
4 月１日から4 月１日から
　　　　 ごみの出し方を一部変更しま

す
ごみの出し方を一部変更しま

す

＜現在＞ ＜変更後（4月 1日～）＞

カン（30L） → カン（30L・カン（30L・15L 追加15L 追加））

ビン（30L） → ビン（30L・ビン（30L・15L 追加15L 追加））

もやせるごみ
（30L・20L） → もやせるごみもやせるごみ

（30L・（30L・15Lサイズ変更15Lサイズ変更））

その他プラスチック
製容器包装（30L） →

その他プラスチック製その他プラスチック製
容器包装（30L）容器包装（30L）
（（名称変更名称変更））
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- 佐倉で才能が開花する -

SAKURA

ごみ集積所でペットボトルの収集を開始

収集日　毎週木曜日　※初回の収集は令和 4年 4月 7日㈭です

出し方　ラベルとキャップをはずし、軽く水洗いしてつぶしてから、「プ
　　　　ラスチック製容器包装」（黄色）の指定ごみ収集袋に入れて集
　　　　積所へお出しください。

●ペットボトルの本体・ラベル・キャップと、プラスチック製容器包装
　類は、黄色い指定ごみ収集袋に一緒に入れられます。

●集積所でのペットボトルの収集開始により、今まで「その他プラスチッ
　ク製容器包装」としていた指定ごみ収集袋の名称を、「プラスチック
　製容器包装」に変更します。
※令和４年度以降もご家庭に残っていたり、販売されていたりする変
　　更前の「その他プラスチック製容器包装」の指定ごみ収集袋を、「プ
　　ラスチック製容器包装」の袋としてご利用いただけます

●市が、店舗などに設置したペットボトル拠点回収ボックスは、3 月
　24 日以降使用できなくなります。
　なお、ペットボトルの回収を継続している店舗は、市ホー
　ムページでご覧いただけます。

うめたてごみの収集日が
変わります

収集日　毎月 1・3回目の木曜日
　　　　※ 5回目の木曜日の収集がなく
　　　　　なります

指定ごみ収集袋のサイズ　　 
などが一部変わります

問い合わせ　廃棄物対策課 ☎484 - 6149

名称と絵が変更

袋のデザイン変更なし！
サイズの変更があります（上記）

ごみの種類別収集方法、指定ごみ収集袋の種類、ご
み収集カレンダー、粗大ごみの出し方と粗大ごみの
品目などをまとめた「家庭ごみの分別一覧表」は、
こちらからご覧ください。

※そのほかの「うめたてごみ」「金属類・小型家電」
「その他紙製容器包装」の袋は変更がありません

ペットボトルのリサイクル

ペットボトルをきちんと分別すると、
　　いろいろな製品に生まれ変わります。

キャップとラベルを外し、
軽く水洗いした後、つぶし
て出されたペットボトル

選別施設で、汚れたものや
対象外のものを取り除き
ます

リサイクル工場で砕いた
り、溶かしたりして原料に
します

ごみ出しのルールは、みんなで守りましょう

分別され、集められたペットボトルは、汚れたものや対象外のものを除いた
後に、リサイクル工場できれいに洗浄され、一度、原材料になってから作業着
などの衣服になったり、再びペットボトルになったりしています。

　私の着ている作業着も、主にペット
ボトルでできています。
　ペットボトルをリサイクルすること
により、石油などの限りある資源の使用
を抑制することができ、地球温暖化の防
止につながります。ごみの減量とリサイ

　 クルのために分別にご協力ください。

メーカーで衣服やペットボトルなど
に生まれ変わります

砕いた状態砕いた状態

写真提供：公益財団法人 
　　　　　日本容器包装リサイクル協会

市の人口と世帯 令和3年12月末現在　（　）は前月比

人口  172,232人（-92）男  84,785人（-69）女  87,447人（-23）世帯  78,647人（-7）　

廃棄物対策課廃棄物対策課
　主事　金子 翠　主事　金子 翠



日日付　時時間　 場場所　内内容　費費用　対対象　定定員
講講師　持持ち物 〆締め切り　申申し込み 問問い合わせ凡 例

新型コロナウイルス感染症に関する支援情報

　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内で事業を行う中小企業
等の事業継続を支援するため、「千葉県中小企業等事業継続支援金（時
短協力金の受給対象となる飲食店は対象外）」の支給を受けた事業者の
かたへ、市が独自に上乗せ給付を行います。
交付要件 ▶市内に主たる事業所などを有すること ▶現に市内で事業を
行っており、今後も当該事業を継続する意思があること ▶千葉県中小
企業等事業継続支援金の支給を受けていること
交付額　10万円（1事業者 1回限り）　申請期限　2月 28日㈪まで（消
印有効）　提出書類　申請書兼実績報告書兼請求書、千葉県中小企業等
事業継続支援金支給決定通知（ハガキ）の写し など
提出方法　郵送で〒285-8501市産業振興課中小企業ささエー
ル給付金担当へ  ※詳細は市ホームページをご覧ください
問 産業振興課☎484-6283

佐倉市の中小企業を応援 !!
中小企業ささエール給付中小企業ささエール給付金の申請を受け付けます金の申請を受け付けます

2022 年（令和 4年）2月１日2 SAKURA

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直
面したかたがたが、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住
民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
給付額　１世帯あたり10万円（❶❷併せて給付を受けることはできません）
対象 ❶❷のいずれかに該当する世帯　
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く
❶住民税非課税世帯　基準日（令和３年 12月 10日）において、世帯全
　員の令和 3年度住民税が非課税の世帯
❷家計急変世帯　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
　し、世帯における住民税課税者全員の令和３年の収入見込額が、住民
　税非課税相当水準以下である世帯

住民税非課税世帯等に対する住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症に関する情報

接種券一体型予診票が届いたら…
ワクチン追加（３回目）接種を予約してください

給付額　対象児童 1人につき 10万円
対象　❶～❸に該当する児童を養育するかた
❶令和 3年 9月分の児童手当の対象児童
❷平成15年4月2日～平成18年4月1日に生まれた児童（高校生など）
❸令和3年9月以降、令和4年4月1日までに生まれた児童（新生児）
※児童手当の所得制限基準額に準じた所得制限があります

給付額　対象児童 1人につき 5万円　
対象　平成 15 年 4月 2日以降に生まれた児童（児童に基準以上の
障害がある場合は、20歳未満）を養育する①・②に該当するかた
①ひとり親世帯分　児童扶養手当受給者または児童扶養手当受給の
収入水準のひとり親
②ひとり親以外の世帯分 令和３年度の住民税非課税または住民税
非課税相当の収入水準のかた
※上記は主な要件です。そのほか状況により要件が異なります

【共通事項】
　要件によっては申請が必要です。要件の詳細や
申請書類などは市ホームページをご覧ください。
申請期限 2月 28 日㈪（下記❸に該当するか
たは期限以降も申請を受け付けます）
問こども家庭課☎ 484-6140

子育て世帯への臨時特別給付金

子育て世帯生活支援特別給付金

国において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観
点から、介護施設などへ布製マスクを配布してきましたが、生じた
在庫の解消を進めるため、希望するかたへ布製マスクを配布します。
配布場所 市民課、出張所・派出所、サービスセンター、健康管理センター
※配布枚数には限りがあります
配布予定時期　２月中旬以降（国から届き次第、配布開始）
問 健康推進課☎485-6711 ※配布開始時期はホームページをご覧ください

