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Yo t s u k a i d o C i t y Pu b l i c Re l a t i o n s

笑って生きよう、時に涙しても。

「所得税の確定申告」、
「市民税・県民税の申告」のお知らせ ❷
子ども医療費についての大切なお知らせ ❹

地域の安全・安心に貢献する消防団員募集 ❺

よつかいどう文化財散歩 参加者募集 ⓬

市ホームページは
検索 または QRコードから

四街道市

検索

①各 種の所得の合計が、所得控除（基礎控除、扶養控除など）の合計額を超え、
所得税を納付する人（年金収入が400万円以下かつその他の所得が20万円以下
の人を除く）

②給与所得者で次のいずれかに該当する人

◦給与を１カ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額
が20万円を超える人

◦給与を２カ所以上から受け取り、年末調整をされなかった給与の収入金額と、
給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

日㈪～３月

18

◦給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

③医療費控除や住宅ローン控除などを受けられる場合、所得税が還付になる人

市民税・県民税の申告
２月15日㈮までは課税課（⑭番窓口）
、申告期間中は市役所新館５階で受け付け

ます。申告期間中は大変混み合いますので、なるべく２月15日までにご提出ください。

〈申告が必要な人〉

31年1月1日現在、市内在住の人で①～④に該当する人、また⑤については自己

の所有する事務所などが市内にある人

①事業（農業・営業など）や不動産などの所得があったが、所得税を納付するこ
とにならないため、確定申告をしない人

②所得税の申告の対象にならない所得があった人（給与所得者で給与所得以外の
所得が20万円以下の場合など）

③給与所得のみで勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人（提出の
有無は勤務先にご確認ください）

④年金収入が400万円以下かつその他の所得が20万円以下で確定申告は不要だが、
申告する控除がある人

⑤市外在住で、市内に事務所、事業所、家屋敷などがある人

申告に必要なもの
x認め印
x申告者のマイナンバーカード、または通知カード＋運転免許証など
の
身元確認書類
※市役所で確定申告書を提出する場合はコピーが必要です
x扶養親族がいる人⇒扶養親族のマイナンバーの控え
x給与所得者、年金所得者⇒30年分の源泉徴収票（コピー不可）
x保険料控除証明書（生命保険、地震保険、社会保険など）
x医療費控除を受ける人⇒医療費の明細書（自身で作成、明細書の様式は国税庁ホームページ「http://
www.nta.go.jp」で入手できます）
x還付を受ける人⇒申告者名義の金融機関および口座番号が分かるもの
x
「確定申告書」、「確定申告のお知らせ（はがきや封書）
」
（成田税務署から届いている人のみ）
※この他、各種所得控除を受けるためには、それぞれの内容に応じた証明書などが必要です
※国民健康保険税などの納付額のはがきは１月30日㈬に担当課から送付予定です。納付額の確認が必
要な人は事前に各保険担当課へお問い合わせください

日㈮

15

◦年の中途で退職し、年末調整を受けていない人

「所得税の確定申告」
、
「市民税・県民税の申告」のお知らせ

〈申告が必要な人〉

申告期間は２月

所得税の確定申告
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確定申告期間中の確定申告会場・受付時間などのご案内
市役所での申告
とき

2月18日㈪〜 3月15日㈮

（土曜・日曜日を除く）

ところ

午前の部：9時～12時（8時30分開場）
午後の部：13時～15時

市役所新館５階

※提出のみの人は、8時30分～16時まで受け付け

x混雑が予想され、一日に助言できる人数に限りがあるため、受け付けを早めに終了することがあります。また、午前中
の受付人数を超えた場合、午後の受け付けを行うため、午前中で当日の受け付けが終了することがあります。あらかじ
めご了承ください。
x市役所での確定申告書の提出は上記の受付時間のみとなります。

【市役所で助言できる内容】
①市民税・県民税申告
②30年分の所得税の確定申告のうち「確定申告書Ａ」で申告できるもの
◦給与所得、雑所得（年金を含みます）、総合課税の配当所得、一時所得
◦上記所得の人の、医療費控除などの還付申告

※ただし、住宅ローン控除、雑損控除、特定支出控除および外国税額控除を含む申告は除く

x上記の内容以外は市役所では助言できません。市役所で助言できない内容については、２月14日㈭以降に「イオンモー
ル成田のイオンホール」で申告してください。なお、提出のみであれば全ての申告書を受け付けます。
x国民健康保険税や介護保険料などの年間支払金額が不明な人は、事前に確認してからお越しください。

税務署による所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告書作成

2月14日㈭〜 3月15日㈮

とき

※土曜、日曜日は除く。ただし、２月24日㈰・３月３日㈰に限り、
確定申告の相談と受け付けを実施

ところ

受付：9時～16時
（提出は17時まで）

イオンモール成田
２階「イオンホール」
成田市ウイング土屋24

x税務署内に申告書作成会場はありません。
x会場開設日および最終週は、大変な混雑が予想されますのでご了承ください。
x会場が混雑している場合は、長時間お待ちいただいたり、受け付けを早めに終了する場合があります。
x９時～10時までの間、イオンモール成田へは、立体駐車場３階から連絡通路を通り、モール２階C入口からお入りください。
x申告書作成会場では、国税の納付、納税証明書の請求・発行、申告書の閲覧サービス、開示請求、相続税の相談は行っ
ておりませんので直接税務署へご来署ください。
x振替納税を利用すると、振替納付日に自動引き落としとなります。申込手続きについては税務署の管理運営部門にお問
い合わせください。
x28年分以降の所得税と復興特別所得税・個人消費税・贈与税の申告書を税務署へ提出する場合には、その都度マイナン
バー（個人番号）の記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
※郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーカード（表裏両面）または本人確認書類の写し（裏表に記載のあるも
のは両面）＋通知カードを添付してください。自宅からｅ－Taxで送信する場合は、本人確認書類は不要です

■確定申告書等の作成には、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」が便利です
案内に従って金額などを入力すれば、自動計算で各種税の申告書や青色申告決算書などが作成できます。作成した申告書
等は、プリントアウト（白黒可）して、郵送などで税務署に提出することができます。
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して、直接税務署に電子申告することもできます（電子
申告を利用する場合は、税務署が発行したＩDとパスワード、またはマイナンバーカードとＩCカードリーダライタが必要です）
。
■『申告書の郵送先』申告書は郵送でも提出できます
【所得税の確定申告書】⇒ 〒286-8501
【市・県民税の申告書】⇒ 〒284-8555

