が通うまちづくり条例※」を平成28年4月に施行しました。
※正式名称は「習志野市手話、点字等の利用を進めて、障がいのある人もない人も絆を深め、互いに心を通わせるまちづくり条例」

　11月5日に東部体育館で障がい者スポーツ大会が
開催され、ボッチャの試合が行われました。
　ボッチャは障がいのある人もない人も一緒に楽しめ
るスポーツで、白いボールを目がけて自分のボールを
投げ、どれだけ近付けられるかを競います。投球が困難
な人は「ランプ」と呼ばれる滑り台を使ったり、視覚障
がいの人は足に棒を挟み、方向を定めて投球しました。
　白熱した試合展開に会場は大盛り上がりでした。 ▲投げ方は自由！転がしてもOK

ランプを使って狙いを定めます▶

障
が
い
者

ス
ポ
ー
ツ
大
会

障がいのある人が災害時などに、周囲から
必要な支援や理解を得やすくするためのス
カーフです。必要な人は、障害者手帳をお持
ちの上、障がい福祉課へ申請してください。
※障害者手帳をお持ちでない人は、事前にお問
い合わせください。

肢体・聴覚・視覚・身体内部などの機能に障がいがあるために、生活上
さまざまな困難が生じます。

12月3日から9日は

“障がい”にはいろいろな種別があります
●身体障がい

発達時期（おおむね18歳まで）に生じた知的機能の障がいにより、
社会生活への適応のしにくさが表れます。複雑な事柄の理解や判断、
長い文章や会話の理解が苦手な人もいます。

●知的障がい

統合失調症や双極性障がい（躁うつ病）、パニック障がい、適応障がい
などの障がいにより、日常生活や社会生活のしにくさを抱えています。

この他にも「発達障がい」や「難病」、「高次脳機
能障がい（けがや病気による脳の損傷により、言
語や記憶などの機能に障がいが起こる）」等があ
ります。

●精神障がい

「障害者週間」です
日常生活で不自由さを抱えている人の気持ちになって考えてみましょう！

市民一人ひとりの“気づき”がやさしさにつながります
障がい福祉課問

「言葉が
話せません」
絵や身振りで
状況を伝える等
してほしい

「耳が
聞こえません」
筆談で状況を
伝える等して
ほしい

「伝えたいこと」
どのような支援
が必要か尋ねる
等してほしい

「目が
不自由です」
周囲の状況を
伝える等して
ほしい

“障がい”に関するさまざまなマークがあります

たたかい気持ちで

災害時支援・みまもりスカーフ

本市オリジナル

あなたの“気づき”で安心できる人がいます

着用時の例

あ
ゅうぶん見守ろうじ

や しく、ゆっくりさ
ってみよう「何かお手伝いしましょうか」い

合言葉は「あ・じ・さ・い
」 あじさいは

習志野市の
市花です

考えてみよう！日常生活にある“気づき”

この先は、
危険です

この先は、
危険です

例

9月23日「手話言語の国際デー」の日に、市役所を
ライトアップ
※「青色」は、「手話言語の国際デー」のテーマカラーです。

この注意書きは、人によって
赤い文字が「黒」や「こげ茶」
に見えてしまいます。

文字の色だけではなく、大きさや太さ、
書体を変えたり、下線を引いたりする
等、別の方法を組み合わせましょう。
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習志野市の障害者手帳所持者数
（令和4年3月末現在）

重複障がいを含む（2種類の手帳を所持している
場合は、それぞれの手帳の所持者数に含まれて
います）。

身体障害者手帳 3,990人

療育手帳 1,112人

精神障害者保健福祉手帳 1,567人

「白杖SOSシグナル」普及啓発
シンボルマーク
白杖を頭上50㎝程度に掲げる
ポーズがSOSの合図です。

ハート・プラスマーク
身体内部に障がいのある人（内部
障がい・内臓疾患のため、外見か
らは分かりにくい）を表します。

ヘルプマーク
電車やバス、公共施設や商業施設、
災害時などに配慮や援助を必要
としている人が、周囲へ知らせ
るためのマークです。

筆談マーク
耳が聞こえない人などがこのマー
クを提示した時は、「筆談でお願
いします」の意味です。

聴覚障害者標識
聴覚障がいに関わる条件付き免
許を持つ人が運転する車に表示
します。

身体障害者標識
肢体不自由に関わる条件付き免
許を持つ人が運転する車に表示
します。

耳マーク
聞こえが不自由なことを表すと
同時に、聞こえない人・聞こえに
くい人への配慮を表します。

オストメイトマーク
人工肛門・人工膀胱を造設してい
る人（オストメイト）のための設
備のあることを表します。

この他にも障がいに関するマークが
あります。
習志野市　障がい者マーク 検索
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京成谷津駅
北口

京成谷津駅
南口第二

京成谷津駅
南口

谷津公民館

谷津南保育所

谷津駅
病
院

B-2

A

B-1

至 京成船橋
至 京成津田沼

京葉道路

❶
京
成
谷
津
駅
周
辺

京成津田沼駅
南口

京成津田沼駅
北口

京成津田沼駅
北口第二（原付専用）

京成津田沼駅

W

至 京成船橋 至 八千代台

❷
京
成
津
田
沼
駅
周
辺

京成
大久保駅
北口

京成大久保駅
北口第四F-4

京成大久保駅
北口第三

F-3

F-1
至 京成津田沼

京成大久保駅

プラッツ
習志野 京成大久保駅

※プラッツ習志野が管理する駐輪場です。
　問い合わせ ☎047（476）3213

南口第二

ロータリー

❸
京
成
大
久
保
駅
周
辺

みもみ幼稚園

銀行

京成実籾駅第三

京成実籾駅

至 京成津田沼

至 八千代台

京成実籾駅南口

実籾駅

❹
京
成
実
籾
駅
周
辺

県国際総合
水泳場

JR新習志野駅前

新習志野
公民館

京葉線

東関東自動車道

新習志野駅至東京
至蘇我

❻
JR
新
習
志
野
駅
周
辺

JR津田沼駅南口
千葉工大前

JR津田沼駅
南口第二

JR津田沼駅北口
第四（原付専用）

JR津田沼駅北口

JR津田沼駅北口
第二（原付専用）

千葉工業
大学

新津田沼駅

津田沼駅

文化
ホール

至船橋

至千葉

総
武
線

❺
JR
津
田
沼
駅
周
辺
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防犯安全課問

市営駐輪場の申し込み開始
対象

自転車または原付（総排気量125cc以下の原動機付自転車）
申し込みは１人１台１カ所まで、利用者の名義のみ（法人登録不可）
※JR津田沼駅北口第四自転車等駐車場は50cc以下のみ登録可