２月中旬以降に配布開始予定

【手続方法】
❶住民税非課税世帯

❷家計急変世帯　該当すると思われるかたは、申請が必要で
　す。該当基準、手続き方法などは、市ホームページをご覧
　いただくか、お問い合わせください。
問 社会福祉課 臨時特別給付金担当☎ 484-6496

※確認書の提出後、支給には１か月半程度の
期間を要することが見込まれます

口座振込にて２月下旬から順次支給予定です

返送された書類の内容を確認後、支給決定通知を送付します

確認書が届き次第、必要事項を記入の上、
同封の返信用封筒でお早めにご返送ください

２月上旬から順次、対象となる世帯へ
支給に関する案内と支給要件確認書を送付します

⇣

⇣

⇣

子育て世帯子育て世帯へのへの給付金情報給付金情報

国から届いた布製マスクを配布します国から届いた布製マスクを配布します

　２回目接種が完了した 18歳以上のかたを対象に、接種時期が近付いた
ら、３回目接種に必要な「接種券一体型予診票」を送付します。
◉「接種券一体型予診票」は、２回目接種が完了した日にち
順に送付します。送付時期は、市ホームページでお知らせし
ます。

「コロナワクチンもったいないバンク」への
登録を受け付けています

　急な予約のキャンセルによるワクチン廃棄を防ぎ、対象のかたへ速や
かに接種できるよう、「コロナワクチンもったいないバンク」への登録
を受け付けます。医療機関や集団接種会場でワクチンの余りが発生した
ときに、市から電話で登録されたかたへ連絡します。連絡後、１～２時
間以内に余りが発生した会場へ自力で行けるかたに接種を行います。
対象 市内在住で接種券一体型予診票が届いているかた
※すでに3回目接種の予約をされているかたも対象です
登録方法　電子申請システムから申請または、申請書を記
入し、窓口または郵送で提出。
※登録方法の詳細は、市ホームページをご覧ください
※電話での申請はできません
※接種会場および医療機関を選択することはできません
問い合わせ 「コロナワクチンもったいないバンク」事務局

☎ 080-5742-7517、☎ 080-6377-4143

電子申請
システム

問 健康推進課☎ 485-6711

※今号に掲載している内容は 1月20日現在の内容です

◉感染拡大防止対策にご協力ください
▶混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動は自粛して
ください。
▶飲食店を利用するときと同様に、自宅での食事会などでも、会話の
際のマスク着用など、飲食時の注意を守ってください。
▶「3つの密」の回避、「マスクの着用」、「手指の消毒」、
「換気」など基本的な感染対策を徹底してください。

◈市の職員がインターネット予約をお手伝いします
　ワクチン接種の予約が困難なかたは、市施設の窓口で、職員が予約を
お手伝いします。　対「接種券一体型予診票」が届いていて、ワクチン接
種の予約をしていない市内在住のかた

まん延防止等重点措置が実施されています

実施期間　１月 21日㈮～ 2月 13日㈰



2022 年（令和 4年）2月１日   3SAKURA

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各種イベントが中止・延期となる場合があります。
参加にあたっては、主催者へお問い合わせの上、ご参加ください。【1月 20日現在】

市内の子ども食堂を市内の子ども食堂をご紹介しますご紹介します

まちの笑顔が集まる  子ども食堂まちの笑顔が集まる  子ども食堂

★子どもも高齢者も障がいのあるかたもみんな一緒に！★子どもも高齢者も障がいのあるかたもみんな一緒に！
困難を抱える皆さんを温かいご飯と笑顔で迎えます。

お子さんに、ご高齢のかた、障がいを抱えるかたがたも、
みんなで集える地域交流の場です。ぜひ、お越しください。

日時 第 3土曜日 午前 11時～午後 3時
 場 宮小路４-16 コミュニティカフェ れんげ＆ラッキー
ハウス内  問 ☎484-5807

キッズハウスれんげキッズハウスれんげ

◉子ども食堂の情報は、市ホームページ
をご覧ください。
◉子ども食堂は、新型コロナウイルス感染
症対策を取って運営しています。運営状況
は、各子ども食堂にお問い合わせください。

★みんなで一緒にご飯を食べよう★みんなで一緒にご飯を食べよう
志津駅北口から 1分、子どもから高齢者までどなたで

も利用できます。みんなでワイワイ楽しみながら食事を
していただきたいと思っています。

日時 第 3土曜日 午前 11時～午後３時
 場 上志津1669-1 ハチヤプラザビル2階
 問 ☎290-9275

おひさまカフェおひさまカフェ

〒 285－0837 佐倉市王子台 1－16  ☎461-6221
休館日 第２・４月曜日（祝日の場合は、その翌日）

◉詳細は、ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせ
ください

A席3900円   B席3500円   学生  2900円
2 6月 日日 午後2時開演

矢部達哉 ＆ 横山幸雄
デュオ・リサイタル

ヴァイオリン 矢部達哉 /ピアノ 横山幸雄

【プログラム】
リスト： ラ・カンパネラ
ショパン：ポロネーズ第 6番「英雄」Op.53
フランク： ヴァイオリン・ソナタ　ほか
※演奏曲目は変更となる場合があります

市表彰［スポーツ功労賞］受賞者 （写真前列左から）

　日本一の取扱高を誇る大田花
か

き市場
（東京都）において、魅力ある花を作出
した生産者の功積を称える「フラワーオ
ブザイヤーO

お お た

TA2021」。20 万点の候補
から、今井ゆり園（下志津）が生産した
ゆり「タイニーダブルユー」が特別賞を
受賞しました。この品種は、小輪で背が
低いのが特徴で、家庭の中で楽しめるこ
とが市場のニーズと合致し、今回の受賞
となりました。
佐倉市花き園芸組合の皆

さんとともに、受賞の喜びを
市長に報告した今井ゆり園
の今井利昌さんは、「ゆりの
産地として、組合員と花が
長持ちする研究をしてきた
ことが受賞の要因。これか
らもみんなが喜ぶゆりを生
産したい」と話されました。
問 農政課☎ 484-6142

⬆ タイニーダブルユー

❖令和４年度新規スポーツリーダーを募集します
　市では、地域のスポーツ団体や学校などの要請に応じて、スポー
ツリーダー（指導者）を紹介しています。
対 市内在住・在学・在勤の成人　
申 申請書（市ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入
し、生涯スポーツ課℻ 484-1677、  shogaisports@city.sakura.
lg.jp へ 〆 ２月 28日㈪まで 
※申請されるかたは、３月 17日㈭午後６時 30分から
開催する研修会に必ず参加してください

❖ランニング教室に参加してみませんか　
日 内 ❶３月５日㈯・ジョギング＆ストレッチ 編 
　　   ❷３月 12日㈯・フォーム養成、実戦練習 編
時❶❷ともに午後１時 30分～３時（受付  午後１時～）
要申し込み・無料
場 岩名運動公園 小出義雄記念陸上競技場 ほか　
対 市内在住・在学・在勤の中学生以上のかた
定 各回 30人（多数時抽選・両日申し込み可）
持 運動できる服装・ランニングシューズ・マスク・飲み物・タオル
講 NPO法人ニッポンランナーズ
〆 ２月 22日㈫まで
申 電子申請（右記）から申し込み