成田市加良部1-15 成田税務署
四街道市鹿渡無番地 四街道市役所課税課

問 所得税・確定申告について…成田税務署 ☎0476-28-5151（自動音声にてお受けし、ご用件に応じて担当者がお応えします）
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
市民税・県民税について……課税課 ☎421-6114
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子ども医療費についての大切なお知らせ
適正受診へのご協力をお願いします
市では、限られた財源を有効に活用して、さまざまな子ども・子育て支援事業を展開していま
すが、近年、子ども医療費を含む子ども・子育て関連経費の増加傾向が続いています。子ども医
療費助成制度を維持し、医療を必要とする子どもが安心して受診できるよう、皆さんのご協力を
お願いします。

子ども医療費助成の状況
子ども医療費助成額

0
7,70

子ども１人当たりの通院・調剤助成件数

加

万円増

加

2 件増

約３億
1,000万円

約３億
8,700万円

12.3件

14.3件

25年度

29年度

25年度

29年度

医療費適正化のために
■かかりつけ医・薬局をもちましょう

7,700 万円増加
かかりつけ医は、それま

■重複受診はやめましょう

2 件増加
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医

での病歴やお子さまの健康

療費が余分にかかる上、重複する検査や投薬に

状態、体質などを把握して

よって体に悪影響を与えてしまうなどの心配が

います。かかりつけ薬局で

あります。

は薬歴が分かるので、薬の
飲み合わせなどを相談する
ことができます。
■休日・夜間の時間外受診はよく考えてから

■ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用も
検討しましょう
ジェネリック医薬品は、新薬（先発医薬品）
と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや

時間外受診は割増料金で医療費が高額になる

副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場

だけでなく、本来の救急医療を必要とする患者さ

合があります。また、開発コストが抑えられる

んの治療に支障を来すなど問題となっています。

ため費用が安くなる場合があります。利用の際

■夜間の場合は電話相談もご利用ください
看護師や小児科医がアドバイスします。通話
料のみ利用者負担です。
《こども急病電話相談》
相談時間：毎日19時～翌朝６時

電話番号：プッシュ回線からは ☎＃8000

ダイヤル回線からは ☎242-9939

は医師や薬剤師にご相談ください。
■セルフメディケーション税制を活用しましょう
健康の維持増進および疾病の予防への取り組
みを行う人が、対象となる医薬品を購入した場
合に、所得税や住民税の軽減が受けられる医療
費控除の特例が創設されました。詳細は厚生労
働省や国税庁のホームページをご覧ください。

問 子育て支援課 ☎421-6124
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地域の安全・安心に貢献する消防団員募集
若い力も活躍しています
消防団は、
「自分たちの地域は自分たちで守る」という郷土愛護の精神のもとに、地域社会に貢
献しています。現在、全国の消防団では、団員の減少や高齢化が進んでいます。市消防団におい
ても例外ではなく、団員の定数は300人ですが、常に欠員が生じています。
災害が発生した際には、迅速な消火活動や救助活動などが必要であり、地域に根差した消防団
はとても重要な存在です。

消防団の活動

入団資格

【平常時】

次の条件をすべて満たす人

・住 民の防災意識の向上のための啓発や火災予
防啓発

※性別問わず、学生も可

②意志が強く、健康な人

・AEDの使い方をはじめとした応急手当の普
及・啓発

③市 内在住・在勤・在学もしくは近接地域に居
住している人

【災害時】

《学生消防団員活動認証制度》

・火災時の初期消火や消防署員の後方支援
・地震や風水害時の救助・救出活動
地域に根差した消防団員は、地形や道路網、
世帯状況などの知識を生かし、的確かつ迅速に
災害対応を行います。

市では、在学中に消防団活動で地域貢献を行った学

生を評価し、認証する「学生消防団員活動認証制度」
を設けています。

本制度は、消防団活動に従事した学生に、市がその

功績を認めて証明書を交付するもので、就職活動にお
いて評価されることを期待するものです。

※消防団活動は、仕事や学業など、個人の都合を妨げるも
のではありません。特に平常時は、可能な範囲内での活
動をお願いしています

現役消防団員の声

①満18歳以上の人

高校、大学などの在学中に消防団員として１年以上

継続的に活動し、火災出動や訓練などの活動実績など
の要件を満たす人が認証対象となります。

「私が入団した理由」

・親として、子どもに地域のために頑張る姿を見せたい
・消防士になるための知識・技術を身に付けたい
・働きながら、子育てしながら、大学に通いながら、地
域のために活動したい
全員が「地域の安全を守りたい！」という思いで訓練
に励んでいます。

