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協働政策課問

　「まちづくり会議」は、町会・自治会等をはじめ、地
域に関わるさまざまな人と市の地域担当職員で構成され
る組織で、地域の問題を解決するためにみんなで考え、
相互理解を深めることを目的として活動しています。

●地域の交流の場  ●情報を交換する場 
●地域の話し合いの場  ●役割を決め、実行に移す場 
●地域における意見や要望などを直接市政に反映させる場

　各まちづくり会議では、地域の問題点や改善点などを話し合
い「まちづくり会議からの要望」として市へ提出しています。提
出された要望については、市で内容を精査し、次年度予算への
計上を検討します。
　令和３年度に各まちづくり会議から提出された237件の要
望は、下のグラフのとおりです。
　要望の詳細については、市の地域担当職員から各まちづくり
会議へ直接回答する他、市ホームページで公開しています。

道路の安全対策として、車道幅員を減少し、路側帯を拡張しました。
（例：大久保・泉・本大久保・新栄地区）

　※構成員は地域に
　　よって異なります。

あなたの力が地域の力に！
協働のまちづくり！
ま ち づ く り 会 議

まちづくり会議の活動紹介 谷津・向山地区Vol.11

まちづくり
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まちづくり
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❶要望 ❷依頼 ❸協議

❹結果報告

❺住民へ回答

まちづくり会議の要望処理ルート

令和３年度に反映したまちづくり会議からの要望

まちづくり会議から提出された要望の内訳

合計
237件

合計
237件

道路の
維持管理、
改善など

118件（50％）

令和4年度
予算で対応
35件（15％）

令和4年度以降の
予算で対応・検討
12件（5％）

他機関へ依頼
40件（17％）

対応不可
54件（23％）

その他
31件（13％）

令和3年度
予算で対応
65件（27％）

公園・街路樹の
維持管理、改良など
35件（15％）

カーブミラーや
防犯灯の設置
26件（11％）

防災に関する要望
10件（4％）

下水、河川、
ゴミ問題
7件（3％）

学校、幼稚園に
関する要望
6件（3％）

自治活動、防犯に
関する要望
3件（1％）

その他
32件（13％）

要望別グラフ 対応別グラフ

まちづくり会議とは1

まちづくり会議からの要望5

まちづくり会議構成員・イメージ3

まちづくり会議の役割2

各地区のまちづくり会議4

　谷津・向山地区まちづくり会議は、よりよい「まちづくり」
のため、地域と行政が互いに理解を深めることを目的に長
年にわたり活動しています。
　会議の構成員は、谷津連合町会に加入する町会などの
長、学校長など、民生委員、高齢者相談員、赤十字奉仕団
員、消防分団長など「まちづくり」の担い手となるメンバー
と行政関係者です(50団体100人)。
　令和３年度は、コロナ禍のため、開催は１回のみでした

が、例年は年５回開催し、通学路や地域犯罪など地域に密
着した諸問題について情報交換するとともに、地域住民の
要望を行政に伝えています。さらに、「まちづくり会議だよ
り」を発行し、町会会員などに情報提供しています。
　同会議には、新市街である奏の杜地区の人も参加し、歴
史のある谷津・向山地区居住の人とともに、その新たな
「まち」の息吹をエネルギーに一層のよりよい「まちづくり」
に取り組んでいきます。

東習志野・東習志野・東習志野・東習志野・

本市では、小学校区を基本に、
16の地域で「まちづくり会議」が
それぞれの地域の特性を生かし、
さまざまな活動をしています。

実施前 実施後

習志野市　まちづくり会議 検索

谷津・向山地区まちづくり会議風景（谷津小学校体育館にて）
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地区 会場 地区 会場

谷津・向山 谷津
コミュニティセンター 藤崎 ふじさきふれあい

センター

谷津西部 谷津
コミュニティセンター

大久保・泉・
本大久保・新栄 市民プラザ大久保

津田沼 サンロード津田沼 本大久保 プラッツ習志野

津田沼北部 津田沼一丁目
町会会館　他 屋敷・花咲 屋敷会館

袖ケ浦東 袖ケ浦東小学校 実籾・新栄 実籾消防会館、実籾
コミュニティホール

袖ケ浦西 袖ケ浦公民館 東習志野・実花 東習志野
コミュニティセンター

鷺沼 鷺沼連合会館
ヴィラージュ 秋津・茜浜 ゆいまーる習志野

鷺沼台 杉の子こども園 香澄・芝園 香澄集会所

※会場が変更になる場合があります。
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子どもの健やかな成長をみんなのやさしさで支えるまち習志野
習志野市で利用できる「子育て期」のサポートの一部を紹介します！

ならしの子育てハンドブック ならしの孫育てハンドブック
　習志野市での妊娠期からの子育てに関
するサービスや、利用できる施設などの情
報をまとめて紹介しています。