問生涯スポーツ課☎ 484-6742

❖𠮷岡 和
た か

美
み つ

選手（小見川高等学校）
☆ 2021 カヌースプリントジュニア・U23海外派遣選手最終選考会
　 ジュニア男子カヤックシングル・1000 ｍ、 ジュニア男子カヤックフォア・500 ｍ 優勝
☆令和 3年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会男子カヤックシングル・500m 第２位

❖米澤 諒 選手（エスプール）
☆ 2021 ジャパンパラ陸上競技大会 男子 T20 800m 優勝

❖佐倉リトルシニア（野球）
☆ＪＡ共済杯 第 27 回 日本リトルシニア 全国選抜野球大会 第３位

❖片岡 雷斗 選手（臼井中学校）
☆第 8回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦 中学生男子 48kg 級 優勝

❖片岡 叶夢 選手（臼井中学校）
☆第 8回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦 中学生男子 45kg 級 準優勝

❖藤井 創太 選手（ダンススタジオみやおか）※欠席
☆文部科学大臣杯第 71回全日本アマチュアダンス選手権大会アマチュア・ラテンアメリカン 優勝
☆第 41回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 ラテン部門　優勝

⬆ 市長に受賞を報告する佐倉市花き園芸組合
の皆さん（写真右から２人目が今井さん）

　全国規模のスポーツ大会において、輝かしい成績を収めた佐倉市のア
スリートのかたがたに佐倉市表彰を授与しました。（令和3年12月20日）

問 生涯スポーツ課☎ 484-6742

東京2020オリンピック入
賞者の表彰は、市ホーム
ページをご覧ください

東京2020パラリンピック
入賞者の表彰は、市ホー
ムページをご覧ください



対 市内在住・在勤・在学のかたで構成された団体（下記の人数要件あり）で、
成人の監督者が必ず一人以上いること
人数要件　体育館・校庭…10人以上、ミーティングルーム…5人以上
登録方法 ▶新規利用を希望される団体
新しく学校開放を利用したい団体は、2月 15 日㈫までに、社会教育課に、
「新規団体登録申請書」を提出してください。提出方法は、直接持参、郵送、
Ｅメールのいずれかです。必ず平日の日中に連絡可能な電話番号をご記入
ください。
▶継続利用を希望される団体（令和 3年度の利用団体）
　継続して利用を希望する団体は、2月 28 日㈪まで（必着）に、利用し
たい学校に、「学校施設開放利用団体登録書」2部および「宣誓書」を提出
してください。
※各様式は、市ホームページからダウンロードまたは社会教育課で配布
※登録・申請方法の詳細は、市ホームページをご覧ください
※営利を目的とする活動は対象外
※学校教育での利用を優先。学校教育に支障のない範囲の利用と
なります
※締め切り後に空きがある場合は、随時受け付け
問 社会教育課☎ 484-6189

　申請時に必要な申請書は、通知カードの下部に印刷されているも
のを使用するか、市民課または各出張所で配布しています。なお、
マイナンバーがわかる場合、インターネットから申請書をダウンロー
ドすれば郵送で申請ができます。　問 市民課☎ 484-6122
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マイナンバーカードの申請は下記の 4つの方法があります

　スマートフォンで顔写真
を撮影し、申請書の二次元コード
を読み込み、オンラインで申請

❶スマートフォン ❷パソコン
　デジタルカメラで顔写
真を撮影し、所定のフォームか
らオンラインで申請

❸証明用写真機
　申請書を持参して、申請
可能な証明写真機で顔写真を撮
影して申請

❹郵送
　マイナンバーカードの交
付申請書に本人の顔写真を貼り
付けて、郵送で申請

※詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください

　土地区画整理法第 39条第 1項により、佐倉市江原台第二土地区画
整理事業の事業計画（事業施行期間及び資金計画）および定款の変更
を認可しました。
事業施行期間　2年間延長
▶変更前　平成 29年 1月 27日から令和 4年 3月 31日まで
▶変更後　平成 29年 1月 27日から令和 6年 3月 31日まで
資金計画　事業施行期間延長に伴う年度別歳入歳出資金計画の変更
定款　理事・監事の定数変更、清算金の分割徴収または分割交付の利
率の変更
変更認可日　令和 4年 1月 14日㈮　問 市街地整備課☎ 484-6240

対象　火事・落雷・ガス爆発・暴風・豪雨・竜巻・風水害による居住建物
の被害や、この建物被害を原因とする人的被害
※地震・降雪・降ひょう・老朽化による被害、家屋付帯設備や屋内装飾具、
電化製品などの被害、災害救助法の適用があるときは対象外
加入資格 市内在住で住民登録をしている世帯主
掛金 １世帯 年 1000 円
※中途加入も同額。住民票が同一世帯のかたは、併せて加入可
共済期間 ４月１日～令和 5年３月 31日（４月１日以降申し込みの場合、
申込日翌日～令和 5年３月 31日）
申込期間 令和 4年度分の申し込みは２月１日㈫～
申し込み 危機管理課、各出張所・派出所・サービスセンターで、申込書
を記入の上、共済掛金を添えてお申し込みください。※郵送申し込み不可
給付金 ▶家屋の損壊・焼失
【持ち家の場合】全損壊・全焼失 120 万円、半損壊・半焼失 60万円、部分損壊・
部分焼失 26万円、10％未満の部分損壊・部分焼失 10万円（上限）、床上浸
水 10万円
【借家の場合】全損壊・全焼失 60万円、半損壊・半焼失 30万円、部分損壊・
部分焼失 13万円、10％未満の部分損壊・部分焼失５万円（上限）、床上浸
水 10万円
▶人的被害　死亡…120 万円、傷害…治療期間に応じて支給（例：
1週間未満 7000 円～、6か月以上 25万円）
問 危機管理課☎ 484-6131

　マイナンバーカードを使い、マイナポイントの申し込み（❶キャッシュレス決済サービスの登録）を行うと、
利用金額の 25％分（最大 5000 円相当）のポイントがもらえる国のキャンペーンが実施されています。

SAKURA

　児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費等の受給資格者の家庭に、請
求書類を郵送しました。書類が届かないかたや前記制度を受給され
ていないかたはお問い合わせください。
対 今年４月に小・中学校・高校に入学（予定）、または中学校を卒業
して就職しようとする子どもがいる、ひとり親家庭など（父母に代
わって子どもを養育する家庭を含む）
祝い金　対象の子ども１人につき１万円
〆 2 月 28 日㈪（消印有効）※期限後の申請は無効
問 こども家庭課☎ 484-6140

佐倉市江原台第二土地区画整理事業の
事業計画および定款の変更について

令和４年度　
学校開放利用登録を受け付けます

問 マイナポイント全般 マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178
マイナポイントの申し込み 企画政策課☎484-3374
マイナンバーカードの申請 市民課☎484-6122
マイナンバーカードの交付 市民課マイナンバーカード交付会場☎311-1001