申込方法やキャッシュレス決済などの詳細は、市ホームページまたは手引書をご確認ください▶

一次募集で空きがある駐輪場の利用者を先着順で募集します。
詳しくは、広報習志野3月1日号、市ホームページ、各駐輪場でお知らせします。

募集スケジュール

市営駐輪場 年間利用募集一覧

キャッシュレス決済を導入しました！
●ちば電子申請サービスでの支払い
➡クレジットカードが利用できます。
●防犯安全課窓口での支払い
➡ クレジットカード・QRコード決済・
電子マネー・現金が利用できます。

対応可能なブランド等の詳細は、こちら▶

●ちば電子申請サービス
(パソコン・スマートフォンから)
※ 現金支払いを希望する場合または
免除対象者は郵送のみで受け付け

●防犯安全課へ郵送
　宛先　〒275-8601
　習志野市役所　防犯安全課
　自転車対策係

●申請書
●身分証明書の写し
【免除対象者のみ】
● 自転車等駐車場年間利用整理
手数料免除申請書
● 公的機関の発行する証明書の
写し

※ 詳しくは、手引書をご確認ください。

● 「2月1日㈬以降に届
いたもの」「記入内容
などに不備があるも
の」は、すべて無効と
なります。
● 郵送で切手の不足が
あった場合、受け付
けはできません。

●当落の結果は、郵送またはメールでお知らせします。
●当選した人には、手数料の支払いとステッカー交付方法の案内を送付します。

申込方法 必要書類 注意事項

結果発送

二次募集（先着順） 申し込み 3月1日㈬～

一次募集（抽選） 申し込み 12月1日㈭～1月31日㈫必着

一次募集の結果発表 2月15日㈬頃、発送予定2

一次募集の申し込み ※募集台数を超えた場合は抽選1

申請書（手引書）の配布・閲覧場所

●防犯安全課（市役所4階）
●各駐輪場管理人室
●市民課各連絡所
●市内各駅　　　●市ホームページ

12月1日（木）から
令和５年度

駐車場名 記号 屋根 種別 募集台数
（台）

❶京成谷津駅

北口 A 無 自転車 270 
原付 10 

南口 B-1 無 自転車 150 

南口第二 B-2 無 自転車 80 
原付 10 

❷京成津田沼駅
北口 C 無 自転車 90 

北口第二 W 無 原付 50 
南口 D 有 自転車 1,550 

❸京成大久保駅

北口 F-1 無 自転車 750 

北口第三 F-3 無 自転車 280 
原付 25 

北口第四 F-4 無 自転車 200 

南口第二 E 無 自転車 850 
原付 20 

❹京成実籾駅

京成実籾駅 H 有 自転車 1,000 

第三 Z 無 自転車 200 
原付 15 

南口 U 無 自転車 600 
原付 20 

❺JR津田沼駅

北口（1・2階）     L※1 有 自転車 1,200 
北口（屋上）     N※1 無 自転車 600 
北口第二 P 無 原付 300 
北口第四     O※2 無 原付 100 

南口第二     K※3 有 自転車 2,000 
原付 275 

南口千葉工大前 J 無 自転車 70 

❻JR新習志野駅前 S 有 自転車 1,700 
原付 100 

種　別 屋根 利用者
年間利用料金

市民※5 市民以外

自転車

無 一般 4,720円 9,440円
高校生以下※4 2,360円 4,720円

有
一般 7,850円 15,700円

K 10,960円 K 21,920円

高校生以下※4 3,920円 7,850円
K 5,470円 K 10,960円

原付
無

全員
7,540円 15,080円

有 12,570円 25,140円
K 17,550円 K 35,100円

　  利用料金（年間利用整理手数料）

※４　令和5年4月1日現在。学生証などを求める場合があります。
※５　 習志野市に住民票がある人です。習志野市に住んでいても住民登録し

ていない場合は、市民以外となります。

※１　この施設のみ船橋市民も市民料金となります。　※２　50cc以下のみ
※３　他駐輪場と利用料金が異なります。
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とても寒い冬の季節でも、地球温暖化は進んでいます。
市では、市民の皆さんが地球温暖化問題について考え、行動を起こす機会
としていただくため、「習志野市地球温暖化防止パネル展」を開催します。

　高齢者の5人に１人が認知症になるといわれる
今、身近な認知症の人・家族を地域で見守ることが
大切です。この講座では、認知症についての正しい知
識、対応方法などを学ぶことができます。受講後は、
「認知症サポーター」として、地域で認知症の人・家
族を見守る応援者となります。
　まずは「認知症」について正しく知ることから始め
てみませんか？
　皆さんの参加をお待ちしています。

1月21日㈯午後2時～3時30分日　時

市役所３階大会議室場　所

市内在住・在勤・在学対　象

30人定　員

無料費　用

筆記用具・マスク（着用）持ち物

体調が悪い際は早めにご連絡の上、欠席してください。

　今年6月に開催した「習志野市・イオン環境フェア」
において、来年度の環境月間のテーマとなる標語を募
集しました。
　来年度の環境月間のイベントや環境白書などに使
用するため、皆さんの投票により優秀作品（1作品）を
決定する予定です。

12月23日㈮までにちば電子申請
サービスから送信
ちば電子申請サービスはこちらから▶

な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト

環境政策課問

習志野市地球温暖化防止パネル展

午前9時～午後9時
※市役所GF市民協働スペースは
午前8時30分～午後5時

（各会場最終日は正午まで）

グラウンドフロア

時　間

環境月間の標語に投票をお願いします

地球温暖化対策を！

認知症サポーター
養成講座
を開催します
高齢者支援課問

ひろめよう　エコ活動の　マイ○○1

食品ロス　減らせば家計も　エコになる4

子供の未来　できることを　コツコツと2

ダイエット　自分よりも　ごみの量3投票方法

1月13日㈮までに
高齢者支援課へ電話
または、ちば電子申請
サービスから送信

申し込み

ちば電子申請
サービスは
こちらから
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12/30
（金）

