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わたくしたち東金市民は

1．郷土を愛し、環境をととのえ、住みよいまちをつくりましょう。

1．互いにいたわり、笑顔を忘れず、心ふれあうまちをつくりましょう。
1．からだをきたえ、誇りをもって働き、豊かなまちをつくりましょう。
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1．きまりを守り、力をあわせて、明るいまちをつくりましょう。

東金市東岩崎１番地１

1．歴史を尊び、教養を深め、香り高い文化のまちをつくりましょう。

がんばるお店応援クーポン券
がんばるお店応援クーポン
券

発行

します

取扱店舗
募集！

市では、新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けている地域経済の回復と売上が減少した商店や飲食店、各種サービス事業者などの
販売促進を図るため、
「東金市がんばるお店応援クーポン券」を発行します。
このクーポン券は、市内の店舗・事業所（大規模店舗を除く）のうち、本事業に参加する「クーポン券取扱店舗」で利用できる割引券です。会計時に
税込価格500円につき１枚利用でき、200円分の割引が受けられます。
発行対象者は、市民の皆さん（7月1日現在の住民基本台帳に記録されている方）で、8月下旬に１人あたり３千円分（200円分×15枚）を世帯ごと
に郵送で配布します。クーポン券の利用期間は9月1日㈬〜11月30日㈫です。
発行にあたり、
「クーポン券取扱店舗」を募集します。市を挙げての地域経済対策へ、多くの店舗の参加をお待ちしています。
問い合わせ▶︎クーポン券事業運営事務局コールセンター
問い合わせ
▶︎クーポン券事業運営事務局コールセンター
（市が業務委託している㈱JTB千葉支店）☎043
（201）
6326
受付時間▶︎午前９時～午後５時
受付時間
▶︎午前９時～午後５時
（土・日・祝休日を除く）
▼START

400 円

…

400 円支払

便乗 !?

300 円支払

200

円分 ×
枚ね

……

500 円 500 円

※

15

400 円割引

1,000 円支払

600 円支払

4

3

2

１

郵便で
各家庭に
送付

200 円分 ×8 枚
＝1,600 円割引

8

7

会計金額

利用可能枚数

割引額

2,000 ～ 2,499 円

…

4 枚利用 → 800 円

1,500 ～ 1,999 円

…

3 枚利用 → 600 円

1,000 ～ 1,499 円

…

2 枚利用 → 400 円
1 枚利用 → 200 円

500 ～

999 円

…

～

499 円

…

を
下の記事
見てね

※クーポン券を利用したときの割引例

クーポン券を使って
お店を応援しよう！

円以上も 500 円ごとに
1 枚（200 円割引）利用できます。

ハーイ

10

END

クーポン券取扱店舗募集

9

一次募集▶7月9日(金)必着
クーポン券の取り扱いを希望する事業者は、所定の申込書

に必要事項を記入の上、クーポン券事業運営事務局へ提出し

申込後、市が営業実態を把握した上で、取扱店舗として登

てください。複数店舗の登録は、
店舗ごとに申込が必要です。

録します。営業実態の把握の際に、協力機関である東金商工

※説明会の内容は、登録時に

会議所の職員がお伺いする場合があります。

送付するマニュアルでも確

ところ▼市役所５階会議室

各種サービス業などを営む

認できます。

要件▼市内で小売業・飲食業・

店舗・事業所（ 店舗面積が

◆換金方法

１千平方メートルを超える

大規模店舗を除く）

会計時に割引を行い、利用

者から回収したクーポン券

（半券）
と換金請求書をクーポ

ださい。

申込書・募集要領配布▼市ホー

ン券事業運営事務局に送付す

※詳しくは募集要領をご覧く

ムページ、市役所受付、商

があった日
（到着日）
から２〜

３週間程度で、クーポン券の

枚数に応じた金額を銀行振込

によりお支払いします。郵送

料・手数料などはかかりませ

ん。

月 日㈮
（当日消印有効）

31

換金請求期間▼９月１日㈬～

※期間中に最多で７回行えま

す。

事業実施にあたり、市から

◆商工会議所との協力体制

商工会議所へ協力を依頼しま

した。市内のお店の元気のた

めに事業を進めていきます。

12

ホームページ
（がんばるお店
応援クーポン券）
QRコード

工観光課、
東金商工会議所、 ることで換金できます。請求

11

各地区公民館

10

申込期間▼１次募集＝７月９

日㈮まで
（必着）

15

２次募集＝７月 日㈯～

月 日㈪
（必着）

申込方法▼募集要領に従い郵

送、ＦＡＸ、電子メールで

申込

◆登録申込は１次募集が
おすすめ

１次募集の期間内に申込が

あった登録店舗は、市ホーム

ページへの掲載と併せ、クー

ポン券とともに全世帯に配布

する「クーポン券ご利用ガイ

ド」
（市民向けパンフレット）

問い合わせ▼クーポン券事業

に店舗名などを掲載します。

◆店舗・事業所向け説明会

運営事務局コールセンター

２次募集の場合は、市ホー

とき▼７月６日㈫・８日㈭各

☎０４３
（２０１）
６３２６

ムページのみに掲載します。

日 ①午前 時～②午後２時～

▲商工会議所前嶋会頭(写真左)と
鹿間市長

5

利用できません
※2,500

10

2,400 円支払

6

広報

2021年
（令和3年）
6月15日

東金市ホームページhttps://www.city.togane.chiba.jp/
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風水害・土砂災害・地震などの被害を最小限に

災害対策基本法の一部改正により、「避難勧告は廃止」となり、
「避難指示」に一本化されました。「警戒レベル4避難指示」で危険な場所から

全員避難しましょう。また、市が発令する警戒レベルの各段階で、適切な避難行動をとるよう心がけましょう。特に大きな川やがけが近くに
ある場合、自宅に留まると危険です。市の発令する避難情報に十分注意し、逃げ遅れないために、情報収集の手段を確保しておきましょう。
６月〜10月は、梅雨や台風などにより