令和 4年度 佐倉市災害共済 の
加入者を募集します

マイナンバーカードを申請するには

2/28
締切 ひとり親家庭等入学・就職祝い金

申請はお早めに

マイナンバーカードを作ってマイナポイントを取得しよう

今後実施予定今後実施予定のマイナポイントのマイナポイント 

キャッシュレス決
済サービスの登録で
最大 5000 円相当
のポイント

実施中実施中のマイナポイントのマイナポイント

健康保険証として
の利用申し込みで
7500 円相当の
ポイント

公金受取口座の
登録で

7500 円相当の
ポイント

登録団体は、小中学校の校庭・体育館などをグループのスポーツ
活動で利用できます。

【★市内の手続スポット】
▶市役所（本庁（※）・出張所）▶郵便局▶携帯ショップ▶イオン（臼
井店、ユーカリが丘店）▶セブン銀行ATM▶ローソン▶ミニストッ
プ▶千葉興業銀行▶みずほ銀行▶マルエツ
【※市役所（本庁）の手続スポット】
▣マイナンバーカードの交付を受けた際にマイナポイントの申し込み
を行うかた…マイナンバーカード交付会場（４号館地下１階）
▣それ以外のかた…１号館２階市政資料室

❶のマイナポイントをもらうためには

※❶について、すでに上限までポイントを取得されたかたは対象となりません

マイナンバーカードを使って、
スマートフォン・パソコン・
手続スポット（★）でマイナポ
イントを申し込む

マイナポイントの申し込み後、
選択したキャッシュレス決済
サービスでチャージまたは買
い物をする

▶

❶ ❷ ❸
※時期は未定

問 マイナンバーカード交付会場☎ 311-1001

予約の電話受付時間　平日午前９時～正午、午後１時～４時
※予約できる日時については、申請後に送付する受け取りの案内およ
び市ホームページをご覧ください

予約がないかたへの交付はできません。

マイナンバーカードのマイナンバーカードの受け取り受け取りはは完全予約制完全予約制ですです



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼《納付のご相談は納期のお知らせ【納期限 2 月 28日㊊】 固定資産税・都市計画税 第 4 期 　国民健康保険税・固定資産税・都市計画税 第 4 期 　国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 介護保険料・後期高齢者医療保険料 第 8 期第 8 期　　
●納税相談…債権管理課☎484-6118　●後期高齢者医療保険料…健康保険課☎ 484-6136　●介護保険料相談…介護保険課 ☎ 484-6187
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日 3 月 16 日㈬午前 10時～ 11時 30分 
場 臼井公民館　要申し込み・無料
内 認知症の症状や予防法、認知症の人との接し
方などについて
定 30 人（先着順）
申 問 高齢者福祉課☎ 484-6343

業務内容 ❶整備作業員 施設の維持管理（大工・土木・樹木剪定作業
など）ほか ❷受付事務員 入園者受付、物品販売ほか ❸利用団体相談員
（フロントスタッフ）利用者対応などフロント事務を含む施設管理に係る
一般事務ほか ❹夜間管理人 宿泊者の対応、施設の見回りや施錠ほか　
勤務条件 ❶日勤 週 4日 ❷日勤 週 3日 ❸日勤 週 4 日以内
❹夜勤 週 2日（宿泊者がいる場合）　資格 不問
勤務時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分勤務（❹夜間管理人は宿泊
者がいる日の午後 10時～午前 7時）　※土・日・祝日勤務あり
採用期間 4 月 1日～令和 5年 3月 31日 勤務地 佐倉草ぶえの丘　
報酬（見込み） ❶時給 1040 円 ❷時給 990 円 ❸時給 1080 円　
❹日給 9600 円　※通勤手当、期末手当あり　
募集人数 ❶ 7 人 ❷ 5 人 ❸若干名 ❹ 2 人
〆 2 月 7日㈪（必着） 選考方法 書類選考と面接
申 問 希望職種を明記の上、履歴書（写真付）を持参または郵送で〒 285
－0003 飯野 820 佐倉草ぶえの丘☎ 485-7821 へ

内容　市の高齢者福祉と介護に関する計画の策定や事業の進行管理の
検討・提言を行います。
応募資格　次の要件をすべて満たすかた
▶原則、平日昼間に開催する年４回程度の会議に参加できるかた
▶ 2 月 1日現在、市内に１年以上在住する 20歳以上のかた
▶本市の附属機関等の委員を 3つ以上兼ねていないかた
▶国・地方公共団体の議員、本市の常勤の職員でないかた
任期　委嘱日～令和 7年 3月 31日（３年間） 　募集人数　５人
応募方法　申込書に住所、氏名、年齢、電話番号、市の附属機関など
の委員の経験、応募動機、小論文「高齢者が住み慣れた地域で安心し
て暮らし続けるために、取り組むべきこと」（800 字程度）を記入の上、
郵送、持参、ファクスまたは Eメールで、〒 285-8501 市役所高齢
者福祉課 ℻ 486-2503、 koureishafukushi@city.sakura.lg.jp へ
※申込書は高齢者福祉課で配布。市ホームページからダウンロード可。
郵送希望の場合は、返信用封筒（宛先を明記。84 円切手貼付）を同
封の上、請求してください
〆 2 月 15 日㈫（消印有効）　選考方法　書類選考
※選考結果は応募者全員に通知。応募書類は返却しません
問 高齢者福祉課☎ 484-6243

高齢者福祉・介護計画推進懇話会委員
を募集します

内容　地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議し
ます。
応募資格　次の要件をすべて満たすかた
▶平日昼間の会議に出席できる、市内在住・在勤・在学のかた
▶本市の附属機関等の委員を 3つ以上兼ねていないかた
▶国・地方公共団体の議員、本市の常勤の職員でないかた
任期　委嘱日から２年間　募集人数　３人
応募方法　申込書と小論文「これからの公共交通の課題と市民の役割
について」（800 字程度）を、郵送・持参・ファクスまたはＥメールで、
〒 285-8501 市役所都市計画課 ℻ 486-2506、 toshikeikaku@city.
sakura.lg.jp へ
※Ｅメールの場合、申込書と同一内容であれば様式は問いません
〆 2 月 15 日㈫（消印有効）
※申込書は都市計画課で配布。市ホームページからダウンロード可。
郵送希望の場合は、84円切手貼付の返信用封筒を同封の上、請求して
ください
選考方法　書類選考　
※選考結果は応募者全員に通知。応募書類は返却しません
問 都市計画課☎ 484-6164

佐倉市地域公共交通会議 市民委員
を募集します

　「令和３年度定期監査及び行政監査報告書（第
１回）」が監査委員から公表されました。
閲覧場所　市政資料室（市役所１号館２階）、
市内図書館、市ホームページ
問 監査委員事務局☎ 484-6178

　市民のかたが管理している、価値の高い樹木や
草地などを広くお知らせする選定制度です。樹齢
が百年を超える古木や、樹形が格調高いものなど、
選定された樹木等は、説明看板を設置しお知らせ
するほか、要綱に基づき年間 3000 円程度の報償
金が交付されます。　※剪定・伐採などの維持
管理に対する補助制度はありません
〆 2 月 25 日㈮（必着）
申 問 郵送またはＥメールで、保存選定申請書
に写真等を添付して、〒 285-8501
市役所公園緑地課☎ 484-0940、
kouen@city.sakura.lg.jp へ