12/31
（土）

1/1
（日）

1/2
（月）

1/3
（火）

1/4
（水）

1/5
（木）

1/6
（金）

1/7
（土）

1/8
（日）

1/9
（月）

あ 秋津  燃える ― ―  燃える
次回1/4 ―  燃える  資源物  燃える  燃えない ―  燃える

い 泉町
 燃える  燃える

次回1/5 ―  燃えない
次回1/16

 燃える
次回1/5 ―  燃える  資源物  燃える ―  有害

次回1/23 資源物
次回1/6

お

大久保
1･2丁目  燃える  燃える

次回1/5 ―  資源物
次回1/9

 燃える
次回1/5 ―  燃える  燃えない  燃える ―  資源物

大久保
3･4丁目  燃える  燃える

次回1/5 ―  燃えない
次回1/16

 燃える
次回1/5  資源物  燃える ―  燃える ―  有害

次回1/23

か
香澄  燃える  資源物

次回1/7 ―  燃える
次回1/4

 有害
次回1/17  燃える ―  燃える  資源物 ―  燃える

奏の杜  燃える ― ―  燃える
次回1/4

 資源物
次回1/10  燃える  燃えない  燃える ― ―  燃える

さ
鷺沼  燃える ― ―  燃える

次回1/4 ―  燃える  資源物  燃える  有害 ―  燃える

鷺沼台  燃える  燃える
次回1/5 ―  資源物

次回1/9
 燃える
次回1/5 ―  燃える  燃えない  燃える ―  資源物

し 新栄  燃える  燃える
次回1/5 ―  有害

次回1/16
 燃える
次回1/5  資源物  燃える ―  燃える ―  燃えない

次回1/23

そ 袖ケ浦  燃える ― ―  燃える
次回1/4

 燃えない
次回1/17  燃える  資源物  燃える ― ―  燃える

つ

津田沼
1･2･3丁目  燃える  資源物

次回1/7 ―  燃える
次回1/4

 有害
次回1/17  燃える ―  燃える  資源物 ―  燃える

津田沼
4･5･6･7丁目  燃える ― ―  燃える

次回1/4 ―  燃える  資源物  燃える  燃えない ―  燃える

は 花咲  燃える  燃える
次回1/5 ―  資源物

次回1/9
 燃える
次回1/5  有害  燃える ―  燃える ―  資源物

ひ

東習志野
1･2･3丁目

 燃える  燃える
次回1/5 ― ―  燃える

次回1/5  有害  燃える  資源物  燃える ― ― 資源物
次回1/6

東習志野
4･5･6･7･8丁目

 燃える  燃える
次回1/5 ― ―  燃える

次回1/5  燃えない  燃える  資源物  燃える ― ― 資源物
次回1/6

ふ 藤崎  燃える  資源物
次回1/7 ―  燃える

次回1/4 ―  燃える  有害  燃える  資源物 ―  燃える

み
実籾  燃える  燃える

次回1/5 ―  有害
次回1/16

 燃える
次回1/5  資源物  燃える ―  燃える ―  燃えない

次回1/23

実籾本郷  燃える  燃える
次回1/5 ―  有害

次回1/16
 燃える
次回1/5  資源物  燃える ―  燃える ―  燃えない

次回1/23

も 本大久保  燃える  燃える
次回1/5 ―  資源物

次回1/9
 燃える
次回1/5 ―  燃える  有害  燃える ―  資源物

や

屋敷  燃える  燃える
次回1/5 ―  燃えない

次回1/16
 燃える
次回1/5  資源物  燃える ―  燃える ―  有害

次回1/23
谷津

1･2･3･4･7丁目  燃える ― ―  燃える
次回1/4

 資源物
次回1/10  燃える  燃えない  燃える ― ―  燃える

谷津
5･6丁目  燃える ― ―  燃える

次回1/4
 資源物
次回1/10  燃える ―  燃える  有害 ―  燃える

谷津町  燃える ― ―  燃える
次回1/4

 資源物
次回1/10  燃える ―  燃える  有害 ―  燃える

地区名
月日

  家庭ごみの収集 クリーンセンター業務課　☎047（453）5374問

  粗大ごみの収集
粗大ごみ受付センター　☎047（453）7979問

  し尿の収集 クリーンセンタークリーン推進課
☎047（454）6911

問

  クリーンセンターへのごみの持ち込み クリーンセンタークリーン推進課　☎047(451)1793問

令和4年度
地区別
カレンダー➡

受付時間 年末最終受付日 年始受付開始日
午前9時～午後4時 12月28日㈬ 1月4日㈬

年末最終日 年始開始日
12月28日㈬ 1月4日㈬

受入時間 年末最終受入日 年始受入開始日
午前9時～11時30分、
午後1時～4時 12月28日㈬ 1月4日㈬

年末の最終収集は12月28日㈬、年始の収集開始は1月4日㈬です。
年内の臨時し尿収集の申し込みは、12月27日（火）正午までに
ご連絡ください。

持ち込みは完全予約制です。予約が無い場合、
受け入れできません(市ホームページから予
約をしてください)。

ごみ収集年末年始の

会場 期間 休館日
実花公民館 12月2日㈮～6日㈫ 5日㈪
新習志野公民館 12月7日㈬～9日㈮ ー
市民プラザ大久保 12月10日㈯～16日㈮ 13日㈫

市役所 G
グラウンドフロア

F 市民協働スペース 12月19日㈪～23日㈮ ー
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市役所から

固定資産税の軽減措置
～住宅の建て替え中などの場合～

資産税課
住宅用地として利用している土地は、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。令和5年1月1日時点で建て替
え中などの場合は、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。