【警戒レベル４】

水害や土砂災害が発生しやすい時期です。
災害が起きてしまったときに、どうすれば

避難指示で必ず避難

災害発生
又は切迫

元年の災害を教訓に、危険箇所のチェック
や各自の行動、避難場所・避難方法などに
ついて、家族で話し合っておきましょう。

にある「危険」を確認しましょう。十分な

災害の
おそれあり

安全確保が可能な場合は、自宅に留まるこ
とも一つの「避難行動」です。市の開設す

今後気象状況
悪化のおそれ

友人宅も、避難先として検討しましょう。

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら
自主的に避難するタイミングです。

☎
（50）
1226

台風や豪雨に
備えて

避難に時間のかかる高齢者や
障害のある人は、警戒レベル
３「高齢者等避難」で危険な
場所から避難しましょう。

気象状況悪化

る避難所だけでなく、安全な地域の親戚や

問い合わせ▶消防防災課

避難勧告は廃止されます。
これからは警戒レベル4「避
難指示」で危険な場所から全
員避難しましょう。

災害の
おそれ高い

ハザードマップなどを活用して自宅周辺

５
４
３

警戒レベル5「緊急安全確保」
警戒レベル5「緊急安全確保」
は、すでに安全な避難ができ
ず、命が危険な状況です。
発令を待ってはいけません。

被害を最小限に食い止めることができるの
かを日頃から考えることが大切です。令和

［出典：内閣府（防災担当）
・消防庁］

「避難行動判定フロー」を確認しましょう

避難とは
「難」を「避」けることであり、危険な場所から避難することです。安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありません。

避難先は公民館や小・中学校の体育館などの市が指定する避難場所に行くことに限らず、安全な親戚・知人宅などへ避難してもよく、
自宅に留まり安全を確保することも避難です。まずは、
「避難行動判定フロー」
であなた自身に必要な避難行動を確認しましょう。

START

あなたがとるべき
避難行動は？

避難行動判定フロー

[参考：内閣府（防災担当）]

適切な避難行動を取ること

ハザードマップ(※1)で、自分の家の位置
を確認し、印をつけてみましょう

※1 ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそ
れの高い区域を着色した地図です。着色されてい
ないところでも災害が起こる可能性があります。

家がある場所に色が塗られていますか？

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や
崖のそばなどにお住まいの方は、市区町村からの避
難情報を参考に、必要に応じて避難してください。

いいえ

はい

災害の危険があるので、原則として(※2)
自宅の外に避難が必要です

ご自身または一緒に避難する方は避難に
時間がかかりますか？

例外

いいえ

※2 浸水の危険があっても、①～③を満たす場合は、
自宅に留まり安全確保することも可能です。
①洪水により家屋が倒壊または崩落してしまうおそ
れの高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、
水・食糧などの備えが十分にある

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

警戒レベル３が出たら、
安全な親戚や知人宅に避
難しましょう(日頃から相
談しておきましょう)

周囲の人を危険にさらさない
ことにつながります。特に台
風や大雨が接近している時間
帯に移動することは、「自ら
命を絶つような危険な行為」
です。また、水害発生時に車
で移動することは、事故に遭
うリスクを引き上げることに
な り ま す。 実 際、 令 和 元 年
東日本台風（台風19号）では、
全国で亡くなった50名のう
ち、 車 移 動 中 の 被 災 が27名
と半分以上を占めました。
市では、台風などある程度

はい

はい

が、あなたやあなたの家族、

いいえ

警戒レベル３が出た
ら、市区町村が指定し
ている指定緊急避難場
所に避難しましょう

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？
はい

警戒レベル４が出たら、
安全な親戚や知人宅に避
難しましょう(日頃から相
談しておきましょう)

いいえ

警戒レベル４が出た
ら、市区町村が指定し
ている指定緊急避難場
所に避難しましょう

規模や進路が把握できる場
合、風雨が強まる前から自主
避難所を開設します。市の発
信する防災・災害情報を受け
取り、自身の適切な避難行動
を確認しましょう。

3

広報

市外局番は☎0475です

2021年
（令和3年）
6月15日

万全な対策が
万
全な対策が
命を守ることに
つながります
災害時の非常持ち出し品の準備

風水害・土砂災害対策チェックリスト

□貴重品▶現金、預貯金通帳、印鑑、健康保険証

□停電に備えて懐中電灯やラジオを

など

準備

□非常食▶乾パン、缶詰、ドライフーズ、

□断水に備えて飲料水を確保

ミネラルウオーターなど

□台風や雨・風の気象情報に注意

□携帯ラジオ・懐中電灯▶予備電池は多めに用意

□家族で避難所や連絡方法を決める

□応急医薬品▶ばんそうこう、傷薬、鎮痛剤、常

□災害用伝言ダイヤル
（171)や携帯電

備薬など

話の災害用伝言板サービスを使用で

□その他の生活用品▶下着・上着、靴下、ティッ

きる

シュ、雨具、紙おむつなど

□災害発生時は河川に近づかない

□新型コロナウイルス対策用品▶マスク、消毒液

□非常持ち出し品を準備している
□住んでいる建物の状況を確認する

防災・災害情報を受け取る準備をしましょう
市では、災害などの緊急情報や行政情報を確実にお伝えする
ため、防災行政無線の内容をお手持ちの携帯電話やスマートフォ
ンに向けて発信しています。
※通信に伴う費用は個人負担となります。
東金市避難情報等架電サービス