監査の結果について監査の結果について

　2月 1日㈫から、自転車駐車場の定期利用申
請を受け付けます。各自転車駐車場にて配布す
る「佐倉市営自転車駐車場利用の手引き」をご
覧いただき、同封の申請書を利用希望の自転車
駐車場の管理人へ提出してください。
※市役所での受付は行っていません
問 サンエス警備保障☎ 0476-20-4801

　2 月 11 日（金・祝）終日、システムメンテ
ナンスのため、マイナンバーカードを利用した
証明書コンビニ交付サービスを停止します。
問 市民課☎ 484-6122

　市では、退職金共済契約を締結した中小企業者に対して、共催掛金
の一部を補助します。
対 次の要件を満たすこと
▶従業員を新たに被共済者として退職金共済契約を締結した事業者
▶市内に事業所を有し、１年以上継続して事業を営んでいること
※新規の契約でない場合は補助対象外（今年度は、令和 2年 2月～
令和 3年 1月に加入した被共済者がいる中小企業者が対象）
※従業員のうち事業主と生計を一にする同居の親族については対象外
※その他、詳細要件があります
対象期間　中小企業退職金共済に加入後の 12か月間
補助額　各月の掛金の 10分の 1（上限 1000 円） 　〆 2 月 28 日㈪
※例年 1月末に対象となる中小事業者に申請書をお送りしています。
対象となり得るかたで通知が届かない場合はお問い合わせください
問 産業振興課☎ 484-6145

令和 4年
度

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

使用済農業用ビニールを回収します使用済農業用ビニールを回収します

2月 11 日に証明書コンビニ2月 11 日に証明書コンビニ
交付サービスを停止します交付サービスを停止します

名木・古木・樹林・草地などを名木・古木・樹林・草地などを
保存選定しています保存選定しています

令和４年度市営自転車駐車場の令和４年度市営自転車駐車場の
定期利用者募集開始定期利用者募集開始

対 市内に事業所があり、障害者を公共職業安定
所の紹介により新たに雇い入れ、当該事業所で
相当期間常用雇用労働者として雇用する事業主
交付額　障害者１人につき給料月額の２分の1以
内で、月額上限2万円（重度障害者：2万5000円）
対象期間　雇用開始日から 1年経った後の 1年
間（重度障害者は 1年 6か月間）
※「特定求職者雇用開発助成金」受給者は、助
成期間満了後が交付対象期間
〆 2 月 28 日㈪　
問 産業振興課☎ 484-6145

日 2 月 16 日㈬午前 11時ごろ
※災害の発生状況や気象状況などにより、試験
を中止する場合があります
内 市内 155 か所に設置している防災行政無線
で次のとおり一斉放送します。
「これは、J アラートのテストです（3回）。こ
ちらは、ぼうさいさくらです。」
問 危機管理課☎ 484-6131

全国瞬時警報システム全国瞬時警報システム（Ｊアラート）（Ｊアラート）によるによる
全国一斉情報伝達試験を実施全国一斉情報伝達試験を実施

SAKURA

障害者雇用促進奨励金を交付します障害者雇用促進奨励金を交付します

　子どもたちの安全を確保するため、見守り活
動を行う「アイアイプロジェクト」。この活動は、
「スクールガードボランティア」のかたがたの
協力に支えられています。
　協力していただけるかたは、近隣の小学校も
しくは学務課にお問い合わせください。
内 登下校の見守りや交通安全確
保、あいさつ運動、校舎内や敷地
内の見回り活動など
問 学務課☎ 484-6219

スクールガードボランティアを募集スクールガードボランティアを募集

佐倉市中小企業退職金共済掛金補助金のご案内
会計年度任用職員
佐倉草ぶえの丘 事務員・整備作業員等の募集

お知らせお知らせ

日 3月8日㈫午前8時～8時 30分 要申し込み
場 JA千葉みらい佐倉四街道営農センター 
費 1㎏ 69円　対塩化ビニール、ポリエチレン 
〆 3 月 1日㈫  ※詳細は要問い合わせ
申 問 JA 千葉みらい佐倉四街道営農センター
☎ 485-6188



新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各種イベントが中止・延期
となる場合があります。各施設、担当部署および主催者にお問い合わせの上、
ご参加くださいますようお願いいたします。

移動図書館　さくらおぐるま号
2・16日（第１・３水曜日）

八幡台（八幡台会館） 10:00～10:40
宮ノ台（井野中学校） 11:00～11:25
染井野（みずき公園） 15:15 ～15:45

8・22日（第 2・4火曜日）
六崎（根郷角栄井戸作東公園脇） 10:00～10:30
春　路（しろさわ公園） 10:45 ～11:15
城 （松ケ丘一号公園下） 14:35 ～15:05
大崎台（城堀公園） 15:30 ～16:00

9 日（第２水曜日）
藤治台（集会所脇） 10:00～10:30
白　銀（堀上公園） 10:55 ～11:35
江原台（健康管理センター） 15:15 ～15:45

四季の草木染めワークショップ 第 4 回「藍染
を楽しむ～春を染める藍～」
藍の乾し葉を使って、ハンカチとコースター

を染めます。
日 3 月 5 日㈯午後 1 時～ 4 時 要申し込み 費
1000 円 講 和田はたおり会 定 10 人（多数時抽
選）対 市内在住の小学 4年生～ 持 厚手のゴム
手袋、ハンガー、洗濯ばさみ、割り箸または菜箸、
持ち帰り用のビニール袋、500㎖ペットボトル、
エプロンまたは汚れても良い服・靴
申電話または二次元コードで
※電話は 2月 2日㈬午前 9時～受付
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　佐倉南図書館 おはなし会
◆えほんのおはなし会 
日 2 月 12 日㈯午前 11 時～ 11 時 30 分 対 2・
3歳と保護者
◆えほんと手遊び・わらべ歌のおはなし会
日 2 月 16 日㈬午前 10 時 30 分～ 11 時 対 0・
1歳と保護者
【共通事項】要申し込み・無料 場 佐倉南図書館  
定 5 組（先着順）
申電話または来館で 
問佐倉南図書館☎ 483-3000
　佐倉図書館 おはなしきゃらばん
◆人形劇「パンはころころ」
日２月３日㈭午前 10時 30分～ 場臼井公民館
※状況により会場が変更になる場合があります 。
要問い合わせ
申電話で
問佐倉図書館☎ 485-0106
　志津図書館 映画上映会「マンマ・ミーア !」
日 2 月 20 日㈰午後２時～ 4時（開場午後 1時
30 分～） 要申し込み・無料 場 西志津ふれあい
センター 定 30 人（先着順）
申電話、来館または二次元コードで（2
月 5日㈯～）  
問志津図書館☎ 488-0906

情報ナビ SAKURA 
INFORMATION

施設ガイド

お知らせ

■今月の休館日
2 月 1 日㈫・7日㈪・14 日㈪・21 日㈪・28
日㈪ ♦北志津児童センター図書室は 11 日
（金・祝）、23 日（水・祝）、志津図書館は蔵
書点検のため、2日㈬～ 4日㈮も休館します