　子育ての今と昔の比較や、成長に合わせた
孫との関わり方、今どきの育児などを分かり
やすく解説しています。これで、おじいちゃん・
おばあちゃんも安心して孫育て！

子育てに役立つ情報

●子育て支援課
●各こどもセンター、
　きらっ子ルームやつ など

配布場所

子育て支援課問

ならしのファミリー・サポート・センター（子育て支援課内）
☎047（452）3533

問

こども保育課問

●子育て支援課
●各こどもセンター、きらっ子ルームやつ など

配布場所

子育て支援課問

子育て支援課問

子育て支援コンシェルジュ 養育・育児相談
　さまざまな研修を受けたコンシェルジュ
が、子育て支援サービスの紹介や子育ての相
談に応じます。気軽にご相談ください。

　子ども家庭総合支援係(子育て支援課内)で
は、18歳未満のお子さんの養育や育児などに
関する相談に応じます。児童虐待の相談・通告
も受け付けています。

困ったときの相談

●各こどもセンター、きらっ子ルームやつ
●こども部窓口（市役所2階）

問い合わせ・実施場所

ひとり親家庭相談
　ひとり親家庭の自立に向けた就労など生活
全般の相談に応じます。

子育て支援課問い合わせ・実施場所

子育て支援課問い合わせ・実施場所

こどもの発達相談
　ひまわり発達相談センターは、成長や発達に
心配のあるお子さんとその家族を支援する施
設です。電話でも相談を受け付けています。

ひまわり発達相談センター　
☎047（451）2922

問い合わせ・実施場所

一時保育 病児・病後児保育
（事前登録制）　通院や仕事などのため、一時的にお子さんの保育が

困難なとき等にお預かりします。
※一部の保育所・こども園のみの実施です。

　お子さんが病気やけがで集団生
活や家庭での保育が困難なとき、
一時的にお預かりします。

もしものときの預かりサービス

満6カ月～就学前のお子さん利用できる人

生後57日～小学3年生のお子さん利用できる人
ファミリー・サポート・センター
　子育ての援助を受けたい人(利用会員)と援助ので
きる人(提供会員)が相互の協力により地域で支え合
うシステムです。提供会員の募集もしています。

津田沼中央総合病院
「ケアルームつくしんぼ」　

実施施設

フレー !
フレー !子育て！！

※千葉県済生会習志野病院「キッズケアルームなで
しこ」は、休室しています。再開の際には改めてお知
らせします。

こどもセンター（予約制）
　親子で自由に遊び、交流できる場です。子育てに関する相談や学習会なども行っています。

親子で遊べる集える場所

その他のサービス

月～土曜日（祝日、年末年始を除く） ①午前9時～11時30分 ②午後1時～3時30分利用日時

水～月曜日（祝日、年末年始を除く）
①午前9時～11時30分
②午後1時～3時30分

利用日時

谷津5-5-3 ステージエイト1階所在地

市内在住の乳幼児とその家族利用できる人

市内在住の主に0～3歳の乳幼児とその家族利用できる人

市内在住の乳幼児とその家族利用できる人

各回7～10組定員

各回4組定員

047(475)5544電話

各市立保育所・こども園こどもセンター・幼稚園
※施設によって開放日時が異なります。

場所

こども保育課・各施設問

市内在住の乳幼児とその家族利用できる人
各市立幼稚園・こども園場所

こども保育課・各施設問

各こどもセンター問

子育て支援課問

子育て支援課問

きらっ子ルームやつ（予約制） 子育てふれあい広場
　親子で気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中
で交流できます。

　プレーパークとは、誰でも遊べる
野外の遊び場です。
　「自分の責任で自由に遊ぶ」がモッ
トーで、子どもたちの好奇心を大切
にしています。
　子どもの想像力は無限大！木や布
なども遊び道具のひとつです。何歳
からでも参加できます。
　子どもの自主性を生かして自然の
中で遊んでみませんか。

●こどもセンター（鷺沼）
●プラッツ習志野

保育所・こども園・幼稚園　施設開放

プレーパークで遊ぼう！

ひまわり発達相談センター
☎047（451）2922

問

　子育てには悩みが
つきもの。子どもの
育ちを応援する情報
を掲載しています。

　さまざまな遊具がある幼稚園・こども園の園
庭や遊戯室で、親子で自由に遊び、園児との交
流も楽しめる場です(雨の日も開催)。利用の際
は事前にお問い合わせください。

子育て応援ステーション
　公共施設の他、薬局などに協
力いただき、外出時に授乳やお
むつ交換などができるスペース
を設置しています。

こどもセンター 所在地 電話
鷺沼※

東習志野
杉の子
袖ケ浦
大久保
新習志野

鷺沼1-8-24
東習志野3-4-1
本大久保2-3-15
袖ケ浦2-5-3
泉町3-2-1
香澄4-6-1

☎047(452)3711
☎047(477)0840
☎047(455)5002
☎047(408)0582
☎047(478)6690
☎047(451)3011

※園庭のみの利用は予約不要（人数制限あり）

この
マークが
目印♪

　地域の親子の交流の場、子育ての相談の場と
してご利用いただいています。利用の際は事前に
お問い合わせください。

実施場所

広報習志野 2022.5.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

54



習志野産「彩誉」
販売店

衝撃のにんじん

「彩誉」「彩誉」
販売店販売店

にんじん

国道14号

県道長沼船橋線（東金街道）JR津田沼駅
新津田沼駅

実籾駅谷津駅 京成津田沼駅
京成大久保駅

JR新習志野駅

京葉道路

　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。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？

市内在住・在勤・在学の人
筆記用具・マスク（着用）
体調が悪い際は早めにご連絡の上、
欠席してください。

保育付き・
土曜日開催・
オンライン
講座あり！

高齢者支援課問

対　象
持ち物

予定表4月～9月

注意事項

※新型コロナウイルス感染症の影響などで、変更・中止になる場合があります。
市ホームページへ

認知症サポートキャラバン ロバ隊長

認知症サポーター養成講座

　本市では、古くから春夏にんじんの生産が盛んで、
昭和42年には国の指定産地となり、現在は『彩誉』と
いう品種が主に栽培されています。
　収穫時期の5月・6月を「キャロット月間」として、「習
志野市の農業」に対する理解を深めるとともに、食育
活動を行っています。

環境にあった美味しいにんじんを目
指し、品種開発メーカーと本市の農
家が試験を重ねて誕生。クセがな
く、色鮮やかで、糖度が10度を超
すこともあるとても甘いにんじん
です。加熱調理はもちろん、生で
もおいしく食べられます。

キャロット月間

キ
ャ
ロ
ッ
ト

月
間
と
は

みんなのお店
谷津2-20-10
　　　 火・木・土曜日
午前10時～午後5時
営業日

しょいか～ご習志野店
実籾本郷34-1
☎047（472)1831
　　　 水曜定休
午前9時30分～午後6時
営業日

産業振興課問

『彩誉』
の
特徴

環境にあった美味しいにんじんを目

ナラシド♪ が

目印

な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト

イオン津田沼店
津田沼1-23-1
☎047（455）6000
　　　 年中無休
24時間営業（食料品売場）
営業日

江口農園
船橋市田喜野井1-18-1
☎047（472)1795
　　　 月・水・金曜日 午後3時～売切れまで営業日

生涯スポーツ課問

本市では、生涯スポーツの推進を図り、市民の皆さんの健康・体力の保持増進や
地域のコミュニティづくり等を目的に、習志野市スポーツ奨励大会を年5回開催しています。

1.オール習志野歩け歩け大会

2.ニュースポーツフェスティバル

3. 4. 5.