消防団の存在が地域を守る
近年、想定を超えた地震、局地的な豪雨など

本市においても、女性や若者をはじめとする

による災害が各地で頻発し、地域防災力の重要

消防団加入促進に力を入れており、県地域防災

性が高まっています。その一方で、少子高齢化

力向上総合支援補助金を活用した広報活動を積

などにより、地域における防災活動の担い手を

極的に行っています。

十分に確保することが難しくなっています。

一緒に地域の安全・安心を守っていきませんか。

問 消防本部総務課 ☎422-2475
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お 知らせ

広 告

広 告

広 告

広 告

広 告

広 告

時給

一般事務
保育士

930円

（社会保険加入）

1,200円

（社会保険未加入）

1,020円

保健師

1,330円

看護師

1,250円

栄養士

1,190円

歯科衛生士

1,250円

広 告

広 告

広 告

登録受付を開始します

い合わせください

職種

市臨時職員

※ご不明な点は市ホームページもしくは担当課にお問

主な職種と時給（予定）

31

年度

ダウンロードできます

で は、 臨 時 職 員 を 雇 用 す る 場 合 に、

15分）などで配布するほか、市ホームページからも

市

あらかじめ登録されている人の中

課窓口（祝日を除く月曜～金曜日８時30分～17時

1

か ら 選 考 す る 登 録 制 度 を 設 け て い ま す。

※詳細は、募集要項をご覧ください。募集要項は担当

28

2

希望する人はお申し込みください。

ができるのは６年までです

2

受付期間… 月 日㈮～随時（土曜・日

限度としています。また、本会議の委員となること

4

曜日、祝日を除く）

※原則、公募委員が兼職できる審議会などの数は２を

問 人事課 ☎４２１－６１０５

る人
報酬など…委員報酬と交通費を支給します
応募方法…募 集期間内に応募用紙とレポートを担
当課に提出

※ 月
 から勤務希望の人は、 月 日㈭
までに登録してください

募集期間…２月１日㈮～３月４日㈪
担当課……社会教育課 ☎424-8927
応募要件…市 内在住で、任期中の会議に出席でき

申 し 込 み … 登 録 申 請 書（ 人 事 課 で 配 布、

への出席
募集人数…３人
任期………６月（予定）から２年間

3

㎝）を貼って人事課へ提出

会議名……社会教育委員会議
職務内容…会 議での意見提案や社会教育委員大会

または市ホームページからダウンロード

委員募集

できます）に必要事項を記入し、写真（縦

㎝×横

4

広 告
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こんなとき
どうする？

消費生活

Q&
A

Q

残った灯油を保管して来シーズンに

灯油は、長期保存していると、酸化

知って、
あんしん

国民年金

国民年金の保険料をまとめて納めると割引になると聞いたので

使っても大丈夫ですか？

Q

すが、本当ですか？

A

A

国民年金は翌月の末日までに各年度ごとに決められた額の保険料

劣化などで変質することがあります。ま

を納付する「毎月納付」の仕組みをとっています。納付方法は、加入

た、保存方法によっては容器に水がたま

者宛てに送られてきた国民年金保険料の納付書で金融機関などの窓口

ることもあります。このような灯油を暖

において現金で支払う方法と、金融機関の口座から引き落としてもら

房器具に使用すると、燃焼不良などを起

う口座振替の方法などがあります。

こす可能性があり、悪臭やすすが出たり、
故障や火災の原因につながる恐れがあり
ます。

質問についてですが、国民年金保険料は指定の期限までに一括で
納める（以下「前納」
）と割引される制度があります。30年度の保険
料１年分を現金納付で前納した場合3,480円の割引、口座振替の場合

日光の当たるところや、温度の高いと

だと4,110円の割引となりました。同様に６カ月分の前納の場合、現

ころで保管したり、密閉されていない容

金納付だと800円の割引、口座振替の場合は1,110円の割引となりま

器や灯油専用容器以外（水用など）で保

した。なお、２年分の前納の場合は、現金納付だと14,420円の割引、

管すると変質する可能性があります。な

口座振替の場合は15,650円の割引となりました。

るべくシーズン中に使い切るようにしま

また、現金納付で前納を希望される際は任意の月から年度末分まで

しょう。保存は、専用

（例えば、８月～翌年３月までの８カ月分など）も可能です。この場合、

容器に入れて密閉し、

専用の納付書が必要になりますので年金事務所にお問い合わせくださ

冷暗所に置くようにし

い。口座振替で31年度、32年度の２年分（31年４月～33年３月）お

ましょう。

よび31年度の１年分（31年４月～32年３月）
、前期６カ月分（31年

灯油の処分は、購入

４月～31年９月）の前納を希望する人は、31年２月末までに年金手

したお店（販売店やガ

帳や金融機関届出印などを持参して、金融機関の窓口で口座振替の申

ソリンスタンド）にお

込手続きをしてください。ただし、前納の口座振替ができなかった場

問い合わせください。

合、毎月引落（翌月末引落）になってしまうのでご注意ください。

問 消費生活センター ☎422-2155

広 告

7

Q&
A

広 告

広 告
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広 告

問 国保年金課 ☎388-8400

広 告

広 告

広 告

広 告

広 告

広 告

子育て

栄養の話
取り分け離乳食の調理実習
出産に向けての準備
先輩ママ・赤ちゃんとの交流

第３回

3月9日㈯
９時30分
～12時30分

出産前後の手続きや赤ちゃん
との生活の話
赤ちゃんのお風呂実習
ぷれパパ妊婦体験

いきいき元気に

る人
※お産の準備を始める、妊娠 カ月～ カ
月ごろの参加がおすすめです
定員…先着 組程度
ところ…保健センター

持参するもの…母子健康手帳、母子健康手

帳の副読本・市子育て情報ブックすくすく

（母子手帳交付時に配布）
、筆記用具、飲み

物、使用中の歯ブラシ 第
(１回のみ 、
) エプ
ロン、三角巾、お弁当（第２回のみ、おに
ぎりなど簡単なもの )
申し込み・問い合わせ…健康増進課

☎４２１－６１００

ココの里・子育て応援講座

﹁劇団てぶくろ﹂による
おはなし会

cooking

クッキーをつくろう

子育て支援センターまちっこのキッチン

を使って、親子で型抜きクッキーを作りま

日㈭ 時～

ンターまちっこ

組 ※要予約、参加費無料

歳～就園前のお子さんとその保

定員…先着

対象…満

月

分）、クッキー型（お持ちの人）

問 い 合 わ せ・ 申 し 込 み …

日㈬

時

持 参 す る も の … エ プ ロ ン と 三 角 巾（ 親 子

護者

子育て支援セ

す。※卵、小麦粉、バターを使用します

とき… 月

ところ…まちの保育園成山

10

３４０７、保育課 ☎４２１－２２３８

～電話で同センターまちっこ ☎３１２－

2

現役の保育士がボランティアで結成した
「 劇 団 て ぶ く ろ 」 に よ る お は な し 会 で す。
一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。
とき… 月 日㈬ 時～ 時

ところ…千代田公民館 ホール
※車でお越しの場合は要予約
対象…就学前のお子さんとその保護者
※予約不要、参加費無料
問 ココファン・ナーサリーもねの里
☎３０４－７７９５

て

14育

子

8

8
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いき
保育課 ☎４２１－２２３８

まちっこ

すくすく広
て

育

子

すくすく

2

2

すくすく

12

パパママルーム

第２回

2月27日㈬
９時30分
～14時

て

育

子

10

10

https://magokorokan.com/kosodate/

お産の進み方
母乳についての話
歯の健康の話と歯磨き実習

対象…市内在住で、初めてパパ・ママにな

※3回目はなるべく夫婦でご参加ください
※全回参加が難しい人は3回目のみの参加も可能です

8

6

※昨 年 の 様 子 は ま
ちっこホームペー
ジ内ブログに掲載
しています

2月22日㈮
９時30分
～12時30分

6

6

すくすく子育て

第１回

20

2

内容
とき

 はじめての出産を迎える人へ

「ハパママルーム」に参加しませんか

乳幼児健診・予防接種ほか
乳幼児健診・相談

問 健康増進課 ☎421-6100



健診・相談名

とき

３〜４カ月児相談
８カ月児歯・離乳食教室

2月25日㈪
2月  5日㈫
2月  4日㈪
12日㈫
2月26日㈫
2月19日㈫

１歳６カ月児健診
２歳６カ月児歯科健診
３歳６カ月児健診

乳幼児・児童予防接種

ジフテリア・百日ぜき

四種混合 破傷風・不活化ポリオ

13時〜13時45分
13時〜13時45分
問 健康増進課 ☎421-6100
対象

子育て

30年11月生まれ
30年11月生まれ
30年8月生まれ
1期初回 30年10月生まれ
1期追加 ※30年7月までに１期初回（3回）
を完了した子
すでに三種混合またはポリオでの接種を開始している７歳６カ月未満の子
30年1月生まれ
1期 30年1月生まれ
2期 5歳〜7歳未満で就学前の1年間（個別通知）
1期 28年1月生まれ
2期 9歳～13歳未満の子（9歳の誕生日の翌月に通知）