図書館情報

中央公民館
☎485-1801

和田公民館
☎ 498-0417

草ぶえの丘
☎ 485-7821

三逕亭（佐倉城址公園内）
☎486-4520

2 月のお茶席はお休みです。
問文化課☎484-6191
〈貸席に関すること〉
問公園緑地課☎484-6165

早春のクラシックギターコンサート
日 2 月 20 日㈰午後 2時～ 3時 要申し込み・無
料 場 和田ふるさと館 演奏：島田一男（元プロ
演奏者・ギター講師）  定 25 人（先着順）
対 市内在住のかた  申 2 月 1 日㈫～
10 日㈭に二次元コードで（受付午前
9時～）

木バラの剪定講習会
日 2 月 10 日㈭・16 日㈬・26 日㈯午前 10 時
～午後零時 30 分（雨天中止） 要申し込み 費
1000 円（別途入園料）  定 10 人（先着順） 持 剪
定ばさみ、皮手袋  ※ガーデンでの講習につき
暖かい服装で  申 はがき、ファクスまたは E
メールで希望日・氏名・住所・電話番号また
はメールアドレス・ファクス番号を明記の上、
〒 285-0003 飯野 820 草ぶえの丘バラ園へ 
koushuukai@kusabueroses.jp、℻486-9356

シルバー人材センターからのおしらせ
《共通事項》  場 レインボープラザ佐倉 申 問 佐
倉シルバー人材センター☎486-5482、℻486-
5419、 sakurassjc@sjc.ne.jp、ホームペー
ジ http://webc.sjc.ne.jp/sakurassjc/
◆ 2 月の就業相談・入会説明会
日 場 ▷ 8日㈫ レインボープラザ ▷ 10 日㈭・
17日㈭ 志津市民プラザ  ▷ 22 日㈫ ミレニアム
センター佐倉 時各午前９時 30集合・開始
◆家事支援サービス
費 30 分以内 500 円、１時間 1100 円、基本料
金 2時間～ ※詳細は要問い合わせ
◆福祉有償運送サービス「レインボーシャトル」
会員登録受付中
対 市内在住で 「要介護者」「要支援者」「身体障
害者」のかた 費《年会費3000円》 10分 700円、
20 分 1200 円 ※詳細は要問い合わせ。包括支
援センターも相談可 申 問 レインボーシャトル
☎ 308-7848、℻ 481-3010
◆シルバーＰＣサポーター
購入相談、グループレッスン、講師派遣します

❶パソコン・スマホなんでも相談会
日 ① 2 月 6 日㈰午前 10 時～午後 3時 ② 2 月
10日㈭午後1時～3時 申し込み不要場①ワー
クプラザ ②志津市民プラザ 費 ①初回無料（２
回目以降 30分 600 円） ②無料
❷パソコン・スマホ個人指導・トラブル対応
　各種設定・購入相談・修理など対応します。
費 基本料金：２時間 2640 円、以降１時間
1320 円（相談内容により実費） 場 事務所また
は自宅 
※土日・祝日、夜間、都合に合わせて対応可
◆シルバー刃物砥ぎ
日 毎週火・金曜日午前９時～午後３時 場 シル
バー人材センター内 費▷包丁：500 円～ ▷鎌：
400 円～ ▷苅込鋏：900 円～
※ 1～ 3月の巡回刃物砥はお休みです
　令和 4年度 市民野球大会参加登録受付
日 2 月 12 日㈯・13 日㈰各午前 10 時～午後 3
時 要申し込み場市民体育館費 3 万 7000 円 
対市内在住・在勤で、5人以上で構成されたチーム
申問佐倉市野球協会・落合☎ 090-2720-6622

保健の情報
     健康相談
日 ① 22 月 1 日㈫午前９時 30 分～ 11 時 30 分 
② 22 月 22 日㈫午前９時 30分～午後 3時 30分 
要申し込み・無料場①西部保健センター②健康
管理センター 内 保健師、栄養士、歯科衛生士に
よる個別相談 ※１人１時間程度（禁煙相談は 30
分）対 市内在住のかた（禁煙相談は、半年以内
に禁煙を希望するかた、または家族）
申問健康推進課☎312-8228
カウンセラーによるこころの健康相談
日 22 月 15 日㈫午後 1時 50 分～ 4時 要申し込
み・無料※予約時に問診あり。治療目的のカウ
ンセリングはできません（１人 30 分程度）場
健康管理センター 対市内在住の本人または家族
問健康推進課☎312-8228
　「知って得する食事教室」参加者募集
日 2 月 15 日㈫午後 1時～ 3時 要申し込み・無
料 場 健康管理センター 内 適正体重と必要エネ
ルギー量について、食べ方や食品の選び方など
講義とデモンストレーション 対 市内在住の特
定保健指導の対象者、生活習慣病予防のために
食生活を改善したい 40～ 74歳のかた 
定８人（先着順）〆 2 月 14 日㈪
申問健康管理センター☎312-8228　
　自死遺族支援事業「わかちあいの会ひだまり」
日偶数月第３金曜日午後１時30分～４時 無料・
申し込み不要場千葉県印旛健康福祉センター
問千葉いのちの電話☎222-4416
　認知症を学ぶ地域講座 「認知症の症状とその
　対応方法～認知症専門医とともに動画で学ぶ」
日 2 月 27 日㈰午後 2時～ 3時 45 分 要申し込
み・無料場中央公民館 講大木剛（みつば脳神
経クリニック院長 認知症専門医）対 市内在住
のかた 定 40 人（先着順）
申問さくらケアセンターそよ風☎483-8121
    こころの健康づくり講演会「ぐっすり眠って、
　こころとからだをリフレッシュ」（オンライ
　ン開催）
日 3 月 1日㈫～ 8日㈫ 要申し込み・無料 場 オ
ンライン （申し込み後視聴方法をご案内します）
講 土井照代（日本医科大学千葉北総病院 公認
心理師・臨床心理士）対 市内在住・在勤のかた 
〆 2 月 18 日㈮
申 問 講演名・氏名・生年月日・住所・電話番
号を明記の上、電話、ファクスまたは Eメー
ルで健康管理センターへ ☎312-8228、℻485-
6714、 kenkousuishin@city.sakura.lg.jp
　講演会「精神疾患における薬物療法について」
日 3月5日㈯午後1時30分～4時 要申し込み・
無料 場 志津公民館 講 星野達也（成田赤十字病
院精神科認定看護師） ※事前質問が可能です 定
76 人（先着順）
申 問 佐倉市精神障害者家族会かぶらぎ会・大
賀☎090-4755-3682

　平和を次の世代に「市民のつどい」
◆平和パネル、戦時中の品々などの展示
日 2 月 19 日㈯～ 21 日㈪午前 10 時～午後 4
時（初日午後 1時～、最終日は午前 11時まで） 
無料・申し込み不要場ミレニアムセンター佐倉
◆被爆体験講話、アニメ上映、ライブ
日 2 月 20 日㈰ ①午前 10時～正午 ②午後 1時
30 分～ 3時 30 分 ※午前・午後内容は同じ 要
申し込み場ミレニアムセンター佐倉 費 500 円
（18歳以下無料）定各 40人（先着順）
申電話または二次元コードから
問「平和を次の世代に」実行委員会
・設楽☎ 090-6947-0162