令和４年度

習志野市スポーツ奨励大会

6月５日㈰（荒天時12日）開催日
茜浜緑地（多目的広場入口付近）集合場所
①海岸3kmコース ②海岸5kmコース
受付：午前8時45分～9時　開会式：午前9時15分～
スタート：午前9時30分～(1m間隔での時間差スタート)

コース

100円(保険料)費　用
5月10日(火)までに
ちば電子申請サービスから送信または
生涯スポーツ課へ電話（要事前申し込み）

申し込み

コミュニティ
バレーボール大会

７月３日㈰開催日

袖ケ浦体育館・
袖ケ浦少年サッカー場

競技性を重視せずレクリエーションの一環として誰もが気
軽に楽しむことを目的としたスポーツです。前回開催時は、
わなげ・ボッチャ・ドッヂビー・スポーツ吹き矢・グラウンド
ゴルフを行いました。会　場

数種目のニュースポーツが体験できます。
※種目は、現在企画中です。

内　容

12月4日㈰開催日
東部体育館・
第四中学校

会　場

一般の部、小学生の部部　門

パークゴルフの
つどい
10月30日㈰開催日
茜浜パークゴルフ場会　場
大人と小学生のペア、
小学生同士のペア

部　門

令和5年2月12日㈰
（荒天時19日）

開催日

第一カッターフィールド会　場
小学3年～6年生　
※7人制（各地区2チームまで）

部　門

女子
サッカー大会

初夏の習志野を爽やかに歩こう！

ニュースポーツ
とは？

な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト
グラウンドゴルフグラウンドゴルフ ボッチャボッチャ わなげわなげ

詳しくはこちら

※内容は、変更・中止になる場合があります。
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日時 場所 定員 申込期限 備考 申し込み・問い合わせ

5月21日㈯
午後2時～3時30分

谷津
コミュニティ
センター

10人 5月13日㈮
谷津高齢者相談センター
☎ 047(470)3177
 047(472)0188

7月23日㈯
午前10時～11時30分

総合福祉センター
機能訓練室

10人
（5組） 7月15日㈮ 小学4～6年生と

その保護者を優先して
受け付け

秋津高齢者相談センター
☎ 047(408)0030
 047(451)1113

8月18日㈭
午前10時～11時30分

オンライン
（Zoom） 10人 8月8日㈪

9月27日㈫
午後1時30分～3時

総合福祉センター
機能訓練室 10人 9月20日㈫ 

5月25日㈬
午後2時～3時30分

津田沼3丁目
第3町会会館 10人 5月18日㈬

津田沼・鷺沼高齢者相談センター
☎ 047(408)1600
 047(408)1610

5月26日㈭
午後2時～3時30分 市民プラザ大久保 20人 5月19日㈭ 屋敷高齢者相談センター

☎ 047(409)7798
 047(409)77937月30日㈯

午前10時～11時30分
プラッツ習志野
北館

10人
（5組） 7月25日㈪

小学4～6年生と
その保護者を優先して
受け付け

5月14日㈯
午前10時～11時30分

地域交流プラザ
ブレーメン習志野 10人 5月6日㈮

東習志野高齢者相談センター
☎ 047(470)0611
 047(470)0612

6月24日㈮
午前10時～11時30分

市役所
3階大会議室 20人 6月17日㈮ 保育付き（10人まで）

習志野市役所　高齢者支援課
☎ 047(407)4560
 047(453)9309

※市ホームページからも申し込み可
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男女共同参画センター　☎047(453)9307問

　私たちの性は、「男性」と「女性」の2つだけではありません。
　一人ひとりに個性があるように、性を構成する要素ごとにグラ
デーションがあり、性のあり方は多様です。

●性別への違和感について、教員や同級生が
笑いのネタにしたため、その場の空気で一緒
に笑わざるを得なかった。
●パートナーが入院したが、病院での付き添い
や看護をさせてもらえなかった。
●住居を借りる際、住民票の性別記載が外見
と異なることを理由に大家から断られた。

LGBT法連合会「性的指向および性自認を理由とするわた
したちが社会で直面する困難のリスト（第3版）」より抜粋

～意識を変えた会話を心掛けよう～
●自分の周りにはいないと思い込んだ会話を
しない。
●噂話で相手を傷つけることはもちろん、本人
の同意なく他人に話さない。

からだの性（生物学的な性）
×

こころの性（自分が認識している自分の性）
×

好きになる性（どの性を好きになるか）

●からだの性とこころの性が一致しないトランスジェンダー
●こころの性と好きになる性が同じレズビアン・ゲイ
●好きになる性が「男性」「女性」どちらにも向くバイセクシュアル
●どちらにも向かないアセクシャル
●こころの性を決めていない・決まっていないクエスチョニング
など性のあり方はさまざまです。
個人の趣味や一過性のものではなく、本人の意思で変えられるも
のではありません。

※LGBTはレズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーの
頭文字をとって組み合わせた性的少数者を表す言葉の一つです。

性のあり方（セクシュアリティ）とは

もっとＬＧＢＴを知る講座詳しく
知りたい
人に

当事者の困りごと

理解の輪を広げるために

日　　時 5月28日㈯午後2時～4時
参加方法 ①会場　サンロード津田沼6階大会議室（定員20人）
 ②オンライン（Zoom）（定員50人）
保　　育 要予約　対象：満6カ月～小学3年生（定員5人）