〈令和5年新春賀詞交歓会〉
式典・パイプオルガンコンサート

総務課
年初めに本市に集う各界各層の人々の交流
の場です。
パイプオルガンの演奏会や福引会を行います。
1月6日㈮受付午後0時30分
習志野文化ホール

講座・催し

「習志野にもあったロシア兵・
ドイツ兵捕虜収容所」資料展

習志野商連地域活性化委員会 三橋
☎ 047（477）5151

捕虜たちが伝えたソーセージ等の食文化や
音楽・スポーツを写真などで紹介
12月1日㈭～1月31日㈫（第2・4火曜日、

年末年始を除く）
市民プラザ大久保

歳末チャリティバザー
市芸術文化協会事務局
☎ 047（475）6821

習陶会による陶芸品の販売（売り上げの一部
を社会福祉協議会へ寄附）
12月3日㈯・4日㈰
モリシア津田沼1階

まもろう平和！
習志野・船橋市民のつどい’22

まもろう平和！
　 市民のつどい実行委員会 鈴木

☎ 090（4719）9084
〈講演〉金平茂紀（ジャーナリスト）
〈音楽〉 立川かずさ（メゾソプラノ）

山内亮子（ピアノ）
12月10日㈯午後1時30分～（午後1時開場）
プラッツ習志野北館市民ホール
1,000円（当日券1,200円）、学生・障がい

者500円
電話

津田沼一丁目商店会フリーマーケット
市商店会連合会　☎ 047（455）1955

12月11日㈰午前10時～3時30分
新津田沼駅2階連絡通路

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
①12月15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谷津公民館②東部保健福祉センター
市内在住でおおむね60歳以上

「環境講座」SDGsを学ぼう
中央公民館　☎ 047（455）3517

SDGsの視点を取り入れながら、身近な環境
問題について学ぶ
12月17日・24日各土曜日午前10時30分

～正午（全2回）
プラッツ習志野北館
各20人
電話（受付は日・月曜日を除く12月2日㈮

午前9時～）

実籾に伝わる伝統のしめ飾りづくり
実花公民館　☎ 047（477）8899

来る年が平和で明るい年になることを願い、
わらを使って実籾に伝わる伝統のしめ飾りを
作る
12月24日㈯・25日㈰各日午前10時～正午
18歳以上（市内在住・在勤・在学優先）

※高校生以下は保護者同伴参加可
各20人
400円
花ばさみ（あれば）・袋（持ち帰り用）
電話（受付は月曜日を除く12月2日㈮午前

9時～）※両日申込不可

楽市フリーマーケット
市商店会連合会　☎ 047（455）1955

12月24日㈯・25日㈰各日午前10時～4時
（雨天中止）
津田沼公園（モリシア津田沼前）

習志野四季のまち歩き
～習志野市内の初詣いろいろ～

ならしのまち歩きコンシェルジュ
☎ 090（9684）6615

丹
に う

生・菊田・誉
こん

田
だ

八幡・大原神社を訪ねる
1月7日㈯午前9時～1時
谷津駅前（集合）
20人
2,000円（昼食代は各自）
電話（受付12月15日㈭まで）

はじめてのパン作り講座
実花公民館　☎ 047（477）8899

米油で作るロールパンやピザパン 他
1月13日・27日各金曜日午前9時30分～

午後0時30分（全2回）
18歳以上（市内在住・在勤・在学優先）
6人
1,300円
エプロン・三角巾・布巾・マスク（着用）・袋

（持ち帰り用）
電話（受付は月曜日・年末年始を除く12月

4日㈰午前9時～）

京葉わかもの就職面接会
ハローワーク船橋

☎ 047（420）8609（部門コード44#）
約12事業社が参加
1月13日㈮午後1時～4時
きららホール（船橋市）

正社員を希望している、おおむね35歳未
満の求職者
各企業9人程度
窓口（電話で要事前予約）

ホール探検！バックステージツアー
習志野文化ホール
☎ 047（479）1212

出演者も入れないルートを案内、パイプオル
ガンに触れるチャンスあり
1月14日㈯①午前10時30分②午後2時
小学生以上
各回25人（申し込み多数の場合抽選）
500円
はがき（希望の時間・参加者全員の氏名・

住所・電話番号・年齢を記入）で〒275-0026
谷津1-16-1 習志野文化ホールへ（受付12月
16日㈮必着）

役立つ！全年齢向け再就職セミナー＆
個別相談会

産業振興課
効率的な就職活動の進め方や仕事の探し方、
応募書類の書き方などを学ぶ
①セミナー②個別相談会
1月19日㈭①午前10時～正午②午後1時

30分～2時、午後2時10分～2時40分、午後
2時50分～3時20分、午後3時30分～4時
プラッツ習志野北館
①就職活動中の人（在職・求職中を問わな

い）②セミナー参加者
①30人②4人
筆記用具・雇用保険受給者証（受給中の

人）・マスク（着用）
電話（受付は祝日・年末年始を除く12月15

日㈭午前8時30分～）

冬のスイーツ講座
実花公民館　☎ 047（477）8899

ココアを使ったブラウニーを作る
1月20日㈮午前9時30分～正午
18歳以上（市内在住・在勤・在学優先）
6人
600円   
エプロン・三角巾・布巾・マスク（着用）・袋

（持ち帰り用）
電話（受付は月曜日・年末年始を除く12月

4日㈰午前9時～）

「音楽を楽しむ」アルパ
～南米のハープを学び・楽しもう～

中央公民館　☎ 047（455）3517
音楽を体験しながら、その国々の音楽にまつ
わる歴史・文化を学ぶ
1月28日㈯午後1時30分～3時30分（午後

1時開場）
プラッツ習志野北館市民ホール

290人
電話（受付は日・月曜日、年末年始を除く

12月2日㈮午前9時～）

スポーツ

「七草マラソン大会」
「市民駅伝大会」のお知らせ

市陸上競技協会　☎ 090（9102）6107
1月8日㈰に開催を予定していた「七草マラソ
ン大会」は、新型コロナウイルス感染拡大防
止策などを検討しながら開催に向けて準備
を進めてまいりましたが、安全対策に万全を
期すことは難しいと判断し、開催を中止します。
楽しみにしてくださった皆さまには申し訳あ
りませんが、ご理解いただきますようお願い
いたします。
「市民駅伝大会」は、1月29日㈰に開催する
予定です。競技方法などは、広報習志野12
月15日号でお知らせします。