）

不活化ポリオ（単独）
水痘
麻しん・風しん混合
日本脳炎
二種混合（ジフテリア・破傷風）
子宮頸がん予防

13時〜13時45分

30年11月生まれ

小児用肺炎球菌
B 型肝炎（１歳未満有効）
BCG接種（１歳未満有効）

（

受付

郵送はがきで案内
郵送はがきで案内



予防接種名

ヒブ

対象

30年10月生まれ
30年6月生まれ
29年6月・7月生まれ
29年7月生まれ
28年8月・9月生まれ
27年8月生まれ

11歳〜13歳未満の子（個別通知）

小学6年生～高校1年生の女子 ※現在、国の通達により、積極的勧奨はしていません

※平成７年４月２日～19年４月１日生まれの人は、日本脳炎の接種が20歳未満まで可能です
※平成19年４月２日～21年10月１日生まれの人で日本脳炎１期が完了していない人は、お知らせください
※対象年齢の○歳未満とは○歳の誕生日（該当する日）の前日が接種できる最後の日となります

歯・口腔相談

問 健康増進課 ☎421-6100



とき

ところ

2月15日㈮ 受付13時〜

対象

保健センター

定員

乳幼児、妊産婦、成人

10人（申込制）

歯科医師による歯科健康診査、相談、ブラッシング実習 ※健康手帳、母子健康手帳、使用中の歯ブラシを持参

子育てサロン

子育て支援



とき

2月  6日㈬・20日㈬

時間

10時〜12時

ところ

対象

福祉センター１階児童センター子育て広場

おおむね4歳までの
乳幼児と保護者

桜ヶ丘会館

2月  7日㈭・21日㈭

10時〜12時

千代田公民館

2月  8日㈮・22日㈮

10時〜12時

鷹の台自治会集会所

2月  7日㈭・21日㈭
2月22日㈮

2月28日㈭

※おもちゃ病院も同時開催

13時30分〜15時
10時〜12時

10時〜12時

萱橋台区自治会集会所
美しが丘自治会館

（桜ヶ丘会館・美しが丘自治会館・鷹の台自治会集会所のみ）

9
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問 社会福祉協議会 ☎422-2945

子育て

時

時までの

４時間）
、 土 曜 日、 学 校 休 業 日 ９ 時 ～

（８時間以内）

※場合により８時からの勤務、
時間外勤務もあります

※学校の行事により勤務開始時間が変わる
場合があります

勤務場所…市内

カ所のこどもルームのい

※その他、会議や研修などがあります

に、 本 市 に 転 入 さ れ た 妊 婦・ 乳 児 に 対 し、

ずれか

市外で母子健康手帳の交付を受けた後
健康診査の受診票の交換をしています。

年（２０２０年）

診票が入っているもの）を持参の上、健康

給与…時給９８０円

３月

雇用期間…４月１日～

増進課までお越しください。

日まで（更新あり）

問 健康増進課 ☎４２１－６１００

こどもルーム︵学童保育所︶
一般指導員募集

年度

※交通 費（ 距 離 に 応 じ る ）、 時 間 外 勤 務 手
当は別途支給

該当する人は、母子健康手帳と別冊（受

18

応募方法…登録申請書（社会福祉協議会窓

口、または市ホームページから入手可）に

写真を貼り、有資格者は資格を証明する写

は郵送

時）また

しと併せて社会福祉協議会こどもルーム係
課後や夏休み期間中に子どもたちだけで過

試験日…後日連絡します

に持参（月曜～金曜日の９時～
ごす小学生を対象に、生活や遊びの場を提

問 社会福祉協議会

☎３０９－５４４５

こどもルーム係

供して子どもたちの健全な育成を行う事業
です。
業務内容…こどもルームの指導員として学
童の保育に従事
資格要件…子どもと関わるのが好きな人

時（基本

※保育士・教員免許など資格の有無は問い
ません
勤務時間…月曜～金曜日 時～

10
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子育て

問 同センターすずらん

☎４２３－３４００

転入された妊婦・乳児の
受診票の交換を行っています

て

こどもルームは、保護者の就労などで放

31

幼児安全法講習会︵冬コース︶

すくすく広

て
育

子

子どものけがや病気、心肺蘇生法やＡＥ

時 分頃

Ｄの取り扱いなどを一緒に学びましょう。

とき…２月 日㈯ 時～

※当日は、すずらんの「あそびの広場」は
お休みです
ところ…中央保育所
対象…０歳～就学前の子どもの保護者
定員… 人

参加費… 円（テキスト代）※当日徴収
講師…日本赤十字社
申し込み…２月６日㈬９時～電話で子育て
支援センターすずらん

32

19

すくすく
31

て
育
子

いき

30

19

17

いきいき元気に 健

11

※講習中は、日赤奉仕団の人が子どもを見
てくれます

10

すくすく広
18

23

育

子

14

すくすく子育て情

12

52

健康・福祉
﹁コグニサイズで認知症予防﹂
気づいて聴いてつながる

傾聴力スキルアップ講座

あなたの大切な人の様子がいつもと違う

参加者募集

頭で考える認知課題と運動を同時に行う

とき、ご近所さんにいつもの元気がないと

人に気付き、声を掛け、話を聞いて、必要

な支援につなげ、見守る人のことをゲート

キ ー パ ー と い い ま す。 傾 聴 力 を 身 に つ け

ことで認知症を予防する方法を学び、実践

分（受付

30

き、あなたならどうしますか。悩んでいる

15

してみませんか。

時～ 時

14

※７月に保健センターで実施したものと同
じ内容です

日㈫

11 市政だより四街道 2019.2.1 No.1067

とき… 月

☎420-6070（９時～17時、日曜、
祝日、年末年始を除く）

3
5

て、あなたがゲートキーパーとなれば、大

問 地域包括支援センター

分～）

※
「男の介護を語ろう会」は次回３月９日㈯
です

時

※初参加の人はご連絡ください

切な人の力になれます。

２月26日㈫ 10時〜12時
ところ 福祉センター３階 会議室１
内容
リハビリ、健康体操について
とき

ところ…わろうべの里 多目的ホール

虹の会

内容…ゲートキーパーの役割、傾聴などの

介護のつどい

介護に関する
悩みや知識を共有するための
集いの場です

13

対象…医師からの運動制限がない人

問福祉政策課 ☎421-6121

45

13
実践

（みそら）

30

※参加費無料

（旭ヶ丘）

16

分（受付

（鹿渡）

14

定員…先着 人

（みそら）

2

60

講師…聖マリアンナ医科大学神経精神科研

（大日）

3

講師…国立病院機構下志津病院 看護師

（旭ヶ丘）

究員 臨床心理士 田口学さん

（鷹の台）

コグニサイズ指導者 圓城寺智恵子さん

（千代田）

とき… 月 日㈯ 時～ 時

（亀崎）

☎４２１－６１００

健康・福祉

林田さき
細川亀二郎
青木きぬ
松原 豊
臼田キン
末吉昭代
大森八千代
澤井千枝子