5月20日㈮までに
①ちば電子申請サービスから送信
②参加申込書（市ホームページに掲載）に
　記入し、FAXで男女共同参画センターへ
　047(453)9327

申込方法

FAX

～自分らしさ、あなたらしさを尊重するために～
申し込みは
こちら

広報習志野 2022.5.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

市役所から

全国瞬時警報システム（ Jアラート）の
試験放送

 危機管理課
全国一斉情報伝達試験に伴い、防災行政無
線の試験放送を行います。
 5月18日㈬午前11時ごろ

献血にご協力ください
 社会福祉課

 5月19日㈭午前10時～11時45分、午後1
時～4時
 市役所1階展示スペース
 16～69歳（65歳以上の人は60～64歳の
間に献血経験のある人）
※1980年以降、欧州・サウジアラビアに6カ月
（英国は年代によって1カ月）以上滞在した人、
当日の体調が優れない人はお断りする場合
あり

経済動向調査にご協力ください
 産業振興課

市内経済および市内事業者の状況を把握し、
効果的な経済支援策を検討する際の一助と
することを目的に、調査を行います。
調査票が届いた市内事業者の皆さんはご協
力をお願いします。
調査時期：7月（予定）
受託事業者：東京商工リサーチ千葉支店

安全で安心なまちづくり協議会委員の募集
 防犯安全課

安全で安心なまちづくりに関する施策などの
調査・審議
任期：7月1日～令和6年6月30日（2年間）
 市内在住・在勤・在学の満20歳以上
 2人
 郵送または持参で「習志野市の犯罪のな
い安全で安心なまちづくり」をテーマに1,200
字程度にまとめたレポートを作成し、所定の
申込書（防犯安全課で配布、市ホームページ
掲載）を添えて〒275-8601習志野市役所防
犯安全課へ（受付5月18日㈬必着）

講座・催し

季節のあ～と「チュウシャクシギの紙ひこうき」
  谷津干潟自然観察センター

☎047（454）8416

 5月1日㈰～29日㈰の毎週土・日曜、祝日
午後2時45分～3時30分
 10人　  入館料
 窓口（受付当日午後2時30分～）

マイクロプラスチックを使って
ハーバリウムを作ろう！

  谷津干潟自然観察センター
☎047(454)8416

 5月3日（火祝）①午前10時～11時②午前11
時～正午③正午～午後1時
 小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
 各回10人　
 500円（別途入館料）
 窓口（受付当日午前9時30分～）

マイクロプラスチックを使って
ネックレスを作ろう！

  谷津干潟自然観察センター
☎047(454)8416

 5月3日（火祝）午後1時30分～3時
 小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
 10人　
 400円（別途入館料）
 窓口（受付当日正午～）

習志野市の石碑紹介（津田沼編）
  菊田公民館　☎047（452）7711

市内に点在する石碑の紹介と解説（先着50
人に石碑巡りマップを配布）
 5月10日㈫～6月30日㈭（休館日を除く）

不登校・ひきこもりからの就労講演会
 ふなばし地域若者サポートステーション

☎047（437）6003
 5月11日㈬午後1時～3時

（午後0時30分開場）
 サンロード津田沼6階
 15～49歳の求職中またはニート・ひきこ
もり状態にある人とその保護者、関係支援機
関に所属する人
 30人　
 電話またはメール
 funasapo@secondspace.jp

ウクレレ・ギター教室
 プラッツ習志野　☎047（476）3213

初心者と中級者の2コースに分かれ、幅広い
曲目を練習します。
 5月12日・19日、6月2日・16日各木曜日
ウクレレ:午後2時30分～（初級）、午後3時
30分～（中級）
ギター:午後4時30分～（初級）、午後5時30
分～（中級）
各回45分間（全4回）
 プラッツ習志野北館　  10歳以上
 各クラス6人　  10,000円
 各楽器（一部貸し出しあり）・筆記用具
 窓口

習志野四季のまち歩き
～5月のバラに誘われて～

 ならしのまち歩きコンシェルジュ
☎090（9684）6615

船橋大神宮・谷津干潟・谷津バラ園・谷津商
店街の散策
 5月14日㈯午前9時30分～2時
 京成大神宮下駅前（集合）　  20人
 1,200円（昼食は各自）
 電話（受付5月7日㈯まで）

暮らしたのしむスクール
 プラッツ習志野　☎047（476）3213

企画のつくり方から効果的な情報発信や仲
間づくりの方法まで〈暮らしをたのしむつく
り手〉になるためのノウハウを学ぶ連続講座
 5月14日・21日、6月4日・25日各土曜日午
前10時～正午（全4回）
 プラッツ習志野北館フューチャーセンター
ならしの　  18人（オンライン参加も可）
 1回1,500円（連続割引あり）　  筆記用具
 プラッツ習志野ホームページから送信
 https://narashino-future.jp/news/5117.html

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
 ①5月20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新習志野公民館②東部保健福祉センター
 市内在住でおおむね60歳以上

住民税非課税世帯等臨時特別給付金

（1世帯あたり10万円給付）の

申請はお済みですか？
生活相談課問

2月中に対象者へ送付した「確認書」※の返送期限が
迫っています。確認書が届いた皆さんは、返送期限を
過ぎないようご注意ください。

申請方法
確認書に記載されている口座番号および
確認欄①・②を確認・修正し、署名欄など
を記入し、ポストに投函。

問い合わせ
●生活相談課
　給付金担当
　☎047(453)9205

●内閣府コールセンター
　（制度について）
　☎0120(526)145
　午前9時～午後8時
　（土・日曜、祝日を除く）※住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給要件確認書

確認書
送付世帯

●非課税世帯
●令和3年12月10日時点で世帯全員の
　令和3年度分住民税均等割が非課税の世帯

返送期限 5月20日㈮（消印有効）

確認書の返送期限が迫っています!!