「あかね杯」ペア大会
茜浜パークゴルフ場
☎ 047（453）7666

ベストボール方式のパークゴルフ大会
12月23日㈮午前9時～（受付午前8時30

分～）　
35組70人　
1人500円
クラブ・ボール
窓口（受付12月1日㈭午前10時～16日㈮

午後5時）

miniアップキッズ☆
スポーツ振興協会　☎ 047（452）4380

運動の基礎能力向上を目的としたプログラム
（体操・ボール運動・かけっこ等）
1月11日～2月1日の毎週水曜日午後3時

30分～4時30分（全4回）
東部体育館
未就学児（年中・年長）
20人（市内在住優先）
2,000円
室内シューズ
協会ホームページから送信（受付12月1日

㈭午前10時～15日㈭午後5時）※定員に満
たない場合・市外者の受付は12月17日㈯午
前10時～
http://sposhin.org/

NBS杯 ソフトバレーボール大会
習志野ベイサイドスポーツクラブ

047（453）1334
レディース、トリムA（男性40歳未満）、トリム
Ｂ（男性40歳以上）※トリムはコート内男性2
人以下

1月22日㈰午前9時～5時
東部体育館
市内在住・在勤・在学優先
1人200円
メールまたはFAX（チーム名・出場部門・

メールアドレスまたはFAX番号を記入）で習
志野ベイサイドスポーツクラブへ（受付12月
18日㈰まで）※後日、大会要項などを送付
nbs2001@rio.odn.ne.jp

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

1月28日㈯・29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
各日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1
月20日㈮・未登録者1月5日㈭必着

相談

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〉12月8日〈法律〉12月22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（受付は各相談日の2日前

まで、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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習志野警察署　☎047（474）0110問

　千葉県警察では、市民の皆さんを犯罪
や交通事故から守るため、12月10日㈯
から1月3日㈫までパトロールや飲酒運
転取り締まり等を強化します。ご協力を
お願いします。

※数値は令和４年９月末現在の速報値

犯罪発生件数の約３割が自転車盗難です。
最近は、電動アシスト自転車のバッテリーが盗まれる被害も多発しています。

　年末は、日没が早く
なり、交通量も増加し
ます。さらに、飲酒する
機会が増える等、重大
な事故発生が懸念され
る時期です。

冬の交通安全運動 12月10日㈯～19日㈪ 「飲酒運転は絶対しない・させない・許さない」

市内発生件数 222件あなたの自転車が狙われています！！

市内死傷事故発生件数  151件
市内交通事故死者数 １人薄暮時・夜間の事故に注意を！！

電話ｄｅ詐欺の手口で多いのは、
●子どもや孫などを
かたるオレオレ詐欺
●銀行や警察官など
をかたり、キャッ
シュカードを狙う
預貯金詐欺

電話de詐欺にご注意を！！
市内発生件数 44件

●すぐに会社のお金を振り込む必要が
ある
●キャッシュカードの不正使用で交換
が必要
●還付金の手続きを今日中にする必要
がある

このような電話は
「電話de詐欺」です。
必ず家族や警察に
相談してください。

電話de詐欺を見抜くポイント

●自転車を離れるときは、少しの時間でも必ず鍵をかける
●補助鍵も使って必ずツーロック
●管理の行き届いた駐輪場を選ぶ
●電動アシスト自転車のバッテリーは外して保管

自転車盗難を防ぐポイント

●飲酒運転を絶対にしない・させない
●子どもと高齢者への思いやり運転
●全座席シートベルトとチャイルドシートを着用

交通事故を起こさない・遭わないために

電話de詐欺相談専用ダイヤル
☎0120（494）506

ぜ んぽう（前方）
ブ レーキ
ラ イト

特別警戒年末
年始の
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年金相談
国保年金課

社会保険労務士が相談に応じます。
12月14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

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
12月16日、2月17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）

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
12月20日、1月17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）

その他

再就職にハロートレーニング
（公的職業訓練）を活用しよう！

ハローワーク船橋
☎ 047（420）8609（部門コード11#）

ハロートレーニングは、希望する仕事に就く
ために必要な職業スキルや知識を習得する
ことができる公的制度です。詳しくは千葉労
働局ハロートレーニング特設ページをご覧
いただくか、お問い合わせください。

【航空機】離着陸・落下傘降下訓練：8・9・12・14～16・19～21日（午前7時～午後9時）【ヘリコプター】離着陸・落下傘降下訓練：5～9・12～16・19
～21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

12月習志野駐屯地・
演習場の訓練予定

対象者   千葉県内での創業を目指す人
創業に関心のある人、創業間もない人

定　員   30人（申し込み多数の場合は抽選）
会　場   松戸商工会議所
申込方法   千葉県信用保証協会

ホームページから申し込み
問い合わせ   千葉県信用保証協会

成長サポート部
創業サポートチーム
☎043（311）5001

本事業は国の認定を受けた特定創業支援等事業で
す。すべての回に出席した修了者は登録免許税の
軽減などの優遇措置が受けられます。詳しくは市
ホームページをご覧ください。

これから創業を考えている人・創業して間もない人必見！

 創業スクールを開講します

経験豊かな中小企業診断士が講師となり、創業計画
の作成をサポート。最終日には創業経験者の先輩社
長による講演も行います！
※希望に応じて、後日個別相談に対応します。

無料
産業振興課問

日 程   全4回
【1日目】1月14日㈯
●オリエンテーション、自己紹介
●信用保証協会の案内
●ビジネスプランの重要性と概要
●ビジネスモデルの検討
【2日目】1月21日㈯
● ビジネスゲームによる資金・収益
計画