橋本よし

40

内容…「コグニサイズ」についての講話・

k90歳l

時 分～）

（大日）

定員…１００人 ※要予約、参加費無料

（鹿渡）

申し込み・問い合わせ…健康増進課

（大日）

22

実技

（和良比）

ところ…保健センター３階 大会議室

（大日）

持参するもの…筆記用具、動きやすい服装

（大日）

6

長寿のお祝い

調 至示子
中本卓治
畠 や寿子
浅香たま子
長嶋良江
坂井冬四郎

と靴、汗拭きタオル、飲み物

k95歳l

2

日㈬～ 日

☎４２１－６１２８

林田昻子（亀崎）

申し込み・問い合わせ… 月

k100歳l

㈮までに電話で高齢者支援課

12月生まれの人

定例健康相談

成人健康相談
とき ２月５日㈫ ・18日㈪ 13時〜16時

ところ 保健センター

内容 保
 健師・看護師による健康に関する相談、血圧測定・尿検査・

体脂肪測定（健診ではありません)、みそ汁の塩分濃度測定
持参するもの 健康手帳、みそ汁＊
※上記日程以外での来所の場合は相談をお受けできない場合があります
＊家のみそ汁の塩分濃度を知りたい人は持参してください

歯・口腔相談
とき ２月15日㈮ 受付13時〜
定員 10人（申込制）

ところ 保健センター

内容 歯
 科医師による歯科健康診査、相談、ブラッシング実習
※健康手帳、使用中の歯ブラシを持参してください

問 健康増進課 ☎421-6100

！
参加者 募集

第６回

と

き

エンジョイ四街道

よつかいどう文化財散歩

3月 2日㈯ 9時〜12時頃（受付8時50分〜）

集 合

旭公民館 ※小雨決行（荒天時は３日㈰に順延）

コース

山梨地区の文化財散歩（運動靴で参加）

（大隆寺、山梨（月見里）城跡、香取神社など 約４km）

共催・ガイド…文化財ボランティアガイドの会

申し込み…往復はがきの往信裏面と返信表面に

対象…小学３年生以上 ※小学生は保護者同伴

代表者の住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、

定員…40人（定員を超えた場合は抽選）

２月13日㈬（消印有効）までに社会教育課（鹿渡

参加費…１人300円（保険料など）

2001-10）へ郵送

※当日徴収

※複数人参加希望の場合、往信裏面に参加人数、参加者
氏名・年齢も記入してください
※結果を後日返信はがきでお知らせします

※小学生無料（同伴保護者のみ徴収）

持参するもの…飲み物、雨具、保険証など

問 社会教育課 ☎424-8934

と

き

2月 23日 ㈯

8時30分〜12時
ところ

四街道小学校

市スポーツ推進委員連絡協議会主催

『ペタンク』と『ラージボールテニス』で遊ぼう
大人も子どもも一緒に遊べるニュースポーツ体験会です。
親子での参加も大歓迎です。
みんなで楽しめるようにスポーツ推進委員がお手伝いします。
【室内ペタンク】
コートに描いたサークル

【ラージボールテニス】
軟らかいボールを使ってラリーを楽
しむ初心者向けの室内テニス

から、目的球に近づける
ようにボールを投げ、相
手より近づけることで得
点を競うゲーム

市民芸術公演事業 四街道少年少女合唱団第22回定期演奏会

子どもミュージカル「ヘンゼルとグレーテル」

と

き

ところ

3月 17日 ㈰ 13時30分開演（開場は30分前）
文化センター 大ホール

問 同合唱団父母会（田中）
:090-4240-8973

社会教育課 ☎424-8934

対象…小学３年生～大人
定員…24人 ※参加費無料
持参するもの…運動のできる服装、
室内用運動靴、飲み物、タオル
申し込み・問い合わせ…２月１日㈮
～15日㈮までに電話でスポーツ振興
課 ☎424-8926

入場料…当日券 900円（大人・子ども均一）
前売券 800円
前売ペアチケット 1,400円
障害者 600円
※３歳以下無料、全席自由席。文化センター
で販売

主催…四街道少年少女合唱団
共催…市教育委員会

市政だより四街道 2019.2.1 No.1067
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生涯スポーツのコーディネーター

市スポーツ推進委員を募集します
「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも
スポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現」を
目指して活動する、市スポーツ推進委員を募集します。
応募資格…次の条件を全て満たす人

応募方法…応募用紙に必要事項を記

①市内在住または在勤の20歳以上の人（31年４月１日時点）

入の上、２月28日㈭(必着)までにス

②心身ともに健康な人

ポーツ振興課へ郵送または持参(応募

③地域スポーツ活動に関心があり、ボランティア精神のある人

用紙、募集要項はスポーツ振興課窓

④スポーツについての指導、助言ができる熱意と能力のある人

口で配布するほか、市ホームページ

任期…４月１日～３2年（2020年）３月31日

からもダウンロードできます)

募集人数…若干名
報酬…年額45,000円

軟式野球

新規登録チーム・審判員募集
市野球協会では、

問 スポーツ振興課 ☎424-8926

ソフトバレーボール教室
基礎から一緒に楽しみましょう。

定員…先着15人
参加費…１回500円
※傷害保険は各自で加入すること
申し込み・問い合わせ…２月22

31年度からの新規

とき…３月８日㈮・15日㈮19時

日㈮までに電話でスポーツ振興課

登録を受け付けます

～21時（全２回）

☎424-8926

（現在登録中のチー

※10分前にお越しください

ムには個別に通知し

ところ…総合公園体育館

ます）
。

対象…18歳以上（初心者・男性

また、審判員として大会などで

歓迎）

協力してくださる人も募集します。
対象…市内在住・在勤の人で構成
されているチーム
※登録チームは、春と秋の市民大
会に参加できます
登録料…35,000円

※抽選会時

春の市民
バウンドテニス交流大会
とき…３月10日㈰受付９時～

に徴収

ところ…総合公園体育館

申し込み…２月15日㈮までに電

対象…市内在住・在勤・在学でバ

話で市野球協会

ウンドテニスに興味がある人

:090-8940-5024（諏訪）
【春の大会抽選会】
とき…３月９日㈯19時～
※必ず代表者（代理可）が出席す
ること

部門…１チーム６人による団体ダ
ブルス戦（男子・女子・混合）
※個人の申し込み可。ただし、主
催者側でチームを編成
参加費…１人1,000円（保険料含

ところ…文化センター203号室

む）

問 同協会（諏訪）

申 し 込 み … ２ 月14日 ㈭ ま で に

スポーツ振興課 ☎424-8926
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市バウンドテニス協会 ☎422-