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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レッツ！エクササイズ
～プロのインストラクターによる指導～

  総合福祉センター内さくらの家
☎047（451）3566

 5月21日・28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
 電話または窓口（受付月～土曜日（祝日を
除く）午前9時～4時）

「platz Morning Market」プラッツ習志野朝市
 プラッツ習志野　☎047（476）3213

市内の店舗・作家が出店する隔月開催の朝市
 5月21日㈯午前10時～1時
 プラッツ習志野北館出会いのひろば

料理教室「新緑の季節に…おしゃれ＆
ヘルシー コロッケアラカルト」
 企業局営業料金課　☎047（475）3305

とろ～りチーズのライスコロッケ・ハーブ入り
ポテトコロッケ 他
 5月26日㈭午前10時30分～1時30分
 プラッツ習志野南館
 企業局のガス・水道供給エリア在住の18歳以上
 16人（申し込み多数の場合抽選）　  500円
 エプロン・三角巾・ハンドタオル・筆記用具・
マスク（着用）
 市ホームページから送信、電話またはFAX

（開催日・住所・氏名・年齢・日中連絡の取れ
る電話番号を記入）で企業局営業料金課「料
理教室」担当へ（受付5月11日㈬まで）
 047（493）8989

お笑いサロン「小ばなし・落語入門講座」
 プラッツ習志野　☎047（476）3213

落語の基礎から模範講座まで、子どもから大
人まで楽しく学べます。
 5月28日、6月11日、7月9日各土曜日午前
9時30分～11時30分
 プラッツ習志野北館　  小学4年生以上
 各日25人　  1,000円　  筆記用具
 電話または窓口

30周年記念「パレットコンサート～春～」
  新習志野公民館　☎047（453）3400

1部:獅子舞「新
しん

習
なら

囃
ば や し

子」
2部:アンサンブルコンサート「習志野シンフォ
ニックブラス」
 5月29日㈰午後1時30分～3時30分
 18歳以上　  60人
 電話（受付5月3日（火祝）午前9時～）

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

 5月30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（受付月・火・木曜日午後1時～4時、5
月26日㈭午後4時まで）

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
 6月3日・10日・24日、7月1日各金曜日午
前9時30分～11時30分
（その他現場実習2日間あり）

 総合福祉センター内いずみの家
 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、または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・動きやすい服装・マスク（着用）
 電話（受付5月27日㈮まで）

伝統文化「お琴・三絃親子教室」
 習志野お琴・三絃サークル

☎090（6349）9945
 6月4日、7月2日、8月6日・20日、9月3日、
10月1日、11月5日、12月3日、令和5年1月7
日各土曜日午後2時～5時（10月22日㈯発表
会）※全10回、2グループ制、振替制度あり
 プラッツ習志野北館
 年少～中学3年生の初心者
 15人（子どものみの参加可）
 1回500円
 電話またははがき（住所・氏名・年齢・学校
名（学年）・保護者名・電話番号・お琴か三絃
のどちらを希望するかを記入）で〒275-0014
鷺沼2-5-10-202 習志野お琴・三絃サークル 
植谷へ（受付5月23日㈪消印有効）

歴史講座「土器っと古代と習志野の土器」
  新習志野公民館　☎047（453）3400

勾玉作りや本市の土器について学ぶ
 6月4日・11日・25日各土曜日午前10時～
正午（全3回）
 18歳以上　  15人　  300円
 電話（受付5月3日（火祝）午前9時～）

伝統文化「親子いけ花教室」
 市華道協会 小笠原
☎  047（448）7477

 6月11日㈯午後1時～3時（以降令和5年1
月まで全8回）
 サンロード津田沼5階
 小学1年～中学3年生（子どものみの参加可）
 20人
 1回1,200円（11月～1月は1,700円）
 はさみ・雑巾・袋（持ち帰り用）
 電話（受付5月15日㈰まで）※詳しくは要
問い合わせ

スポーツ

市クレー射撃春季競技大会
 市クレー射撃協会

 ncpsa25@gmail.com
 5月15日㈰受付午前8時～9時
 成田射撃場（印西市）
 市内在住・在勤・在学　  30人
 5,500円（協会会員5,000円）※参加賞あり
 猟銃所持許可証・火薬類譲受許可証・マス
ク（着用）

あかね杯パークゴルフ大会
  茜浜パークゴルフ場

☎047（453）7666
 5月27日㈮午前9時～（受付午前8時30分～）
 72人　  1,000円　  クラブ・ボール
 窓口または電話（受付5月1日㈰～）

スポーツ協会コラボ企画
「ジュニア育成スクール」

 スポーツ振興協会　☎047（452）4380
体づくりと運動能力向上を目指す
 6月2日～8月25日の毎週木曜日（祝日を
除く）①午後5時～6時30分②午後7時～8時
30分（セレクションにより①②を決定）※全
12回
 袖ケ浦体育館
 小学4年～中学3年生　
 各20人（市内在住・在学優先）
 月3,000円　  室内シューズ
 協会ホームページから送信（受付5月1日
㈰午前10時～16日㈪午後5時）※申し込み
多数の場合抽選、定員に満たない場合は5月
18日㈬～受付
 http://sposhin.org/

クライミングウォール
利用者カード取得講習会
 スポーツ振興協会　☎047（452）4380
 6月4日㈯午前9時～正午
 東部体育館
 小学生以上（小学生は保護者も要参加）
 25人　  1,000円
 動きやすい服装
 協会ホームページから送信（受付5月1日
㈰午前10時～）
 http://sposhin.org/

バレーボール教室
 スポーツ振興協会　☎047（452）4380

基礎動作からゲームの進め方までゆっくり学
ぶママさんバレー
 6月7日～28日の毎週火曜日午前9時～11
時（全4回）
 袖ケ浦体育館

 女性（市内在住・在勤・在学優先）※2歳～
未就学児保育あり（定員5人、1日250円）
 30人　  2,600円　  室内シューズ
 協会ホームページから送信（受付5月1日
㈰午前10時～16日㈪午後5時）※定員に満
たない場合5月18日㈬午前10時～受付（市
外者も可）
 http://sposhin.org/

相談

年金相談
 国保年金課

社会保険労務士が相談に応じます。
 5月11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（法律）
 総合福祉センター内さくらの家