防災行政無線の
電話音声案内

携帯電話などをお持ちでない高齢者世帯や障がい

☎(50)1188
☎(
50)1188

者の方を対象に、ご自宅の固定電話やFAX機に避難

千葉県防災
ポータルサイト

スマートフォン用アプリ「全国避難所ガイド」

情報などをお知らせします。
（申請は消防防災課窓口）

▼Android用

消防防災課
公式ツイッター

東金市LINE
公式アカウント

「＠tougane_bousai」

問い合わせ▶消防防災課

登録制メール
「東金市防災メール」

市ではコロナ禍において、避難所の開設が余儀なくされた場合に備えて、
「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営方針」を定めました。

１次開設避難所（各地区公民館な
ど）は狭く、部屋数も限られている
ため、災害の規模を考慮して、２
次開設避難所（小中学校の体育館な
ど）を同時、または優先的に開設し
ます。

専用避難所の指定
発熱やせきなどの症状がある方
の専用避難所を開設します。
ところ▶ふれあいセンター
※原則として、健康な避難者の受
け入れはできません。健康な避
難者には、開設している別の避
難所をご案内します。

・開設する全ての避難所で、避難
者の受け入れ時に、検温の実施
と問診票の記載を義務づけます。
・その後も避難者は問診票により、

3密（密閉・密集・密接）の防止
・定期的な換気を実施します
・避難者（世帯ごと）の間隔を開け
るよう徹底します。
・避難生活中に個別の対応が必要
になった場合を想定して、避難
所ごとに別室を確保します。

必要物資の備蓄・持参
巿の開設する避難所に避難する
場合は、各自で以下のものを持参
してください。
・食料 ・飲料水
・常備薬 ・毛布や寝袋
・携帯電話の充電器や予備電池
・感染症対策品
（マスク、アルコー
ル消毒、体温計など）