8765（岡野）
持参するもの…室内用運動靴、昼
食
問 同協会（岡野）
スポーツ振興課 ☎424-8926

みんなのひろば

＊必ず連絡をしてからご参加ください
＊掲載は１サークルにつき年４回までです

催し物
スクエアダンス無料体験会
（グランドスクエアズ）

２月４日10時～12時

第９回野鳥写真展（四街道写真倶楽部）

千代田公民館

２月５日～10日9時～18時
市民ギャラリー
（５日は13時～、10日は17時まで）

日本茶道のお話（四街道市国際交流協会） ２月23日13時30分～15時30分

第49回 声楽と器楽の演奏会

２月24日13時～
（開場12時30分～）

☎433-4301福本

楽しく健康に！ウォーキ
ングダンス

☎421-1532宇津木

いつも見られる野鳥や珍
しい野鳥など写真50点
を展示

総合福祉センター ☎312-6173宮野

式正織部流（千葉県指定
無形文化財）松本瑞勝先
生

四街道公民館

☎432-7834須田

入場無料／多彩な音楽を
お楽しみください

春季茶会（四街道茶道会）

３月３日10時～15時

文化センター

☎423-6288黒川

どうぞおいでください

講演会（県立佐倉高校四街道鹿山会）

３月３日13時～16時30分

文化センター

☎422-2345楠岡

戦時中の四街道の様子
について

文化・交流
精神障害者家族会ホープ

福祉センター

☎422-0851渡辺

精神障害者の家族

大工道具の使い方習得＝第１・
岡田屋金物店
３日曜10時～15時、
（吉岡）
入会説明会＝３月３日13時～

☎463-5966内山

初心者歓迎／まずご連絡くだ
さい

俳句（市民俳句講座）

第３金曜13時～15時

福祉センター

☎423-1846土肥（どひ）

初心者歓迎

短歌（海山短歌勉強会）

第３日曜13時～17時

旭公民館

☎432-3001下村

初心者～上級者／添削指導が
受けられます

書道（茜会）

第２・４木曜13時～15時

四街道公民館

☎433-1855稲見

初心者歓迎

合唱（コール・カトレア）

毎木曜13時～15時

四街道公民館

☎423-4518小林

女性／落葉松、メモリーなど
練習／気軽に見学にいらして
ください

コーラス（コールあい）

第２・４火曜10時～

旭公民館

☎421-0147土屋

男性、女性、初心者、誰でも
歓迎します

コーラス（コーラス・ミズ・ポピット） 毎木曜９時～11時

四街道公民館

☎304-8779中田

女性／心にハーモニーを響か
せましょう

中高年の歌の会（歌の会友音）

四街道公民館

☎233-3354鈴木

童謡、唱歌など懐かしい歌を
歌おう

わろうべの里

☎226-6286金澤

明るく楽しく男性会員も活躍
中

第２・４火曜11時～12時40分

千代田公民館

☎433-0172田口

シニア世代の歌の会

第１・３水曜13時～15時

四街道公民館

☎423-0299池上

男性もご参加ください

第１・３月曜11時～12時40分

千代田公民館

☎421-5203宮内

中高年／楽しく歌いましょう

ボイストレーニング、カラオケ、
第１・３火曜13時～17時
新曲レッスン（カラオケふらっと会）

旭公民館

☎432-6855松尾

個人レッスン

大正琴（野菊の会）

第２・４金曜13時～15時

わろうべの里

☎421-2743安田

初心者

料理（お惣菜教室）

第２金曜

四街道公民館

☎433-2089林

女性／お料理好きな人大歓迎

四街道公民館

:090-4432-8159平野

女性

日曜大工
（四街道サンデー木工倶楽部）

第２金曜10時～12時

第１・３月曜15時～16時40分

ポップス、シャンソン、ミュージカル
毎金曜13時～15時
（四街道シンガーズ）
童謡、唱歌（彩音会）
歌声喫茶風に皆で歌う
（歌声サロン田園）
広く親しまれている外国の曲、
Ｊポップ（欧遊会）

料理（和・洋・中華・ケーキ・和菓子）
第２水曜９時～15時
(クッキング たけのこ)
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【31年４月１日号掲載分の提出期限】
市役所…２月25日㈪

公民館…２月24日㈰

所定の掲載申込書に記入し、シティセールス推進課、または四街道・千代田・旭の各公民館窓口へ直
接提出してください。会員募集は２カ月連続しての掲載はできません。あらかじめ、ご了承ください