相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ
生活困窮（ひきこもり
相談も可）

平日８:30 ～ 17:15
佐倉市役所 ※要予約

くらしサポートセンター佐
倉☎ 309-5483

消費生活相談
平日９:00 ～ 12:00、13:00 ～
16:00  
ミレニアムセンター佐倉

消費生活センター
☎ 483-4999

女性のための相談

4 日㈮・11日㈮・25日㈮ 
10:00 ～ 15:00、18 日㈮
15:00 ～ 20:00 
ミウズ　※要予約

男女平等参画推進セン
ターミウズ
☎ 460-2580

結婚相談
10 日㈭・20日㈰・26日㈯ 
10:00 ～ 15:00 
ミレニアムセンター佐倉

自治人権推進課
☎ 484-6128

住宅増改築修繕相談 平日８:30 ～ 17:00 
佐倉市役所

住宅課 (協力団体へ連絡）
☎ 484-6168

交通事故相談
2 日㈬・16日㈬ 10:00 ～
ミレニアムセンター佐倉
 ※要予約

道路維持課
☎ 484-6130

国民健康保険加入者
の健康相談

10 日㈭ 13:30 ～ 15:30
佐倉市役所 ※要予約

健康保険課
☎ 484-6604

外国人のための生活相談

平日 10:00 ～ 16:00
佐倉国際交流基金  
※通訳（英語・中国語・スペイ
ン語）が必要な場合は要予約

佐倉国際交流基金
☎ 484-6326

障害者差別に関する相談
平日９:00 ～ 17:00 印旛地域専用ダイヤル

☎486-5991℻ 486-2777
平日８:30 ～ 17:15
佐倉市役所

障害福祉課
☎484-6173℻ 484-1742

物忘れ相談 24 日㈭ 15:00 ～
佐倉市役所  ※要予約

高齢者福祉課
☎ 484-6343

精神障害者相談
９:00 ～ 17:00
地域生活支援センターレイン
ボー ※要予約

地域生活支援センターレ
インボー☎ 463-1128

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

事業経営・起業相談
3月 9日㈬ 10:00 ～ 16:00
（１週間前までに要予約）
COLABO SAKURA

産業振興課
☎ 484-6145

お仕事探しの相談 平日 8:30 ～ 17:00
ミレニアムセンター佐倉

佐倉市地域職業相談室
☎ 483-3180

若者就労・進路相談

15日㈫ 10：00～ 17：00
ミレニアムセンター佐倉
※要予約
15～ 50歳未満で自立（就労）
に悩みを抱えている本人およ
びその家族

ちば北総地域若者サポー
トステーション
☎ 0476-24-7880

発明・特許相談
2日㈬・16日㈬ 13:00 ～
16:00 
佐倉商工会議所 　※要予約

佐倉商工会議所
☎ 486-2331

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ
家庭児童相談（虐待・
DVなど）

平日８:30 ～ 17:15
佐倉市役所　※訪問可 こども家庭課☎484-6263

０歳～就学前乳幼児
に関する電話相談 平日 10:00 ～ 15:00

♦佐　倉☎ 481-1741
♦南志津☎ 460-2020
♦志　津☎ 463-2466
♦北志津☎ 487-8511
♦臼　井☎ 487-3725
♦根　郷☎ 485-2330
♦馬　渡☎ 498-0042

育児相談（電話相談
や家庭訪問も可） 平日 8:30 ～ 17:15

♦健康管理センター
☎ 485-6712 
♦西部保健センター
☎ 463-4181
♦南部保健センター
☎ 483-2812

お子さんのことば、
きこえ、その他の発
達に関する相談

平日８:30 ～ 17:15
健康管理センター（電話相談
可）※要予約 健康管理センター

☎ 485-6712
お子さんの発育や発
達に関する専門医の
相談（0歳～就学前）

毎月第３木曜日の午前

心身に障害をもつお
子さんの就学など教
育に関する相談

平日８:30 ～ 17:15 
教育センター ※要予約

教育センター
☎ 486-2400

家庭や学校など教育
に関する電話相談 平日 9:00 ～ 16:00 佐倉市教育電話相談室

☎ 484-6611

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

年金相談

9日㈬ 13:30 ～ 16:30
ミレニアムセンター佐倉 
※年金定期便・振込通知書など持参
（加入や納付記録の確認不可）

市民課☎ 484-6126

法律・人権・行政相談

8日㈫・17日㈭ ミレニアムセン
ター佐倉 、24 日㈭ 志津コミュニ
ティセンター 
各 10:00 ～　※要予約

自治人権推進課☎ 484-6128
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地域包括支援センターは、介護・福祉・保健・医療の総合相談窓口です。各専
門職員が相談に応じます。
※各催しとオレンジカフェは予約制。申し込みは各包括支援センターへ

高齢者の総合相談窓口 地域包括支援センター

❶志津北部地域包支援センター   ☎ 462-9531
開所時間　日曜日から
金曜日（祝日除く）
8:30 ～ 17:30　
※相談無料

❷志津南部地域包支援センター   ☎ 460-7700
❸臼井・千代田地域包括支援センター   ☎ 488-3731
❹佐倉地域包括支援センター   ☎ 488-5151
❺南部地域包括支援センター   ☎ 483-5520

SAKURA

■介護者教室

♦2月のオレンジカフェ

◉司法書士相談は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、休止しています。
相談は 4月から再開予定です。

生活に関する相談

子ども・育児・教育

仕事に関する相談

年金・法律など

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

心配ごと相談 新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、休止します

社会福祉センター☎ 484-6199

西部福祉センター☎ 463-4433

南部福祉センター☎ 483-7211

法律相談
28日㈪日 10:00 ～ 15:00
社会福祉センター（６人まで）
※要予約

社会福祉センター
☎ 484-6199

介護生活相談 平日 8:30 ～ 17:00
社会福祉センター

社会福祉センター
☎ 484-6196

ボランティア相談 社会福祉センター
☎ 484-6198

司法書士による成年後
見に関する相談

2日㈬日 9:30 ～ 15:30
社会福祉センター （６人まで）
※要予約

社会福祉センター
☎ 484-1288

社会福祉協議会の福祉相談

移動交番【移動交番【２２月の開設情報】月の開設情報】 問い合わせ 佐倉警察署地域課 
☎（４８４）０１１０

場所 日時

エコス佐倉店 2日㈬❶、16 日㈬❷、
28日㈪❶

クライネスサービス本部
宮ノ台 9日㈬❷

山王集会所 15日㈫❸
志津市民プラザ 10日㈭❶、24日㈭❷
セブンイレブン白銀３丁
目店 17日㈭❸

セブンイレブン西志津６
丁目店 10日㈭❸

染井野中央集会 １日㈫❷

場所 日時
中央公民館 8日㈫❶、22日㈫❷
南部保健福祉センター 9日㈬❶、22日㈫❶
西志津ふれあいセンター 3日㈭❶、18日㈮❶
根郷公民館 16日㈬❶
八幡台会館 4日㈮❶、18日㈮❷
ヤオコー染井野店 4日㈮❷、15日㈫❶
ユーカリプラザ第２駐車
場入口脇 ７日㈪❷、21日㈪❶