【3日目】1月28日㈯
●マーケティング
【4日目】2月4日㈯
●創業社長講演会
（トークセッション）
● ビジネスプランの
発表会

▲詳しくはこちら

月 日 催物名 時間 料金

12 16㈮

第6回プラッツ習志野 de 落語きき亭
出演者：美々里家朱琳、三崎家桜の輔、
墨亭右柳、若木家元翁、冨田はま松

18:00
～
20:00

700円

12 24㈯

プラッツ習志野オープン3周年記念
特別演奏会
「川口成彦　ピアノリサイタル」
国際コンクール上位入賞の実績をもつ
ピアニストのリサイタル

14:00
～
16:00

前売
4,500円
当日
4,800円

12 28㈬

ときめきランチタイムワンコインプチコンサート
「ぼくたちの響きを　平和の祈りに」
出演者：ベルちゃん Singers　ほか

11:30
～
12:15

500円

1 7
㈯

人形劇「ルルとロロのたからさがし」
絵本「くまのがっこう」から生まれた
双子の女の子ルルとロロと、
一緒にたくさん歌って踊って遊ぼう！

①11:00
～11:45
②13:30
～14:15

1,600円
※2歳未満
の膝上鑑
賞無料

1 29㈰

トリオリサイタル「音楽物語　蜘蛛の糸」
出演者：和田美菜子（歌手）、
西村薫（クラリネット）、齋藤誠二（ピアノ）

14:00
～
16:00

一般
3,000円
学生
1,500円

「市民ホール」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
12-1月

〒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

「教室＆スポーツ」オススメ情報
スポーツ・運動系
日 教室名 対象 時間 参加費 定員
毎週
水曜日

のびのび！
かんたん体操 一般 10:30～（60分） 900円/回 各

15人

毎週
金曜日

ラックスポーツ
体育スクール

年中～年長 15:30～（60分） 入会金
3,850円
6,930円/月
（きょうだい
割引あり）

なし小1～小2 16:30～（60分）

小3～小6 17:40～（60分）

令和4年度 特定健診・がん検診の
受診期限がせまってきました！

　特定健診・がん検診の実施期間は令和5年3月31日
㈮までです。
　定期的な受診が、生活習慣病の予防やがんの早期
発見・早期治療につながります。
　今年度まだ受診していない人は、年度末は混み合
いますので、早めに市内実施医療機関で予約・受診し
てください。乳がん・子宮がん検診は実施期間内であっ
ても医療機関によっては受け付けを
終了する場合があります。予約や受
け付け等、詳しくは直接医療機関へ
お問い合わせください。

健康支援課問

習志野市　各種健康診査・がん検診 検索

な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト

骨髄バンクパネル展

　骨髄バンクへの理解を深めていただくため、パネ
ル展を開催します。ぜひ、この機会にご覧ください。

内　容   
● 各界の著名人から骨髄バンクへ寄せられた応援メッ
セージ
● 移植を受け元気になった患者と提供したドナーの
貴重な体験談
● 骨髄バンクのしくみ

日　程   
12月12日㈪～16日㈮

会　場   
市役所1階展示コーナー

健康支援課問

な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト

広報課問
12月号

放
送
日
時

J:COMチャンネル
（船橋・習志野エリア）
【地デジ11ch】で放送中！

12月5日～11日・19日～25日
※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！

絆を深め、心を通わせるまちづくり
【響け！実籾小学校歌】
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※「成人式」の名称が変わりました

社会教育課問

案内はがき
※対象者には案内はがきを送付しています。届いていない場
合は、社会教育課までお問い合わせください。

12月9日㈮までに、ちば電子申請サービスから送信
または社会教育課に電話
※式典への参加は事前申込制です。申し込みには、案内はが
きに記載の整理番号（宛名右下）が必要になります。

●式典中の途中入退場はできません。
●新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止や
延期、内容を変更する場合があります。
◆詳しくは、市ホームページをご覧ください。

持ち物

申込方法

注意事項

 1月9日㈪　成人の日
 習志野文化ホール

平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれの人
 ※対象者以外は入場できません（介助者は除く）。

日 時
場 所
対 象

二十 歳の門 出 式令和5
年

　公共の場などで、他に空席があるのに隣に座ってく
る人に出会ったことはないでしょうか？そんな時に怖
いと感じたり、どう声をかけていいか分からなかった
ことはありませんか。それはいつも同じ場所に座るこ
とで安心できるため、特定の場所にこだわっているの
かもしれません。このような障がいからくる行動があ
ることを知り、「あたたかく見守る」ということをご理
解ください。

※このイラストは、作成元である横浜市港南区役所の
承諾を得て二次利用をしています。

ひまわり発達相談センター　☎047（451）2922
障がい福祉課

問

障がいからくる行動には
理由があります

広報習志野 2022.12.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

きほう号 巡回予定
12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 6・20㈫

袖ケ浦１丁目マープル津田沼 14:20～14:50
7・21㈬

谷津南小学校 15:10～16:20

袖ケ浦東小学校 14:40～15:50 8・22㈭

津田沼３丁目菊田ハイツ 14:20～14:50
9・23㈮

袖ケ浦西小学校 15:10～16:20

東習志野８丁目会館 14:20～14:50
10・24㈯

泉町３丁目公務員住宅 15:10～15:50

藤崎小学校 14:20～15:50 13・27㈫

第五中学校正門前 14:20～14:50
14・28㈬

津田沼小学校 15:10～16:20

鷺沼小学校 14:40～15:50 1・15㈭

習志野偕生園 13:50～14:30
2・16㈮

実籾小学校 14:40～15:50

谷津公民館 13:50～14:30
3・17㈯

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 14・28㈬汚れや匂いがついた紙、写真や感熱紙など
の特殊な紙はリサイクルできません！注意

「雑がみ」は資源物です！

　本市のごみは約80％が燃えるごみですが、この中には、
多くのリサイクル可能な「雑がみ」が混ざっています。
　雑がみは資源物の日に出しましょう。

クリーンセンタークリーン推進課　☎047（453）5577問

例えば…

トイレットペーパー1巻1ℓの牛乳パック６枚

トイレットペーパーの
芯やティッシュの紙箱
などの「雑がみ」

段ボール

病気・病気回復期のお子さんを
お預かりします

　家庭の事情や仕事の都合な
どで、病気やけが等のお子さ
んのケアが十分にできないと
きに、病院に付設する施設で
一時的にお預かりします。

実施施設   
●津田沼中央総合病院「ケアルームつくしんぼ」
所在地　谷津1-9-17　☎047（471）0844

※ 「キッズケアルームなでしこ」は、令和4年4月1日から
休室しています。再開時には改めてお知らせします。

対象児童   
生後57日から小学校3年生までの子ども
※ 利用には、各施設での事前登録が必要になります（利用当
日の登録は不可）。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、溶連菌、RSウ
イルス等の確定診断がついていないお子さんはお預かり
できません。
♦詳しくは、直接各施設にお問い合わせください。