地域を守る消防団
「東金市消防団」

◆令和３年度東金市消防団

東 金 市 消 防 団 は 総 員 ４ ４ １ 名 で、 火 災 時

の消火活動や災害時に被害を最小限に抑える

ための活動・避難誘導、日頃の訓練や防火啓

発活動などに取り組んでいます。令和３年度

の本部役員は次のとおりです。（敬称略）

団長▼橋本吉保

副団長▼鶴岡千治・山老秀昭

本部長▼堤重之

副本部長▼松戸健一・中村智也・仲田進一・

濵邉康有・吉岡照一

東金市の安全を守ります！

各自で健康状態を把握・管理し
ます。

開設する避難所

検温・問診の実施

☎
（５０）
１２２６

新入団員を募集しています

消 防 団 員 は「 自 分 た ち の ま ち は 自 分 た

ちで守る」という精神に基づき、地域の安

全・安心を守るため、日々活動しています。

基 本 団 員・ 機 能 別 団 員（ 消 防 団 員 経 験

歳

のある方が対象）は男女を問わず、一緒に

活動していただける市内在住・在勤の

以上の健康な方を募集しています。

問い合わせ▼消防防災課 ☎
（５０）
１１１９

18

▼iPhone用

新型コロナウイルスに対応した
避難所の運営方針

※令和 年６月以降に転入し

の必要はありません。
習慣病予防やバランスの良い

ねです。健康教室では、生活

健康づくりは日々の積み重

りの基礎
【手作りスポーツド

改善会について／健康づく

内容▼①８月 日㈬＝食生活

第 次東金市交通安全
計画に係る意見募集

本市では、市内におけ

安全対策の総合的な大綱

る陸上交通に関する交通

※新型コロナウイルス拡大防

この計画をより実効性

す。

行され、希望により食改さ

のある計画とするため、

※４回出席すると修了証が発

となる東金市交通安全計

「健康教室」参加者募集

た方は、所得課税証明書が

止のため、調理実習は行い

お子さんがいる家庭を支援します

提出済みの場合があります。 食 事などについての知 識を、

リンク試食】

皆さんの幅広いご意見を

募集します。
素案は市ホームページで公開するほか、

んとして、地域で活動する

ところ▼ふれあいセンター

消防防災課窓口で閲覧できます

ことができます。

対象▼市内在住で５回全てに

／生活習慣病予防
【正しい手

② 月 日㈭＝災害への備え

参加できる ～ 歳くらいま

い発見は、ご自身やご家族の

③ 月 日㈭＝食事バランス

での方

洗い、調味料の計量実習】
と献立／食中毒予防
【 家庭
④ 月 日㈫＝フレイル
（高齢

定員▼先着 名

布する意見書に必要事項を記入したものを左記宛

提出方法▼ホームページまたは消防防災課窓口で配

有する方または市税の納税義務者

対象▼市内在住・在勤・在学の方、市内に事業所を
のみそ汁の塩分濃度測定】

健康づくりに役立ちます。

画の策定を進めていま

知識を身につけ正しい健康づくりを

子ども医療費助成制度は、
楽しく身につけることができ

です。まだ受給券をお持ちで

とき▼次の全 回いずれも午

ません。

子育て家庭の助成制度で生活に安定を

０歳から中学３年生までのお
詳しくはお問い合わせくだ
ます。また、教室で得た新し

前９時 分～ 時 分

新型コロナウイルスの影響
子さんの医療費を助成する制
さい。

子ども医療費助成事業

を受けているひとり親世帯を
度です。新規に受給券の交付

当を受給しているひとり親世

には、８月以降に使用する新

てに持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかで

募集期間▼７月 日㈭まで（必着）

提出

締切▼７月 日㈪

☎
（５０）
１１７４

申込・問い合わせ▼健康増進

の軽体操】
⑤ 月 日㈫＝骨粗しょう症
を知ろう／食生活改善会員
体操】

との交流会
【骨を強くする軽

課

者の虚弱）予防
【ロコモ予防

70

ない方は、早めに申請してく

しい受給券を７月下旬に郵送

児童手当の現況届を
受付中です

20

帯などの方（申請不要）

給が全額停止されている方
します。

すでに受給券をお持ちの方

（要申請）

月分の児童扶養手当の支

②公的年金を受給していて、 ださい。

③所得制限を超えている方
◆更新に必要な書類の提出に
ついて

で、新型コロナウイルスの
影響で家計が急変し、収入
次の①②に該当する保護者

6

東金市東岩崎１番地１ 東金市役所消防防災課

提出・問い合わせ▼〒２８３ ー８５１１

☎
（５０）
１１１９

（５０）
１２９９

syobo@city.togane.lg.jp

新型コロナワクチン副反応の
疑問、
心配ごとの相談先

新型コロナワクチンの副

反応に関する相談は、左記

へお願いします。

また、個別接種後の副反

応については接種先の医師

を、夜間（午後 時～ 時）

は急病診療所を受診してく

山武郡市急病診療所

☎
（５０）
２５１１

☎０１２０
（７６１）
７７０

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎０３
（６４１２）
９３２６

門相談窓口（ 時間受付）

問い合わせ▼千葉県新型コロナワクチン副反応等専

ださい。

FAX

の方で、書類の提出がお済み

集

募

お知らせ

が制限額以内の水準に下

申込方法▶こども課で受験案内などを受け取り、面接を予約

がっている方（要申請）

締切▶７月５日㈪

※状況により中止、変更する

報酬▶時給925円
（通勤距離により通勤手当を別途支給）
※土・日曜日、祝休日、８月13日㈮は休みです。

でない方は、新しい受給券が

ことがあります。

午後７時15分までの間の実働７時間45分以内

※収入要件があります。

ご提出ください。

発送しました。今月中に必ず

11

勤務日時▶シフトによる週３～５日勤務で、午前７時45分から

対象者には個別にご案内を

出をお願いします。

※提出がない場合、今後の児

申込・問い合わせ▶︎こども課 ☎（50）
1209

生活支援特別給付金

支援するため、生活支援特別
を受けるときには申請が必要

30

給付金を支給します。

11

対象▼ ① 月分の児童扶養手

30

16

14

30

7

採用期間▶７月21日㈬～８月31日㈫

発行できません。速やかに提
①令和 年１月２日以降に東
金市に転入した方、および

童手当が受給できませんの

9

10

11

募集人数▶12名程度

申請方法▼給与明細書など収
入額の分かるものおよび年

保護者が東金市外に在住の

でご注意ください。
申請・問い合わせ▼

方＝令和３年度所得課税証
明書
※令和 年１月１日時点で住

子育て支援課
☎
（５０）
１２０２

方を募集します。

12

対象▶子どもに関わる仕事が好きで、健康な方

5

3

金額が分かる書類を提出し
て申請
受付期間▼６月 日㈪～令和
年 月 日㈪

支給金額▼児童１人につき
万円

ら取得してください。

民登録をしている市町村か

支給方法▼①の方＝児童扶養

②令和２年中の所得を申告

支給時期▼ 月下旬以降
手当の受給口座に振込／②

していない方（会社勤めで
収入は給与所得のみであり、

MAIL

10

③の方＝申請書に記入した
口座に振込

年末調整が済んでいる方を
除く）＝申告書の控え（所
得税の申告は税務署、所得
税の申告が必要ない方は令
和 年１月１日に住民登録
があった市町村で申告後、
申告書の控えを持参）
※児童手当などの手続きで提
出している場合には再提出

小学校の夏休み期間に、学童クラブでの保育をお手伝いできる

15

8

21

3

3

3

24

28

7

※食生活改善会員
（通称＝食改さん）
とは、食を通じた健康づくりを各
地区の公民館などで行うボラン
ティアの方々です。

（夏休み期間限定）

4

2

この教室は、食生活改善会員の
養成講座を兼ねていますので、市
職員だけでなく食生活改善会員も
講師を担当します。

学童クラブ臨時職員募集

4
4
5

12 20

4
東金市ホームページhttps://www.city.togane.chiba.jp/

広報
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平成 年度から市内全域を対象に地籍調査

を進めています。

今年度は堀上、広瀬、関下、家徳および幸

対象となる土地の所有者の方に説明会を実

田のそれぞれ一部で実施を予定しています。

施していますが、今年度は新型コロナウイルス

の感染予防のため、説明会は中止します。

今後の対応については決まり次第、対象の方

にお知らせします。ご理解、ご協力をお願いし

ます。

一筆ごとの土地について、土地所有者の立ち

◆地籍調査とは

会いを経て、地番・地目・面積などを明確にし、

簿冊
（地籍簿）
と正確な地図
（地籍図）
を作成す

るための調査です。

◆地籍調査のメリット

①土地所有者の費用負担は原則不要です。

いません。

※所有権移転登記などの手続きは行政では行

②土地トラブルを未然に防止したり、土地取

引の円滑化が図れます。

③災害からの速やかな復旧が図れます。

④固定資産税の課税が適正化されます。

☎
（５０）
１２２１

①地元説明会
調査対象の土地の所有者の方を対象とした説明会を
開催し、
地籍調査の内容や必要性について説明します。
※今年度は新型コロナウイルスの感染予防のため中止
します。
②一筆地調査（現地調査）
一筆ごとの土地について、
土地の所有者の方の立ち会い
のもとで、自分の土地と隣人
の土地の境界確認をするとと
もに、地番や地目などの調査
を行います。
※地籍調査では、この一筆地
調査がとても重要です。
③地籍測量
一筆ごとに位置を決め、測
量を行います。各筆の筆界点
をもとに正確な地図（地籍図）
を作り、面積を測ります。
④成果の閲覧
一筆地調査と地籍測量によ
り作成した「地籍簿」と「地
籍図」の案を、土地の所有者の方が確認する機会を設
けます。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査
の成果になります。
⑤登記所に送付
「地籍簿」と「地籍図」の写しを登記所に送付します。
登記所では「地籍簿」をもとに登記簿を修正し、公図
の代わりに「地籍図」を登記所に備え付けの正式な地
図とします。
以後、登記所では地籍調査の成果を不動産登記の資
料として活用します。