スポーツ・ダンス・体操
硬式テニス
（オリーブテニスサークル）

30～70代の初・中級女性／初
心者の人も楽しく健康づくりを
しましょう

第１・２・３金曜、第４木曜
10時30分～12時30分

直弥公園
テニスコート

ソフトボール（ウイングス）

毎土・日曜・祝日９時～

四街道小学校

:090-4687-2823加藤

小学生／手ぶらで体験お気軽に

気功（健康気功の会）

毎土曜15時～17時

四街道公民館

☎423-7730宮島

心身の健康維持／バスタオル
等持参

気功（気功健康教室）

毎月曜12時50分～14時40分

保健センター

:090-3505-1714奈良坂

スポーツの苦手な人も元気に

毎火曜 第１・３＝13時～、
第２・４＝11時～

わろうべの里

☎432-9048桜井

女性／一緒に楽しく踊りま
しょう／見学OK

第２・４木曜９時～11時

四街道公民館

:080-5067-2351平山

体全体を動かして健康に良い
ダンス

第１・３火曜15時～17時

わろうべの里

:090-9341-7660西村

60歳～

空手（松涛空手クラブ）

毎月曜16時～18時、
毎土曜９時～11時、
毎日曜19時～21時

中央公園武道館

☎432-6253日暮

初心者歓迎

空手（正伝空手

毎土曜15時～17時、
日曜９時～11時

中央公園武道館

☎432-1827金坂

子ども～

フラメンコ
（セニョーラス・デル・ソル）
創作ダンス（なかよしサークル）
王式九十九式太極拳
（さわやか太極拳同好会）

四街道）

☎487-5884宮田
（18時以降）

地域
づくり
スクエア
NPO法人

Chiikizukuri Square

四街道プレーパークどんぐりの森
代表理事 古川美之

私有地をお借りし開催している「プレー
Chiikizukuri Square

地域のステキな
ヒト・モノ・コトが
集まる広場

15

プレーパークどんぐりの森 子どもたちの冒険遊び場「ど
んぐりの森」に、水道とウッドデッキが誕生しました。新た
な冒険のアイテムが増えて子どもたちもわくわく。水道は水
遊びや野外での調理に、ウッドデッキはステージとして活用
されたりして、新しい賑わいを生み出しています。
#冒険心くすぐる場所 #のびのび遊ぶ #おいしいごはん
#森のステージ
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パークどんぐりの森」は、四街道の自然
の良さを生かした場であり、このまちで
子育てする若い世代が安心して地域と
つながることができる場です。
「プレーパーク」とは、冒険遊び場という
意味。木に登ったり、ものをつくったり
と、子どもがのびのびと遊べます。
毎週月曜日・金曜日と毎月第１・第３土
曜日の午前10時から午後５時まで（冬
季は終了時間が早くなります）開催して
います。その他、乳幼児親子向けイベン
ト「もりのわ」も毎月開催。
ぜひ気軽に遊びに来てくだ
さい。
ホームページ→
【イベント情報】

森まつり ３月23日㈯ 10時〜15時
※雨天時24日㈰

{ donchan@dongurinomori.net
:090-6197-6735

「困った」
ときの相談窓口
相談名

行政相談

交通事故相談
税務相談
人権相談
消費生活相談
弁護士相談

事業に関する相談は除く

心配ごと相談

と暮らし情報
っ
ほ
問い合わせ電話番号がないものについては ☎421-2111へ

とき

ところ

6・20日㈬13時〜16時
27日㈬10時〜15時

申し込み・問い合わせ

福祉センター

直接会場へ

総務課

福祉センター

予約制

自治振興課☎421-6107

今月はお休みです

課税課

福祉センター
直接会場へ
福祉政策課
7日㈭13時〜16時
（祝日を除く）
月～金曜日
9時～16時 消費生活センター
直接会場へ
消費生活センター
〈電話相談のみ〉
（安全安心
（来所は平日のみ） ☎422-2155
ステーション内）
第１・第３土曜日9時～16時

6・20日㈬13時〜16時

福祉センター

13・27日㈬13時〜16時

わろうべの里

各相談日の翌日９
社会福祉協議会
時から次回の申込
☎422-2945
受付（同一内容の
※予約は電話のみ受付
相談は３回まで）

福祉センター

直接会場へ

13・27日㈬13時〜16時
※受付は15時まで

暮らし情報カフェ

農地相談

3月1日㈮13時30分〜16時30分

農業委員会事務局

前月25日までに
申し込み

住宅増改築相談

14日㈭10時〜15時

市役所玄関ホール

直接会場へ

相続・遺言、各種契約、
農地転用等許認可申請、
成年後見、会社設立など

9・23日㈯9時30分〜12時

福祉センター

予約優先

悩み事なんでも相談

2月

司法書士相談

登記（不動産・会社）
、相続、 27日㈬18時〜20時
後見、訴訟、債務整理など

わろうべの里

社会福祉協議会
☎422-2945
同事務局☎421-6155
建築課
行政書士
四街道地区会
:080-1170-4800
千葉司法書士会
佐倉支部
☎308-8017

直接会場へ
（予約不要）

※子育てに関する定例相談は、毎月15日号「子育て」コーナーに掲載しています

市税などの納期

とき…２月８日㈮13時30分～

ところ…シルバー人材センター事務所（和良比181-37）
対象…市内在住の60歳以上

定員…20人

申し込み…２月４日㈪９時～電話でシルバー人材センター
☎497-5080（月曜～金曜日９時～17時）

※説明会終了後、希望者には入会手続きを行います。入会には、会費3,000円、写真２枚（3cm×
2cm）が必要になりますので、あらかじめご用意ください

普通救命講習（Ⅰ）
とき…３月23日㈯９時～12時

対象…市内在住・在勤・在学の人

定員…先着30人（10人未満の場合は中止）

申し込み…２月４日㈪～15日㈮（土曜・日曜日、祝日を除く
８時30分～17時15分）までに消防本部警防課 ☎422-2493

リサイクル品交換コーナー

問 廃棄物対策課 ☎421-6132

譲ります
▶漬物石

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

ところ…福祉センター３階 会議室

※受講者には、普通救命講習修了証を交付します

▶植木鉢

固定資産税・都市計画税

介護保険料

内容…講義（応急手当の目的など）
、心肺蘇生法、止血法など

▶着物タンス

2月 28日㈭

ⓒNatsuno Togashi,2014

し
暮ら

忘れず
に
納めま
しょう

シルバー人材センター入会説明会

▶学習机セット

▶公務員講座問題集

譲ってください
▶犬小屋 ▶猫ハウス ▶旭中学校女子制服など一式 ▶トミカ ▶レゴブロック
▶ベビーベッド ▶ベビー用ハイチェア
＊４月から当コーナーは「リユース品情報コーナー」に名称変更します。受付方法などの変更
はありません。引き続き、皆さんのご利用をお待ちしています
※品物はすべて無料取引です。品物や受け渡しなどのトラブルが生じた場合は当事者間で解決してください。安
全上、電気や燃料を使用する製品の登録は行っていません。すでに取引が成立している場合もありますので、
ご了承ください。なお、市役所玄関口の『リサイクル品交換コーナー』では、最新の情報がご覧いただけます

水道緊急修理受付
四街道市指定管工事業協同組合

:080- 5073-2713
宅内漏水はお客さまの負担が
伴う場合があります

防災行政無線
情報提供サービス
1 0120- 972 - 302
Ⓡ

フリーダイヤル

防災行政無線の情報を
ご家庭の電話で
確認することができます
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図書館だより
絵本の会