☎047（451）3566
 5月26日㈭午後1時30分～3時30分

 市内在住の60歳以上
 3人　  相談に関する資料
 電話（受付5月24日㈫まで）

その他

国民生活基礎調査
 習志野保健所（習志野健康福祉センター）

☎047（475）5151
本市では一部の地区が調査対象地区となっ
ています。
調査は6月に予定していますが、その準備と
して予備調査を行っています。
調査員が伺う場合がありますので、ご協力お
願いします。

【ヘリコプター】離着陸訓練：6・9・16・17日（午前7時～午後9時）【航空機】落下傘降下訓練：12・13・18・19日（午前7時～午後6時）、25・30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

5月習志野駐屯地・
演習場の訓練予定

放
送
日
時

広報課問
5月号

我がまちを守る
～出動！学生消防団員～

J:COMチャンネル
（船橋・習志野エリア）
【地デジ11ch】で放送中！

5月2～8日・16～22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

YouTubeでも
ご覧いただけ
ます！

＼あなたのブロック塀等は大丈夫ですか？！／
ブロック塀等の撤去に最大10万円
補助します！

　過去に発生した地震で
は、ブロック塀等※が倒壊
し、尊い命が失われると
いう痛ましい事故が発生
しました。倒壊したブロッ
ク塀等は、人的な被害だ
けでなく、避難や救助活
動に大きな支障を来す恐
れがあります。
　ブロック塀等は、その
所有者・管理者による適
正な維持管理が求められています。この機会にぜひ
ご検討ください。
※ブロック塀等… コンクリートブロック造、石造、れんが造、

その他これらに類する壁（補強コンクリー
トブロック造の塀を含む）

建築指導課問

補助対象
●道路に面している　●原則、高さが1.2ｍ以上である
●危険な塀等である
補助額

次の①～③のうち少ない額を補助
①撤去に掛かる費用×1/2
②撤去する塀の長さ（ｍ）×１万円
③10万円
受付期間
5月6日㈮から補助件数に達するまで（補助件数：10件予定）
詳しくは、建築指導課にお問い合わせください。

（出典：（一財）消防防災科学センター）

対象者   これから創業を考えている人、
創業間もない人

定　員   30人（応募者多数の場合は選考）
費　用   無料
会　場   習志野市役所3階会議室
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

創業プラン作成スクール
【特定創業等支援事業】

　経験豊かな中小企業診断士が講師となり、創業計
画の作成をしっかりとサポートします。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。

▲詳しくはこちら

無料

【1日目】 7月2日
● ビジネスプランの重要性
と概要
● ビジネスモデルの検討
●  競合分析

【2日目】 7月9日
●  信用保証制度と信用保証
協会のご案内
●  設備投資の考え方
●  収益計画作成のポイント
● ビジネスゲームによる資
金管理
●  決算書の成り立ち

【3日目】 7月16日
●  資金調達と金融機関との
付き合い方
●  マーケティングとホーム
ページ

【4日目】 7月23日
● 創業社長によるトーク
セッション
● ビジネスプランの発表会
● 交流会

※ 希望に応じて、後日個別
相談に対応します。

日 程   全4回 各土曜日
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10月9日㈰
開催予定！！

生まれ変わりました！！

会いに来てね♪

2022
習志野市民まつり実行委員会事務局
☎047(453)9289　

問

第29回
市民まつり

※詳しくは市ホームページ・まつり事務局ホームページに掲載します ※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。

伝言板伝言板
　　　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

Twitterも
チェック
してね！

まつり事務局
ホーム
ぺージへ

5月6日㈮～受付開始

レイヤードポロシャツ
税込2,800円（全6色）

広報習志野 2022.5.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

8416 おいでください

■大正琴無料体験会
  5月6日・20日各金曜日
午後1時～3時
 新習志野公民館
 大正琴萩の会 三谷
☎047（453）7405
■合気道無料体験会
  5月7日～28日の
毎週土曜日
午後7時～9時
 第四中学校
 初心者～有段者
 合気道習志野道場 島田
 mmytk3229@gmail.com
■大正琴無料体験会
  5月7日・21日各土曜日
午前9時30分～11時30分
 プラッツ習志野北館
  大正琴大久保
アンサンブル 木村

☎047（474）0933

■昭和歌謡研究会
昭和歌謡をみんなで歌う
  5月8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
 official@okubobase.net
■大正琴無料体験会
  5月9日・23日各月曜日
午後1時～3時
 プラッツ習志野南館
 大正琴葵の会 田久保
☎047（473）4720
■<DVD観賞>シェイクス
ピア原作の名画「から騒ぎ」
  5月14日㈯
午後2時～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

自動車税（種別割）は
5月31日㈫までに納めましょう

　自動車税（種別割）の納期限は5月31日㈫です。5月
2日㈪に自動車税事務所から納税通知書が送付され
ますので、納期限までに納めましょう。

支払方法
●金融機関窓口
●コンビニエンスストア
● インターネットを利用した
クレジットカード納付
● スマートフォンアプリ
「モバイルレジアプリ」「PayPay」等

詳しくは、納税通知書に同封のしおりをご覧ください。

◆問い合わせ
県千葉西県税事務所 ☎043（279）7111
県自動車税事務所 ☎043（243）2721

24時間
いつでも
納付

できます！

谷津干潟をキレイにしよう！

　谷津干潟内のゴミや貝がらを回収する清掃活動に
参加してくれる小学生を募集します。普段は立ち入
ることができない谷津干潟に入って一緒に活動して
みませんか？

環境政策課問

日 時   6月11日㈯午前10時～正午
（受付午前9時30分～）※荒天中止

受付場所   谷津干潟自然観察センター前広場
対　象   市内の小学生とその保護者で、市ホーム

ページ等で顔写真を紹介しても差し支え
のない人 （小学1～3年生は保護者同伴）

定　員   250人
持ち物   長靴、帽子、タオル、水筒（汚れても良い服

装でお越しください）
申込方法   5月9日㈪午前7時～17日㈫

ちば電子申請サービスで
受け付け開始（先着順、
定員になり次第終了）

『太陽光パネル・蓄電池』
共同購入 参加者募集中
グループパワーで、かしこくチョイス。
未来へつなぐおトクな一歩。

　千葉県では、太陽光パネル・蓄電池を県民みんなで
おトクに購入する共同購入の参加者を募集していま
す。日々の生活に使う電気を自宅の屋根で発電でき
る太陽光パネル、発電した電気を夜間も有効に活用
し災害時にも役立つ蓄電池を安心して導入できます。
おうちでできるSDGs！この機会におトクに購入し
ませんか？