子育て支援課問

時間 地域区分（中学校区）

受付

午前9時30分～
9時55分

第一中学校、第二中学校、
第四中学校、第五中学校

午前10時～
10時25分

第三中学校、第六中学校、
第七中学校、私立など

開式 午前10時30分～

市・県民税申告出張受付 税理士による確定申告無料相談市民税課問

千葉西税務署　☎043（274）2111問※車での来場はご遠慮ください。

※所得税の確定申告の受け付けは行いませんのでご注意ください。
次の相談・受付は上記会場ではなく、税務署が直接行います。
●譲渡所得がある
●初めて住宅ローン控除の適用を受ける
●申告書などの提出のみ（郵送可）

日　程 受付時間 申告会場
2月1日㈬ 午後1時30分～3時30分 谷津公民館

3日㈮ 午前9時30分～11時30分 実花公民館

6日㈪ 午後1時30分～3時30分 中央公民館
（プラッツ習志野 北館）

7日㈫ 午前9時30分～11時30分 新習志野公民館

8日㈬ 午後1時30分～3時30分 東習志野
コミュニティセンター

9日㈭ 午後1時30分～3時30分 袖ケ浦公民館

日程・会場

申告に必要な書類、筆記用具、マスク（着用）持ち物 申告に必要な書類、筆記用具、
計算機器、マスク（着用）

持ち物

※ 会場が混雑している場合には受け付けを早めに締め切
ることがあります。

2月9日㈭・10日㈮
各日午前9時30分～午後3時

日 程

実籾コミュニティホール
※車での来場はご遠慮ください。

会 場

●小規模納税者の所得税・消費税の申告相談
●年金受給者・給与所得者の所得税の申告相談

対 象

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、なるべくお一人で
ご来場ください。また、できる限り郵送やe-Tax（確定申告のみ）
での申告にご協力ください。

市・県民税申告の出張受付と税理士による確定申告無料相談

※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

■〈DVD鑑賞〉V・リーの名演
「アンナ・カレニナ」

  12月4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
■通常クラス体験会
英語で外国人と交流
  12月10日㈯
午前10時～11時50分
袖ケ浦公民館
ビギン 古橋

☎ 047（451）5656
■昭和歌謡研究会
昭和歌謡をみんなで歌う
  12月11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
■クリスマスリースを作ろう
  12月15日㈭
午前10時～11時30分
香澄6-5-1
500円
地域テラス【Wa!!】 越智

☎ 090（4071）4187
■はじめてのゲートボール
初心者講習会
  12月18日㈰
午前10時～正午
（雨天中止）
谷津公民館前コート
市ゲートボール連盟 荒木

☎ 090（1612）9559
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“明日を奏でる街”
column 共感 信頼 希望 No.109

習志野市長 宮本泰介

　今年も残すところ1か月となりました。
　今年はコロナ禍からの行動制限が緩和され、「市民
まつり習志野きらっと2022」や「ドイツフェア&グルメ
フェスタ2022」、「食とくらしの祭典」をはじめ、市民文
化祭やスポーツ大会等の地域のイベントが開催され、
賑わいが戻ってきました。
　子どもたちの活躍も習志野を盛り上げてくれてい
ます。
　10月22日・23日に名古屋市で開催された学校吹奏
楽の最高峰「第70回全日本吹奏楽コンクール」に第四
中学校吹奏楽部と習志野高校吹奏楽部がそれぞれ
東関東地区の代表として出場し、第四中学校が銀賞、
習志野高校が2年連続25回目となる金賞を受賞しま
した。
　11月5日には、福島県郡山市で「日本学校合奏コン
クール」が開催され、谷津小学校、第一中学校が金賞、
習志野高校が銀賞を受賞しました。
　さらに、11月19日・20日には、大阪城ホールで「小学
生バンドフェスティバル」、「全日本マーチングコンテス
ト」がそれぞれ開催され、大久保小学校、第四中学校、
習志野高校が金賞、第二中学校が銀賞を受賞しまし
た。なお、災害時相互支援協定を結んでいる京都府京
田辺市の今年の市民まつり「たなフェス2022」に習志
野高校奏楽部が招かれたご縁から、当日は上村崇・京
田辺市長も応援に駆けつけてくれました。
　そして、今月18日には年末恒例の「第九」がありま

す。44回目を迎える今回は、市民の皆様に愛され、親し
まれてきた習志野文化ホールが来年3月31日をもって
長期休館となる前の最後の合唱演奏会となります。引
き続き「音楽のまち習志野」の象徴として、音の響きを
重視した多目的ホールとして生まれ変わる予定です。
今年は私も団員として参加し、現在のホールへの感謝
も込めた明日に響く合唱に臨みたいと思います。
　来年早々の1月4日からは「春高バレー」として知ら
れている第75回全日本バレーボール高等学校選手権
大会に習志野高校男子バレー部が14年連続で出場し
ます。
　習志野市の芸術や文化、スポーツを通じた、心豊か
な人間性を育むまちづくりは、いつもすべての世代で
芽吹き、花を咲かせています。
　今年もありがとうございました。
　来年も史上最高の年にしましょう！！

放
課
後
児
童
会

入
会
申
請
受
付

令和 5年度

児童育成課問

市内に居住する小学1～6年生で、保護者が
昼間に仕事などで家庭にいない児童

市内各小学校内（一部児童会を除く）
※詳しくは、市ホームページの児童会一覧をご
覧ください。

平　日：放課後～午後7時
休校日：午前8時～午後7時
※日曜・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は
除く

児童１人につき月額8,000円
（8月のみ9,390円）
※別途、おやつ代月額2,000円を市または運営
委託事業者が徴収します。
また保護者会費などが必要になる場合があります。
※世帯の収入状況により減免制度があります。

【新規の人】12月19日㈪～1月13日㈮に、
必要書類を児童育成課（市役所2階）へ郵送
または持参。
〈受付時間〉平日の午前8時30分～午後5時
〈郵送先〉
〒275-8601　習志野市役所　児童育成課
【継続の人】12月16日㈮までに必要書類を
各児童会へ持参。
※必要書類に漏れがないようご注意ください。