介護老人保健施設のぞみ

水

13日
四街道老人ホーム
27日

13:40
14:20

池花ファミリー歯科駐車場 15:15

※申し込み不要、直接会場へ

４歳〜小学１年生対象▲9日㈯ 10時30分～11時
小学１年生以上対象 ▲9日㈯ 11時～11時30分

資料リサイクル
15日㈮ 9時〜

５月のドリーム号巡回予定
２月のドリーム号巡回予定

※きょうだいの同伴可、直接会場へお越しください

０・１歳児と保護者対象▲12日㈫ 10時20分～10時40分
２・３歳児と保護者対象▲12日㈫ 10時50分～11時10分

おはなし会

問 図書館 ☎423-6443

『チョコレート戦争』

大石真 作／北田卓史 絵／理論社
（小学校中学年から）

「チョコレートの城」を眺めていた明と光一の

を計画し、子ども対大人の「チョコレート戦争」

土

はまったく古びていません。チョコレートのおいしい季節に、いかがで
しょうか。

つくし座中央公園

14:30

わらびが丘自治会館前

15:10

グリーンタウン中央公園

12:55

みそら集会場

13:35
14:20

鷹の台公園駐車場

15:00

吉岡小学校

15:40

2日 さつきケ丘自治会館
16日 和良比小学校
細木児童公園脇

14:00
14:50
15:30

※悪天候の場合、巡回を中止することがあります

が始まった…。物語の行方にハラハラドキドキさせられ、ラストはとて
も痛快な物語です。最初に出版されたのは1965年ですが、その面白さ

13:50

鹿放ケ丘ふれあいセンター 13:10

目の前で、突然そのガラスが割れた。犯人だと

濡れ衣を着せられた２人は友達を誘って仕返し

13:10

1日
吉岡福星寺
金
15日

ケーキがとてもおいしいことで有名な洋菓子

店の金泉堂。学校帰りにショーウインドーの

12:30

物井円福寺駐車場

14日
千代田集会所
木
28日

図書館１階入口脇で開催

（ 今月の おすすめ本 ）

物井工業団地駐車場

今月の休館日
4日㈪、19日㈫〜26日㈫

※19日～26日は図書館および各公民館図書室は蔵書
点検のため休館（室）します

各種開催・募集
シルバー人材センター

植木の手入れ、草取り作業31年度分受付

植木の手入れ、草取り作業の31

年度分受付を開始します。
なお、作業できる件数に限りが
あるため、予約件数に達し次第申
し込みを締め切りますのでご注意
ください。
申し込み…２月５日㈫～電話でシ
ルバー人材センター（月曜～金曜
日９時～17時）
※３ｍ以上の植木の手入れは、事
故防止のためお受けできません
問 同センター ☎497-5080

太巻き寿司講習会
とき…２月19日㈫13時30分～

ところ…千葉みらい農協四街道支
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店

２階

対象…市内在住・在勤の人
定員…先着20人
参加費…1,000円 ※当日徴収

号室
対象…中学生以上
定員…先着50人

内容…あげ羽蝶（卵巻き）、たぬ
き（のり巻き）
持参するもの…エプロン、三角巾、

参加費…2,000円 ※当日徴収
※研 修会中は華道ハサミ、花器、
剣山の貸し出しが可能です
講師…吉橋康江（四街道市華道協

で同支店
問 同支店 ☎422-2200

話番号を記入の上、２月15日㈮ま
でにはがき（吉橋宛て〒284-0004
みのり町17-8 ）またはFAX（4324178）で申し込み

ふきん、巻きす（大・小各１枚）、
ラップ、包丁、ゴミ袋、ビニール
手袋、マスク、持ち帰り容器
申し込み…２月１日㈮９時～電話

市芸術文化団体連絡協議会主催研修会

「生け花体験教室

～ひなまつりの花を生けよう～」

とき…２月24日㈰９時30分～11
時30分

ところ…文化センター 201・202

会代表）
申し込み…氏名・住所・年齢・電

問 同協議会（社会教育課内）
☎424-8934

2/1
（毎月２回１日・15日発行）
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大切なのは
「自分らしさ」

「男女共同参画」というと難しい印象を受けるが、

男らしさや女らしさのイメージや役割に縛られず、

誰もが平等に扱われることを目指すというものだ。

自分らしい生き方に注目が集まり、長寿社会を迎え

たことでパートナーと過ごす時間も増えた私たちの
生活に、密接に関わっている。

布施さんが活動に参加するようになったのも、自

身の生活の中での違和感がきっかけだという。「男

性は仕事、女性は家庭」という考えが根強かった時

代を過ごし、これからは女性も男性も自立していく

事が求められているという思いから、委員会の活動

内容を考案している。「家事についていえば
〝手伝う〟

≫≫

ではなく、まずは１つのことでも責任を持って任せ

※外国人を含む住民基本台帳人口、
（ ）
内は前月比

電子行政サービスは

られるようになればと考えています」現在は、若い

よめーるの
登録・変更

四街道市公式
フェイスブック

今号の表紙は、１月13日に行われた新成人のつどいの
様子。色鮮やかな振袖や引き締まったスーツをまとっ
た新成人の皆さんは、旧友との再会を喜び、未来への
期待を胸に式典を楽しんでいました。今号では、こど
も医療費についての大切なお知らせを掲載しています。
皆さんのご協力をお願いします。

《うち外国人の人口》

市の人口（１月１日現在） ≫≫ 計 94,027人（＋87）

右のQRコードから
ご利用ください

世代にも身近な問題として考えてもらえるような方
法を模索中だ。

白谷さんは「それぞれの人が抱えている生きづら

さや悩みを皆さんと一緒に考える機会をつくる活動

をしていきたい」と語る。委員会が年 回開催して

いる映画鑑賞会や講座などのイベントでは、参加者

が話し合う時間を設けている。参加者からは、普段

は内に秘めている声が挙がり、悩みや思いを共有す
る大切な場となっている。

委員会では、これまで防災、結婚、就活や終活に

ついてなど、数多くの社会問題についての取り組み

を行ってきた。自分たちで問題提起し、仲間と和気

あいあいと情報収集をして取り組んでいくことが、

活動の楽しさにつながっているという。委員会のメ

ンバーは随時募集中のため、興味のある人はまずは

男 47,092人（＋64）女 46,935人（＋23） 男 1,336人 女 922人
計 2,258人（＋6）
世帯数 40,830世帯（＋44）

編集部から ≫≫

発行／四街道市役所 編集／経営企画部シティセールス推進課 〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地 TEL043-421-2111（代表） FAX043-421-2100

問い合わせまで。

問 政策推進課 ☎421-6161

今号の印刷費（３カ所への配送を含む）は１部約26円です ■再生紙を使用しています

平成15年に発足した市民団体。講座などのイ
ベント開催のほか、活動を紹介する情報紙「和
話輪（わわわ）」の発行などを手掛ける。

30年10月に開催したトー
ク イ ベ ン ト の 様 子。 参 加
者同士で自分らしい生き
方について話し合った。

profile ふせ しげこ ／ しらたに みつる
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（写真右）

（写真左）

白谷ミツルさん
布施しげ子さん

四街道市男女共同参画フォーラム実行委員会