問い合わせ
みんなのおうちに太陽光事務局 
☎0120（758）300　午前10時～午後6時
（土・日曜、祝日を除く）

千葉県　みんなのおうちに太陽光 検索

オンライン説明会を実施します。
また、ホームページで共同購入のことがよく分かる
資料を提供します。

参加登録期間 

8月31日㈬まで

毎年５月は赤十字運動月間です

　赤十字が行う災害時や感染症
流行時の救護活動をはじめとす
るさまざまな人道的活動は、皆さ
んからの寄付による支援によっ
て支えられています。赤十字活動
資金へのご協力をお願いします。

活動資金への協力方法
● 社会福祉課（市役所1階）窓口での受付
● 地域赤十字社奉仕団員による個別の依頼など

社会福祉課（日本赤十字社習志野市地区事務局）問

日本赤十字社
公式マスコットキャラクター
ハートラちゃん

日本赤十字社では、ウクライナ
人道危機救援金も募集してい
ます。

日本赤十字社　ウクライナ　 検索

ウクライナ
支援

所有している空地を
適正に管理していますか？

　毎年、植物が成長する春
から秋にかけて「隣の空地
に雑草が生えて困っていま
す。」というお問い合わせが
多数寄せられています。
　空地を放置すると、病害
虫の発生、不法投棄、事故
や犯罪、火災の発生などに
つながります。定期的に除
草や樹木の剪

せん

定
てい

を行い、適
正に管理しましょう。

クリーンセンター業務課　☎047(453)5374問

▲放置されて雑草が生い茂った状態の空地

市ホーム
ページへ

５月１日㈰から
習志野市おくやみハンドブックを
配布します

　死亡届出後にご遺族が行う
手続きは、亡くなられた人の
状況によって異なり、多岐に
わたる場合もあります。
　そこで、ご遺族の負担軽減
を図るため、死亡届出後の手
続きについてまとめた冊子「習
志野市おくやみハンドブック」
を制作しました。
　ハンドブックでは、チェックリストから必要な手
続きを把握できる他、手続き方法や持ち物なども確
認できますので、ご活用ください。

●死亡届出をした人に配布
● 市民課（市役所G

グラウンドフロア

F）および市内３
連絡所窓口で配布

※ 市ホームページからダウンロードで
きます

市民課問

習志野市おくやみハンドブック 検索

配布方法

▲市ホームページへ

▲市ホームページへ
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　令和４年度が始ま
り１か月がたちまし
た。太陽がまぶしく新
緑が鮮やかです。習志
野市役所では、新たに
41人の新規採用職員
を迎えました。人生の
新たなステージに進
む決意と気概を感じつつ、私は「世の中の景況にかか
わらず、私たち市役所職員は常に市民生活の基礎・土
台として対応しなければならない。全ての仕事が市民
生活に関与しているということを忘れず活躍してほし
い。」と訓示しました。
　新型コロナウイルス感染症は、３月下旬にまん延防
止等重点措置が解除されたものの、一日に公表される
新規感染者数の傾向に改善が見られず、コロナ禍の出
口は不明瞭な状況です。依然として季節性インフルエ
ンザよりも致死率が高いと言われている中、今の状態
は、基礎疾患をお持ちの方や高齢者など、重症化しや
すい人にとっては、制限がないことでかえって脅威が広
がっているとの見方もあります。引き続き基本的な対策
の徹底をお願いいたします。
　さて、習志野市の魅力を国内外に広く発信し、本市

新しい魅力 どんどん
令和４年度 出発進行！

column
共感 信頼 希望 No.102
習志野市長 宮本泰介

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
袖ケ浦１丁目マープル津田沼
谷津南小学校
袖ケ浦東小学校
津田沼３丁目菊田ハイツ
袖ケ浦西小学校
東習志野８丁目会館
泉町３丁目公務員住宅
藤崎小学校
第五中学校正門前
津田沼小学校
鷺沼小学校
習志野偕生園
実籾小学校
谷津公民館
京成津田沼駅前広場
こどもセンター（鷺沼）

14:40～15:50
14:20～14:50
15:10～16:20
14:40～15:50
14:20～14:50
15:10～16:20
14:20～14:50
15:10～15:50
14:30～15:40
14:20～14:50
15:10～16:20
14:40～15:50
13:50～14:30
14:40～15:50
13:50～14:30
14:50～15:40
10:45～11:15

10・24㈫

11・25㈬

12・26㈭

13・27㈮

14・28㈯

17・31㈫

18㈬

19㈭

6・20㈮

7・21㈯

11・25㈬

雨天中止

巡回予定

5月5月きほう号移動図書館

新習志野図書館 ☎047（453）3399問

のイメージアップや知名度の向上、また市民に夢や希
望を抱いていただき、本市への愛着醸成を図ることを
目的に、４月から習志野市PR大使を設置し、このほど、
大手芸能プロダクションである吉本興業所属の鈴川絢子
さんに就任していただくこととなりました。
　鈴川さんは習志野市谷津出身で市立小・中学校で学
び育ち、現在、鉄道好きタレントとしてテレビへの出演
をはじめ、YouTube配信などでもご活躍されています。
　JR津田沼駅南側には、かつて旧陸軍の鉄道連隊があ
り、その第二連隊の表門の門柱は、現在の千葉工業大
学の通用門として使われているなど、本市の歴史と鉄
道は切り離せない関係にあります。こういった歴史を背
景に、本市には路線や車庫などの鉄道関連施設が多く
存在していますので、鉄道会社とも連携した新しい魅
力の発信をしていきたいと考えています。
　また、２児の母である鈴川さんには子育て世代に向け
た広報活動にもご参加いただくなど、共に自由な発想で
本市の認知度や理解度を高めていきたいと考えていま
す（任命式の様子などは5月15日号で紹介予定です）。
　PR大使の設置は、習志野市について興味・関心を
もっていただく機会を広く提供するものであるととも
に、本市の魅力を多くの方にわかりやすく伝えていただ
けるという点でも、大いに期待しています。