①小学1～3年生の児童および特別な支援
を要する児童の入会を優先に審査
②①を踏まえて小学4～6年生の入会を審査
③入会の決定を、2月中旬
に通知

※必要書類などの詳細は市
ホームページ参照または
お問い合わせください。

対　象 申込方法・期間

入会決定

開設場所

開設時間

費　用

11月20日 全日本マーチングコンテスト金賞を受賞した第四中学校

広報習志野 2022.12.1 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

助産師などによる新生児訪問
健康支援課

助産師または保健師が、あかちゃんのいるお
宅を訪問し、体重測定や育児・授乳などの相
談に応じます（第1子は全員訪問）。
市内在住の生後40日までのあかちゃん
母子健康手帳（別冊）にある『お誕生連絡

カード』に必要事項を記入し、
生後20日までに郵送または、
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

離乳食の進め方、発育・発達の確認など。対
象者には郵送で通知（転入者や通知が届い
ていない人などは要問い合わせ）

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

対象者には郵送で通知（転入者や通知が届
いていない人などは要問い合わせ）
〈1歳6か月児〉令和3年5月生まれ
〈3歳児〉令和元年5月生まれ、6月生まれ（一部）

離乳食教室
健康支援課

日　程 会　場 時間（各回30分）
12月8日㈭ プラッツ習志野南館 午前10時30分

12月13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

個別に歯科衛生士が口の中を観察し、親子
で歯みがき練習を行います。
日　程 会　場 時　間

12月19日㈪ 保健会館 午前10時
午前10時30分
午前11時12月21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 12月 開催園 1月
屋敷幼稚園 6日㈫ 大久保こども園 11日㈬
東習志野こども園 12日㈪ 新習志野こども園 12日㈭
向山幼稚園 13日㈫ 東習志野こども園 13日㈮

藤崎幼稚園 16日㈪
津田沼幼稚園 19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）・こども用名札
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
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。
12月9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

精神科医が相談に応じます。
12月9日・23日、1月13日・27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）　

後期高齢者歯科口腔健康診査
健康支援課

歯と歯肉・口腔機能状況、口腔衛生指導（入
れ歯の人も受診可）
〈実施期間〉12月28日㈬まで
健診実施協力歯科医療機関（要予約、詳し

くは広域連合ホームページ参照）
昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生ま

れの千葉県後期高齢者医療被保険者（受診
票は令和4年5月下旬に郵送済み）
※特例措置として、令和3年度対象者で未受
診者は令和3年5月末に郵送された受診票を
使い、受診できます。
無料（健診後の治療費は有料）
後期高齢者医療被保険者

証・受診票

インフルエンザの
定期予防接種の期限は
12月末まで

例年流行のピークは1月末～3月上旬
です。接種後、抗体ができるまで約2週
間程度、抗体の持続期間は5か月程度
と考えられています。
実施場所
市内協力医療機関など（詳しくは市ホー
ムページ参照または健康支援課へお問
い合わせください）
対　　象
予診票を9月下旬に郵送で送付済み
●令和4年12月末時点で満65歳以上の人
● 満60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の
機能またはヒト免疫不全ウイルスに
より免疫機能に障がいがあり、身体
障害者手帳1級または同程度の診断
を受けている人
自己負担金   1,500円（生活保護世帯に

属する人は無料）

健康支援課問

高齢者
対象

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　12月29日㈭～1月3日㈫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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オミクロン株対応ワクチン接種実施中

最終接種から3カ月以上経過後、接種可能です。
※2回接種していない人は、従来株対応ワクチンの接種です。

接種対象は、12歳以上です
最新情報は、

市ホームページで
ご確認ください。

習志野市　コロナワクチン 検索

市ホーム
ページへ

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

商品券事務局　☎0570（055）059問習志野市プレミアム付き商品券

を
販売！

月～金曜日（祝日を除く）：午前9時～午後5時
土・日曜、祝日（年末年始を除く）：午前10時～午後3時

加盟店などの詳細や
申し込みはこちらから▶申込状況により、再販する場合があります。

申込期間

申
込
方
法

当選者に専用ウェブページ上で販売します。
（クレジットカード払い、コンビニ払い等に対応）
支払い確認後、電子券を取得できるURLを通知します。

当選者にコンビニ払いできる振込用紙を送付します。
支払い確認後、紙券（500円×12枚つづり）を送付します。②紙　券

販売方法

※6,000円分の利用ができます。
※購入申し込みは1人4セットまで。
申し込み多数の場合、抽選となります。

販売価格
1セット5,000円

市内在住・在勤・在学販売対象者

2月28日㈫使用期限

●電子券と紙券で使用できる店舗が異なる場合があります。　●電子券の使用には、二次元コードが読み込めるスマート
フォンまたはタブレット端末が必要です。　●電子券は1円単位、紙券は500円単位で使用できます。つり銭は出ません。

注意事項

2020202020202020202020202020202020202020202020%%%%%%%%%%%%%おトク!!

20%おトク!!

　物価高騰や新型コロナウイルス感染症の影響など
で停滞した地域経済の活性化のため、飲食・販売・
サービス業など市内加盟店で使える20％のプレミア
ムが付いた商品券を販売します。
　今回は、ウィズコロナ時代に向けた安全・安心な環
境づくりのため、電子券・紙券の2パターンを販売。
並んで購入する必要はありません。ぜひご利用ください！

12月1日㈭～12月14日㈬（必着）

総人口… 175,072人 （175,565人）
男……… 87,037人 （87,370人）
女………  88,035人 （88,195人）
世帯数… 83,209世帯（82,810世帯）

（ 　　）内は
R3.11.1時点

※住民基本台帳
に基づく

市の人口
R4.11.1時点

①電子券

専用ウェブページ①電子券

A. 専用ウェブページ
B. 専用申込用紙を以下の申込先に送付（市内在住者のみ）
 〈申込（送付）先〉
 〒811-3425　福岡県宗像市日の里1-2-2-701
 商品券事務局「習チケ♪プレミアム受付」

②紙　券
申
込
用
紙
配
布
場
所

市役所総合案内
　（市役所GF・1階）
産業振興課(市役所4階)
習志野商工会議所
習志野市商店会連合会

※市ホームページからも
　ダウンロードできます。

グラウンドフロア

【内容】申込方法から使い方まで
【日時】12月8日㈭午後1時30分～2時30分
【場所】保健会館　【申し込み】電話・ウェブ

説明会を
開催！

※本事業は習志野商工会議所に委託し、Gigi株式会社（福岡県）が事務局を行っています。
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