問い合わせ▼建設課

地籍調査の流れ

2021年
（令和3年）
6月15日

27

今年度の実施区域図

幸田

堀上

広瀬

家徳

地籍調査の実施

市外局番は☎0475です

所有する土地の
『正確な地図』
を作ります

5

関下

自衛官等採用試験
防衛省・自衛隊では自衛官等を募集しています。待遇

センター長のコラム

Vol.46 新型コロナワクチン接種と副反応について

東千葉メディカルセン
ター長の増田政久です。
今回は前回までに引き続
き、新型コロナワクチンの
接種についてお話したいと
思います。

さて、3月頃から行われていた医療従事者
への優先接種に引き続き、この地域の高齢者
へのワクチン優先接種がいよいよ開始されま
した。

まずは65歳以上の高齢者の方が対象とな
りますが、2回の接種には3週間の間隔を空
ける必要があることや、対象者が多数であ
ることなどから、ワクチンが皆さんへ行き渡
るまでにはまだ当分の時間が必要と思われま
す。
ワクチンは発症予防や重症化の防止効果が
見込まれていますが、接種したからといって

必ず感染を防げるものではありません。ま
た、ワクチンを接種した人から他人への感染
をどの程度予防できるかもまだ分かっていま
せん。これらのことから、ワクチンを接種し
てもすぐにマスク着用の必要がない元の生活
に戻れるわけではありません。

感染拡大を防止するためには、ワクチン接
種が済んでいる、いないに関わらず、これま
でと同様に３密や会食を避ける、マスクを着

用する、手指をこまめに消毒するなどの基本
的な感染対策を疎かにせず続けていくことが
大切です。
ワクチン接種後の副反応として、接種部の
痛みや発熱、倦怠感や頭痛などの症状が発生
する場合があります。当センターはアナフィ

ラキシーショックなどの重篤な副反応への対
応を行いますので、通常の副反応での受診や
電話相談は原則としてお受けできません。
副反応を自覚された際は、千葉県の副反応

等専門相談窓口や、かかりつけ医、地域の急
病診療所などへご相談ください。
（相談先は4
面に掲載）
医療機関の役割分担にご理解とご協力をお
願いいたします。

◆お知らせ
・糖尿病教室と市民公開講座は当面の間中止
します。
・送迎車両は通常ダイヤで運行します。
※緊急事態宣言の発出期間中などは、運休す
ることがあります。
・看護師や薬剤師など、常勤職員を随時募集
しています。
問い合わせ▶東千葉メディカルセンター

☎（50）1199

など詳しくはお問い合わせください。
◆航空学生
（パイロット）

応募資格▶海＝高卒
（見込含）
の23歳未満
空＝高卒
（見込含）
の21歳未満

受付期間▶7月1日㈭～9月９日㈭
試験期日▶1次：9月20日㈪㈷

2次：10月16日㈯～21日㈭のうち指定する日

3次：海＝11月19日㈮～12月15日㈬のうち指定する日

空＝11月13日㈯～12月16日㈭のうち指定する日

合格発表日▶1次：10月8日㈮
2次：海＝11月10日㈬
空＝11月5日㈮

最終合格：令和4年1月18日㈫

◆一般曹候補生

応募資格▶18歳～32歳
（年齢は採用予定月の1日現在）
受付期間▶7月1日㈭～9月６日㈪

試験期日▶1次：9月16日㈭～19日㈰のうち指定する日
2次：10月9日㈯～24日㈰のうち指定する日

合格発表日▶1次：10月4日㈪
最終合格：11月16日㈫

◆自衛官候補生

応募資格▶18歳～32歳
（年齢は採用予定月の1日現在）

受付期間▶随時受付（令和4年3月高校等卒業予定者は7月
1日㈭～）

試験期日▶受付時に通知

合格発表日▶試験後に通知
【共通事項】

入隊時期▶令和4年3月下旬〜4月上旬

問い合わせ▶自衛隊茂原地域事務所
（千葉地方協力本部）

☎0475
（25）
0452

広報

Togane Information

収税課から

納期限のお知らせ
市民税・県民税（普通徴収）
【第1期】

納期限

17

画や、源氏物語を描いた作品

を紹介します。

4 7

申込方法▼当日多目的ホール

で受付

の方は無料）

費用▼ ００円（書道具持参

6月30日㈬

納期内に忘れずに納付しましょう
休日の納付相談と納付窓口
【休日】 とき▶6月26日㈯・27日㈰
		
午前8時30分〜午後5時15分
ところ▶収税課
※夜間窓口は6月15日㈫に実施します。

納期内納付をお願いします
市税等は、納期内に納めるもので、納期限を
過ぎても納付がない場合、督促状が送付されま
す。そのままにしておくと差し押さえなどの滞
納処分を受けることがありますので、納期内納
付をお願いします。
問い合わせ▶収税課
納付相談について ☎
（50）
1227
納付窓口について ☎
（50）
1129

今月の休日窓口は
9

月 日㈭㈷～ 日㈭

※新型コロナウイルス感染予

防のため、例年より定員を

縮小して実施します。また、

申請受付時の混乱を避ける

ため、事前抽選による選抜

対象▼小学生以上

定員▼ 名

2

インフォメーション

ビス」から申し込み

山武地域振興事務所

22

23

30

6月27日㈰

毎月最終日曜日に住民票の写しや各種証明
書の一部を交付します。交付できる証明書な
ど、詳しくは担当課へお問い合わせください。
問い合わせ▶住民票・戸籍・印鑑証明関係…
………………市民課☎ （50）1131
市民税関係…課税課☎ （50）1128
納税関係……収税課☎ （50）1129
課税課からのお願い ～たばこは地元で買いましょう～