すず  かわ あや   こ

▲新規採用職員研修での市長講話
の様子

広報習志野 2022.5.1 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子のお子さんは全員訪問）。
 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

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

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

1歳6か月児・3歳児健康診査
 健康支援課

従来より2～3か月遅れの日程で順次、対象
者には郵送で通知
 1歳6か月児：1歳9～10か月
3歳児：3歳8～9か月

児童の予防接種
 健康支援課

 市内・県内実施医療機関　  予診票
【ジフテリア・破傷風第2期】

 11～13歳未満（小学6年生に予診票を郵送）
【日本脳炎第2期】

 9～13歳未満（小学4年生に予診票を郵送）
【日本脳炎特例措置】

  •平成19年4月1日以前に生まれた20歳
　未満の人（全4回のうち未接種分）
•平成21年10月1日以前に生まれた13歳
　未満の人（第1期の3回のうち未接種分）

※専用予診票をお持ちでない人は、要問い合わせ

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
5月11日㈬ プラッツ習志野南館 午前10時30分

5月19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

5月11日㈬ プラッツ習志野北館 午前10時
午前10時30分
午前11時5月27日㈮ 保健会館

 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。
幼稚園 5月 6月 こども園 5月 6月
藤崎 12日㈭ 14日㈫ 袖ケ浦 13日㈮ 15日㈬
向山 16日㈪ 2日㈭ 大久保 17日㈫ ー
大久保東 18日㈬・

30日㈪ 17日㈮ 東習志野 19日㈭ ー
谷津 20日㈮ 7日㈫ 杉の子 26日㈭ ー
屋敷 23日㈪ ー 新習志野 ー 10日㈮
津田沼 31日㈫ 28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（受付は各開催日の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。
 5月16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

いつまでも元気の源～食事とお口の話～
 健康支援課

低栄養を予防し、高齢期を元気に過ごすた
めの食事の話と口の体操を行います。
 6月2日㈭午前10時～11時30分
 保健会館　  市内在住の65歳以上
 10人　  電話（受付5月13日㈮まで）※後
日案内を郵送

ならしの歯科健診
 健康支援課

実施期間：令和5年3月31日㈮まで
口腔内診査、歯周疾患検査、65・70・80歳は
口腔機能（舌、飲み込み等）の診査も行います。
  40歳（昭和57年4月1日～昭和58年3月31日生）
50歳（昭和47年4月1日～昭和48年3月31日生）
60歳（昭和37年4月1日～昭和38年3月31日生）
 65歳（昭和32年4月1日～昭和33年3月31日生）
70歳（昭和27年4月1日～昭和28年3月31日生）
80歳（昭和17年4月1日～昭和18年3月31日生）
妊婦
 市内実施歯科医療機関（要予約）
 500円（70歳、80歳は無料）条件により減
免制度あり（要事前申請）
 健康保険証・母子健康手帳（妊婦）

健康講座(運動編)
 高齢者支援課

理学療法士などが配信する講座に市役所から参加
 5月17日㈫午前10時～11時30分
 市役所3階　  市内在住の65歳以上
 10人　  電話（受付5月13日㈮まで）

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
 6月1日・15日各水曜日午後1時30分～3
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）

「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～

　公共の場などで大きな声を出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、どうしてあげたらよいか分か
らなかったりしたことはありませんか。
　聴覚の過敏さ等により、大きな声を出すことで不
安を解消したり、耳をふさぐ等して落ち着こうとし
ているかもしれません。
　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。

※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　5月3日(火祝)～5日(木祝)午前9時～正午
■ こども医療でんわ相談 ☎#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／
　 日曜日、5月1日㈰～5日（木祝） 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）

新型コロナワクチン1・2・3回目接種実施中

接種券が届き次第、予約が可能です

最新情報は、市ホームページまたは
市コールセンターでご確認ください。～自分自身を守り、大切な人を守るため～
習志野市　コロナワクチン 検索

市ホームページへ

 春バラが
最盛期を迎えます！

谷津バラ園の美しいバラがまもなく見頃を迎えます。
色鮮やかに咲き誇る800種7,500株のバラの香りと
ハーモニーをお楽しみください。

谷津バラ園（谷津3-1-14）　☎047(453)3772問

　 6月30日㈭まで 7月1日㈮以降
開園時間 午前8時～午後6時 午前9時～午後5時

休園日 無休 毎週月曜日（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250円
65歳以上100円

中学生以下無料

交通案内
●京成谷津駅下車徒歩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谷津バラ園
ホームページをご確認ください。
谷津バラ園 検索

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

災害情報や気象情報などの
緊急情報をメールでタイムリーに

発信しています

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、紙面で紹介したイベントの中止・変更、施設の休止・開館時間の変更を
する場合があります。

市の最新情報はこちらでもチェック!

https://www.city.narashino.lg.jp/
市政のさまざまな情報を
タイムリーに発信しています

習志野市 公式情報 @Narashino_EI
市政情報やコロナ・災害情報

などをリアルタイムでつぶやきます

習志野市の魅力や市長ニュース、
広報番組、学習動画など、さまざまな

動画を配信しています

市公式ホームページ 市公式ツイッター 動画配信 緊急情報サービス「ならしの」

お断り

動画

総人口… 175,076人 （175,301人）
男………  87,073人 （ 87,279人）
女………  88,003人 （ 88,022人）
世帯数… 82,882世帯（ 82,397世帯）

（ 　　）内は
R3.4.1時点

※住民基本台帳
に基づく

市の人口
R4.4.1時点
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