イオンタウンユーカリが
丘東館 1日㈫❶、14日㈪❶

時 間 ❶ 10:00 ～❷ 14:00 ～❸ 14:30 ～ 開設時間：90分　※開設できない場合あり

暮らしの相談

催し 日時 場所 申 問

終活について考えよう　
2 月 16 日㈬
13:30 ～ 15:00 志津市民プラザ ❷

オーラルフレイルを予防し
よう

2 月 17 日㈭
14:00 ～ 15:30 根郷公民館 ❺

日時 場所 申 問

13 日㈰ 13:30 ～ 15:00 はらトピア ❷
15 日㈫ 10:00 ～ 11:00 栄町集会所 ❹
17 日㈭ 14:00 ～ 15:00 そばカフェ 301 ❶
27 日㈰ 13:30 ～ 15:30 リハビリデイひまわりの里 ❸
27 日㈰ 14:00 ～ 15:30 南部地域福祉センター ❺



市政へのご意見を
ファクス・電子メールでも受け付けています。

メールアドレス hisyo@city.sakura.lg.jp
FAX 484-5151（市長室直通）

休日当番医テレホンサービス
☎ 484-2516

日曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
8：30～ 22：00（自動音声による案内）
昼間の内科・外科・歯科、夜間の外科を案内
※休日当番医は市ホームページでお知らせしています

小児初期急病診療所（健康管理センター内）
☎ 485-3355  ※小児内科のみ
毎夜間  受付 19：00～翌朝 5：45

【日曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）は、
上記のほかに、9：00～ 16：45も受付】　

休日夜間急病診療所（健康管理センター内）
☎ 239-2020

日曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
受付 19：00～ 21：45　内科・歯科

休日の急病は
（受診の際は事前にご連絡を・保険証および
子ども医療費助成受給券をご持参ください）

新型コロナウイルス感染症について

市内の休日当番医や小児初期急病診療所、休日夜間
急病診療所では、新型コロナウイルス感染症の検査
は実施しておりません。新型コロナウイルス感染症
の疑いがある場合には、「千葉県発熱相談コールセ
ンター」にご相談ください。　　　　　

☎ 0570-200-139（24時間）

家庭ごみの収集日

カン 2/1･15 ㈫

ビン 2/8･22 ㈫

その他紙製容器包装 毎週火曜日

その他プラスチック製容器包装 毎週木曜日

うめたてごみ 2/3･17 ㈭

金属類・小型家電 2/10･24 ㈭

廃食用油
※機械油は対象外

2/3 ㈭

24 時間受付・年中無休（佐倉市管工事組合）
☎485-8660

休日・夜間の水漏れは
（緊急連絡）

問広報課  映像・メディア推進班☎484-6206

▶佐倉市の魅力や、市からのお知らせを佐倉市の魅力や、市からのお知らせを
YouTubeでお届け中！YouTubeでお届け中！

（広報番組「Weekly さくら」1月 17日放送分）

Let's 
チャンネル登録！

★おすすめ動画
「コミュニティバス旅 ～畔田・下志津ルート編～」

開館時間　午前 10時～午後６時（入館は午後５時 30分まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）問 市立美術館☎485-7851
◉ミュージアムショップ運営事業者を募集します。詳細はホームページをご覧ください

〒 285-0023  新町 210 
muse@city.sakura.lg.jp

開催日
❖２月27日㈰
❖３月６日㈰、13日㈰、19日㈯、20日㈰、27日㈰
❖４月３日㈰、10日㈰、17日㈰、24日㈰、29日（金・祝）
着付時間：午前10時～午後１時（30分ごとに受付）
費 １人 3000 円（抹茶、お菓子、記念撮影付き）
※着物一式持参のかた１人 2500 円（着付料）、着物を着て参加するか
た１人 1500 円、小学生以下は１人 2000 円（1家族で２人以上の場
合は１人 1500 円）
場 旧平井家住宅（麻賀多神社近く）　要申し込み
申 問 佐倉一里塚☎℻ 483-3535（受付 水・木・土・日曜日、午後１時～
３時30分） sakuraichirizuka@catv296.ne.jp
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 2月3日㊍～3月29日㊋
会期フランソワ・ポンポン展フランソワ・ポンポン展

－動物を愛した彫刻家

　臼井地区の４か所に設置された４つ
のスタンプを集めたかたに、必勝祈願
グッズ（雷電クリアファイル・雷電え
んぴつ）をプレゼント！ 
期間　2月 13日㈰まで
【スタンプ台紙配布場所】市内公共施
設、京成電鉄市内各駅、レイクピアウ
スイ、妙覚寺、佐倉商工会議所 など
【スタンプ設置場所】京成臼井駅、八幡
社、妙覚寺、雷電夫婦と一女の墓
◉景品の交換は、雷電物産展の会場で
行います。グッズがなくなり次第、終
了となります。

佐倉ゆかりの最強力士 
雷電爲右衛門

雷
らい

電
でん

爲
ため

右
え

衛門
もん

は、1767年（明
和 4年）に信濃国大石村（現：
長野県東御市）で生まれまし
た。21 年間で 254 勝 10 敗、
通算勝率は 96.2％といわれ、
「大相撲史上最強の力士」とし
て称されています。雷電の妻
である「おはん（八重）」は、
臼井宿の甘酒茶屋「天狗さま」
の看板娘でした。雷電は引退
後、晩年を妻と共に臼井の地
で過ごしました。

　雷電の出生地【信州東
とう

御
み

】と終焉の
地【下総佐倉】の名産を販売します。
東御市名産のくるみを使った商品をは
じめ、「雷電軍配守」など雷電をモチー
フにした商品や佐倉の土産品などを販
売します。
期間　2 月 8 日㈫～ 13 日㈰午前 10
時～午後５時
場所　レイクピアウスイ 1階うすいコ
ミュニティひろば
◉会場では、雷電に関する資料の展示
や、近隣保育園児による「らいでんぬ
りえ」の掲示を行います

史上最強力士 「雷電爲右衛門」キャンペーン

《大黒豹》1930-1931年 ブロンズ  群馬県立館林美術館蔵

　フランスで活躍した彫刻家フランソワ・ポンポン。観察により生み出さ
れたシンプルな形と、なめらかな表面をもつ動物彫刻は、佐倉ゆかりの金工
家・津田信夫にも影響を与えたと考えられています。
　日本初の回顧展となる本展では、国内外から集めた彫刻やスケッチなど
を紹介します。 

観覧料
（ ）内は前売り及び20人以上の団体料金
 一般……………800（640）円
 大学・高校生… 600（480）円
 中・小学生…… 400（320）円
▣未就学児は無料
▣前売り券は、市立美術館、市民音楽
ホール、市観光協会、JR佐倉駅前観光
情報センターで2月2日㈬まで販売

　城下町の風情が残る佐倉の町
を散策してみませんか？
　開催日に着物で、旧堀田邸・
武家屋敷・佐倉順天堂記念館へ
行くと、入館無料となります。

問佐倉市観光協会☎ 486-6000

スタンプを集めて必勝祈願 !!
雷電スタンプラリー 

信州東御と佐倉の名産品が揃う
雷電物産展

◉史上最強力士「雷電爲右衛門」キャンペーンの
詳細は佐倉市観光協会ホームページをご覧ください

きもの散歩
佐倉 城下町

〈有料広告〉 財源確保のため広告を掲載しています。 