市などの公共機関で行う相談です。
すべて無料ですので気軽にご相談ください。
と

き

消費生活相談

毎週月〜金曜日（休祝日・年末年始を除く）
10:00〜12:00、13:00〜15:00

職業相談

毎週月〜金曜日（休祝日・年末年始を除く）
9:30〜17:00

交通事故相談

7/5㊊

と

こ

ろ

消費生活センター
（市役所3階）

問い合わせ

内

容・備

考

消費生活センター
☎
（50）
1238

悪質商法などの消費者トラブルや多重債務でお困りの方の相
談に応じます（電話相談可）

市役所別棟1階

地域職業相談室
☎
（52）
1104

職業紹介やパソコン検索が利用できます
雇用保険受給手続きは管轄のハローワークにて受け付けます

10:00～15:00

市役所401会議室

消防防災課
☎
（50）
1119

保険請求・示談・ひき逃げなどの交通事故の相談（要予約）

人権・行政相談

①6/15㊋、②7/15㊍
いずれも13:00〜16:00

市役所202会議室

総務課
☎
（50）
1117

人権上の悩みや、国の業務への要望などの相談

家庭児童相談

毎週月〜金曜日（休祝日・年末年始を除く）
9:00〜16:00

子育て支援課内

家庭児童相談室
☎
（50）
1168

子育て上の悩みや親子関係、虐待などの相談に応じています

専門
（弁護士）相談

6

とうがね

催し・講座

㈯午前 時～午後 時

とき▼６月 日㈫～ 月 日

※月曜日、日曜日は休館

10

☎
（５４）
０２２２

きや構造はどうなっているの？

ところ▼城西国際大学水田美

体の内側から健康に！腸内の働

父の日に合わせた「ギフト

「 腸の元 気は体の元 気 」を

20

※わな免許取得には補助が出

山
= 武地域

る場合があります。詳しく

はお問い合わせください。

試験について

振興事務所 ☎
（５５）
３８６２
   

補助制度について 農
=政課

☎
（５０）
１１３７

生ごみ減量のために、コン

コンポスト・電動式生ご
み処理機の購入補助金
今年度の受付終了

ポスト（生ごみ堆肥化容器）

や生ごみ処理機
（機械式など）

を購入した方に補助金を交付

しています。

今年度分の受付については

申請額が予算に達したため、

来年度分の受付について

受付を終了しました。

は、令和４年４月以降にお知

を実施します。

30

の「無線工学」攻略セミナー

10

◆ 航空無線通信士受験者のため

とき▼ 月 日㈰午前 時

7

みのりの郷東金の催し

フェア」を行います。また、簡

術館

入館料▼一般 ００円、高校

㈱の方による講座を実施。お

生以下無料

3

7 4 18
1 30

テーマに、千葉ヤクルト販売

腹の体操、脳トレも実施しま

分～午後 時 分

申込方法▼ 月 日㈭〜電話

受付

費用▼ 千円

航空科学博物館

   定員▼ 名

20 3

◆スライドトーク（ 当館学芸

30 9

単にできる健康チェックや「ベ

測 定が体 験できるイベント、

す。

2

員による作品解説）

7

ジ・チェック診断」
、血管年齢

明治安田生命「みんなの健活

とき▼７月７日㈬午後１時

30
とき▼ 月 日㈮・ 日㈮午

30

分～３時

1

東金市ホームページhttps://www.city.togane.chiba.jp/

プロジェクト」
も同時開催。
「み

んなの健活プロジェクト」は、

後 時 分～（約 分）

☎
（５３）
２５６２

城西国際大学水田美術館

4 20 12

と こ ろ ▼ ふ れ あ い セン タ ー

定員▼先着 名

☎０４７９
（７８）
０５５７

11 8

栄養指導室

加ください。

航空科学博物館の催し

◆こうくうキッズアート募集

20

イント対象です。奮ってご参

対象▼市内在住の方

持ち物▼筆記用具、メモ帳

お知らせ

21 31 11

とき▼６月 日㈮～ 日㈰

道の駅みのりの郷東金

②こうくう自由絵画

狩猟免許試験

日㈭③ 月 日㈫④ 月

とき▼① 月 日㈬② 月

日㈯⑤ 月 日㈰⑥令和

年 月 日㈯

29 11 8 8

20

①折り紙ひこうきデザイン

氏名・連絡先を左記へ連絡

9

28

5

18

申込方法▼参加希望者の住所・

1

☎
（ ３）
３６１５

7

山武オンラインツアー

日㈭（必着）

2

応募期間▼ 月 日㈭～ 月

展示期間▼ 月 日㈫～ 日

11

締切▼７月５日㈪

東金市ボランティア・市民

活動センター（東金市社会

㈰

30

「クイズに答えて地域の特産品を」

山武地域の魅力スポットを、

オンラインで気軽に巡ってみま

福祉協議会）

申込方法▼応募用紙に必要事

二種銃猟免許、②⑤は網猟

※①④は第一種銃猟免許・第

免許・わな猟免許、③⑥は

名

1

せんか。

☎
（５２）
５１９８

項を記入し、作品と一緒に

博物館へ申し込み

※規格など詳しくはお問い合

環境保全課

らせします。

☎
（５０）
１１７０
談

（５２）
８２２７

FAX

相談ガイド
相

動画内のクイズに答えて応

MAIL

togane.shakyo@cronos.

ocn.ne.jp

わな猟免許

ところ▼千葉県射撃場（市原

10

わせください。

5

募すると、正解者の中から地

◆七夕書道体験
「星に願いを」

市）

5

事前抽選受付▼①②③ 月

日㈪～ 月 日㈪、④⑤⑥

7

3

」
channel

1

7

域の特産品をプレゼントしま

プルチョウコレクション展
風俗画と源氏絵を中心に

とき▼ 月 日㈯・４日㈰午

30

す。動画は県ホームページ動

日本文学研究者ヘルベル

前 時 分～正午、午後

画サイト「ちばコレ

ト・プルチョウ氏が生活の中

時 分～ 時

から視聴可能です。

締切▼８月 日㈫

で楽しんでいた初公開の風俗

31

30 10
3

動画視聴期間▼８月 日㈫まで

申込方法▼
「ちば電子申請サー

31

「東金市健康マイレージ」のポ

2021年
（令和3年）
6月15日

①6/16㊌、②7/21㊌、③7/28㊌10:00〜16:00
社会福祉協議会
ふれあいセンター視聴覚室
（予約＝①受付中、②7/14㊌～、③7/21㊌～8:30〜、電話のみ）
☎
（52）
5198

心配ごと相談

第2・第4火曜日（休祝日の場合は翌平日）
13:30〜16:30

ボランティア相談

毎週月〜金曜日（休祝日・年末年始を除く）
13:00〜17:00

子育て相談

毎週月〜金曜日（休祝日・年末年始を除く）
15:00〜17:00（要電話予約）

家庭教育相談

毎週月〜金曜日（休祝日・年末年始を除く）
9:00〜16:00

先着10名、初期相談に限ります

社会福祉協議会
☎
（52）
5198

日常生活の中のちょっとした困りごとをご相談ください

ボランティアセンター
（ふれあいセンター2階）

社会福祉協議会
☎
（52）
5198

活動に興味がある、活動をしたい、依頼したいなどの相談

簡易マザーズホーム
（ふれあいセンター2階）

簡易マザーズホーム
☎
（54）
1197

乳幼児の発達に関する心配ごとについて

家庭教育相談室
☎
（54）
0783

いじめや不登校、子育てなど教育問題について

ふれあいセンター視聴覚室

市役所別棟2階

※移動交番、保健ガイド（ふれあいセンターの健診・教室・相談、予防接種、山武健康福祉センターの検査・相談）
、休日当番医ガイドは、毎月１日号に掲載しています。

シルバー人材センター
入会説明会
東金市シルバー人材セン
ターでは、年間を通じて会員

com/marines/togane/

みんなの広場
水彩画教室（ パレットの
会）会員募集
もりも楽しくなります。

を募集しています。
入会には、
締切▼６月 日㈰午後 時
とき▼毎月第１土曜日と第

寄せられた善意
株式会社キーペックス様か
ら、１００万円を市行政のた
めにご寄付いただきました。

今月の施設休館日
東金図書館
 ▼ ・ ・

※ 月の開館延長は、新型コ

21

ロナウイルスの感染拡大防
止のため、中止しています。
▼ ・

東金文化会館、東金アリーナ

・

トレー
 ニングセンター▼ ・
児童館▼ ・

※新型コロナウイルスの状況
により、掲載しているイベ
ントなどを中止し、施設を
休館する場合があります。

宇津木みどり

土田

良夫

生命線ライバル同士寒く見る

積田

里美

今井アヤ子
❀避難所のむすび一個に命あり

伴

順恵

節子
❀ 生きている証ですよとよく食べる

土田

友子
き

一本の注射が命つなぎ止め

余命まで亀の背中に二人乗り

上岡

容子

こ

❀古希を超え美人薄命もう無縁

塚村

善弘

桜咲く命一年縮んでく
朝飯にシラスの命百も喰い

芳子

光恵

中島

渡辺

収二

しなやかな泳ぎで命の重さ見せ

細矢

明美

錦見恵美子

阿川

みな友とリハビリ室の懇談会

生命線やたら長いぞ大変だ

山野井和子

命こそ神の領域踏み込めず

充分に生きたが死ぬ気など起きず

赤子泣く命いっぱい生きている

荒木美地子

菅野

オババこそ命の教本なるを知る

すぐに逝くそういう顔で飲むサプリ

ゆ

28

初めての方、大歓迎！巣ご

説明会への出席が必要です。
ルでお知らせします。

※抽選結果は６月下旬にメー
日曜日午後 時～ 時（月
の初日が日曜日のときは第
３日曜日）
ところ▼公平公民館
対象▼成人の方のみ

（敬称略）

浅海 ☎
（５５）
６８７６

費用▼月２千円

叙勲
◆春の叙勲
✿瑞宝小綬賞
消防功労
布留川 富夫（御門）
✿瑞宝単光章
統計調査功労
池田 温子（田間）
消防功労
木村 進治（日吉台）

◆春の褒章
✿藍綬褒章
教育振興功績
髙橋 邦夫（田間）

大会などの結果（敬称略）

第 回東金市春季野球大会
優勝▼ツインターボ

28

15

興味のある方はぜひご参加く
マリーンズインフォメー
ションセンター

集

☎０３
（５６８２）
６３４１

募
バウンドテニス会員募集

時、②火曜日＝午前９時

～ 時、③水～金曜日＝午
前９時～午後１時
ところ▼東金アリーナ（①＝
または城西小学校）
以降２５０円～３５０円）

会費▼年会費２千円（２回目
内容▼ルール、サーブ、ラリー、
ボレー、BT ラリーなど
服装▼運動のできる服装（運
☎
（５０）
０３２１

動靴、タオル、飲み物など）
塚田

談

行政書士無料相談会

相

月７日㈬午後６時試合開

とき▼６月 日㈭午後１時
分～３時 分受付

ところ▼市役所２０２会議室

（ツインターボ）

Falconpunch

※内野指定席（フロア４）

内容▼契約、クーリングオフ、 最優秀選手▼風戸景太

敢闘賞▼川嶋海斗
（ Falconpunch
）

相続、贈与、外国人の在留

千葉県行政書士会無料相談

場にお越しください。

※申し込み不要です。直接会

ど

資格・結婚に関する相談な

準優勝▼

※３日程のうち１試合に申し
込めます。
ところ▼ＺＯＺＯマリンスタ
ジアム
選）

定員▼１００組２００名（抽
申込方法▼ＵＲＬまたはＱＲ

事務局

22

2

17

28

3

6

21

29

21

㈫、 月 日㈪、 月 日
㈫、 月 日㈪、 月 日
㈪
ところ▼東金市シルバー人材
センター事務所
持ち物▼①本人確認書類（運

とき▼①日曜日＝午後 時～

い汗を流してみませんか。

バウンドテニスで一緒にい

転免許証、
健康保健証など） （ときがね B・T・C）
②印鑑・筆記用具③年会費

☎
（５８）
１８８８

東金市シルバー人材セン

（３千円）
ター

千葉ロッテマリーンズ
東金市民特別観戦
東金市の皆様をＺＯＺＯマ
リンスタジアムで開催される
千葉ロッテマリーンズ公式戦
にご招待します。
対象者▼市内在住・在勤・在
学の方
対象試合▼①７月２日㈮午
後６時試合開始（対 東北
楽天ゴールデンイーグルス
戦）②７月６日㈫午後６時
試合開始（対 福岡ソフト

始（対 福岡ソフトバンク

バンクホークス戦 ）③７

7

1

ださい。
15 21 20

とき▼ 月 日㈪、 月 日
11 9 7

http://www.cnplayguide.

☎ 090(4957)5595

安延春彦

20

30 17

選句

18 16 21

ホークス戦）

25

11

9
担

課題「命」

ときがね川柳会

▲申込ページ
※6月15日㈫
10:00から
10
利用できます。

30

10 8 6

コードから申し込み
HP

2021年
（令和3年）
6月15日

広報
市外局番は☎0475です

7

2021年
（令和3年）
6月15日

城西国際大学 看護学科長
す ず き

鈴木

あきこ

明子

さん（市内在勤）

広報

東金市ホームページhttps://www.city.togane.chiba.jp/

里山での田植えや自然体験に大満足！
5 月 15 日に市内油井にて、ときがねウォッチングによる田植えや里山体験が行われました。
また、田植えのあとはまだ植えていない田んぼで、子どもたちが水遊びを満喫しました。年長者
がロープを使って舟を引いたり、子どもたちが自力で動かしたりと、皆さん年齢を問わず楽しん
でいました。

▲水の張った浅い田んぼでの活動風
景。普段は体験できない田んぼでの
水遊びに、子どもたちは大喜び。
▲みんなで田植え体験中。おいしいお米ができますようにと、一本一
本心を込めて植えています。

サンパチェンスの苗を寄贈
株式会社ナミカワ不動産 ( 代表取締役 浪川啓介 ) 様から、サンパチェンスの苗を教育活動充
実のため、市立小学校８校、幼稚園１園、保育所４カ所、こども園１園にそれぞれご寄付いただ
きました。
◀幼稚園にて、サンパチェンスの苗を
植えている様子。色とりどりの花で
いっぱいになる日が待ち遠しいです
ね。

看護学部で学科長を務めています。
「城西国
際大学の卒業生ならば大丈夫」と信頼される学
生になってもらえるようにと、日々奮闘してい
ます。
授業では、過酷な看護の現場に出ることを念
頭に、厳しく指導しています。初めは「厳しい
先生で、はずれた」と思う学生もいるようです
が、実習が終わると、
「先生のグループでよかっ
たです」と言われます。その言葉を聞くと、
「厳
しさの本当の意味に気づいたな」と、成長を感
じます。
また看護学部では、日頃から人との関わりを
大切にしています。そのためか、卒業生が大学
に顔を見せてくれます。これは、現場の看護師
に求められる、患者との信頼関係づくりにも役
立つと思っています。
このコロナ禍でも、実習を引き受けてくださ
る施設があることには、本当にありがたいと感
じます。卒業生には、大学で学んだことを発揮
し、大いに活躍してもらいたいです。
趣味は、時代劇を見ることです。他にも、茶
道や、感染症学会員によるジャズバンドもやっ
ています。バンド仲間は現場の第一線で働く人
も多く難しい状況ですが、落ち着いたらぜひ再
開したいです。
城西国際大学看護学部、薬学部の教員の皆さん
には、新型コロナワクチン接種にご協力いただ
いています。

▲サンパチェンスの苗。深緑の葉が夏に
ピッタリ。夏の暑さに負けず、秋までき
れいな花を咲かせてくれそうです。

■ 広 告 欄 ■

「広報とうがね」の配布/配信方法
さまざまな方法で手元へお届け

新規の方
カット 2500 円

白髪染めにはぜひヘナを！
お好みの色に染まり
髪に艶とコシがでます !!
初回限定 5000 円（ブロー込み）

「広報とうがね」は新聞折込で配
布するほか、市役所、地区公民館
を含む公共施設、ショッピングセ
ンターサンピア、駅、郵便局、コ
ンビニエンスストアなど、幅広い
施設で配布しています。
なお、新聞を購読していない場
合、郵送も行っています。ご希望
の方は、電話か窓口でお申し込み
ください。
また、当日はホームページへの
掲載と併せ、LINEでの配信も行っ
ています。ご自分に合う方法でご
覧ください。
広報

広報

広報
広報

市ホームページ
QRコード

広告掲載・広報配布に関する問い合わせ

秘 書広報課☎
（50）
1114

▼

※東金市がこの広告における企業・製品・サービス内容について推奨するものではありません。

LINE友達登録用
QRコード

8

