地域に伝わる伝統行事「辻切り」

は ら

ワラの大蛇で災いを祓う

ひいらぎ

▲杉や柊の葉、魔よけのお札を刺し、トウガラシで目や舌を付ければ完成。下高野では６か所の境に供えます

昔から蛇は、神に関わる神聖な生き物とされてきました。市内を歩いてみると、
道端にワラで作られた蛇が掛けられていることがあります。これは、病気や災い
し め な わ
の侵入を防ぐため、集落の道の境にワラ蛇や注連縄を掛ける
「辻切り」
という風習。
下高野地区では、手作業で刈り取った稲を使い、１月下旬に２メートル近いワラ
蛇を作ります。かつては市内の多くの地域で行われたこの行事も、作り手の高齢
化などが進み、続けられない地域が増えてきました。今年一年の村の安全を祈り、
市内７か所で脈々と受け継がれているこの伝統行事。あなたの家の近くでも、見
つけられるかもしれません。

然

私たちは､八千代市のシンボル新川を守りつづけながら、ゴ
ミのない自然の豊かなきれいなまちをつくっていきます。

夢

私たちは、自分の夢に向かって、共に語りあい励ましあいな
がら前進するため日々努力していきます。

命

私たちは、明るく健康な毎日を送れるように心がけ、両親か
ら与えられたかけがえのない命と、地球すべての命を大切に
していきます。

思いやり 私たちは、いつも相手の気持ちを考える心を持ち、
仲間と協力
しあい助けあっていきます。
礼

儀

私たちは、だれとでも明るいあいさつをかわし、たがいにマ

文

化

私たちは、八千代市の文化や伝統を大切にし、さらに、世界の仲間

ナーを守って、気持ちよくふれあっていきます。
たちとの交流を深めることで新しい文化をつくっていきます。
2001年１月１日制定
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家庭教育講座
「わくわくフレッシュナビ」
～小学校入学準備編～の参加者

自

10

募集

い、ここに「八千代市子ども憲章」を定めます。

家庭教育指導員による入学前に知っておきたい子育てに関す
る情報提供と仲間づくりの講座です。 年４月に入学予定のお
子さんがいる市内在住の保護者対象。各会場先着 人。
▼日時／場所 ２月 日㈬／勝田台文化センター、２月 日
㈪／総合生涯学習プラザ、２月 日㈬／八千代台東南公共セン
ター。時間はいずれも午前 時～ 時 分 ▼申し込み 午前
９時から電話で生涯学習振興課 （４８１）
０３０９へ

なが一人のために、一人がみんなのために」を心がけながら、手をと
りあい、だれもが好きになるすばらしい八千代市にしていくことを誓

◆お年玉付広報アンケート結果………３
◆広報青少年版「毎日の食事で
気を付けていること」…………４～５

ファミリー・サポート・センターの
依頼会員と協力会員

八千代市を誇りに思い、愛と友情あふれるやさしい心をもち、
「みん
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ページ

◆高齢者の悩みごと
地域包括支援センターに相談を…２～３

募集

緑豊かな自然に恵まれた八千代市の輝かしい未来を願う私たちは、

ファミリー・サポート・センターでは、会員同士で子育てを
支援する相互援助活動を行っています。支援をして欲しい「依
頼会員」に登録して、子育て支援センターでの保育「ひまわり
広場」を利用してみませんか。
支援に協力していただける「協力会員」も募集しています。
年齢、性別、資格などは問いません。子どもが好きでボラン
ティアに興味がある人は基礎研修会に参加し、登録をお願いし
ます。
【基礎研修会の日時／場所】 ３月７日㈬午前９時 分～午後３
時 分／福祉センター 【ひまわり広場の日時／場所】３月
日㈫午前９時 分～正午／すてっぷ 勝田台
▼申し込み・問い合わせ 祝日を除く月曜～金曜日の午前９
時～午後４時に電話で同センター （４８７）８３００へ

八千代市子ども憲章

＜主な内容＞

高齢者の悩みごと、一人で抱え込んでいませんか

地域包括支援センターに相談を
市内の65歳以上の高齢者は23年９月現在で3万9,119人。５年間で約8,000人
増えています。老後を快適に過ごしていくためにも、
健康や福祉のことを知って
おきたいものですね。地域包括支援センターは、高齢者のための相談窓口です。
疑問に思うことや不安なことなど、一人で抱え込まないで相談してみませんか。

Ｑ．地域包括支援センターって
どんなところですか
地域で暮らす高齢者を、介護・福祉・健康な
どのいろいろな面から支えるための相談窓口で
す。住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮ら
していけるように、保健・福祉・介護の専門家
が、関係機関や地域と協力して支援します。

Ｑ．どんな相談ができますか
高齢者本人やその家族、近所に暮らす高齢者
などに関する悩みや問題を無料で相談できます。
介護に関することが半分以上ですが、老後の心
配、健康や医療、福祉サービスに関することな
ど、気軽に相談ください。
次のような相談を、受け付けています。
・介護保険のほかに、どんな高齢者サービスを
利用できますか

・一人で夫の介護をしていて疲れました
・認知症かどうか診断してくれる医療機関を教
えてください
・引っ越してきたばかりで、友達がいません。
地域の人と交流を持ちたいのですが
・一人暮らしでないとヘルパーさんは来てくれ
ないのですか
・近所の高齢者が住む家から、悲鳴や家族の怒
鳴り声が聞こえます

Ｑ．支援の内容について
教えてください
相談の内容に合わせて、大きく分けて次の３
つの支援を行っています。
１．高齢者の権利を守るために
【権利擁護事業】 高齢者が安心して、いきいき
と暮らすために、さまざまな権利を守ります。
消費者被害や成年後見制度、高齢者虐待の相談

などをお受けします。
２．自立した生活ができるように支援します
【介護予防支援】 介護保険で要支援１または２
と認定された人が対象。ケアプランを作成し、
介護が必要にならないよう、予防するためのサ
ービスについてアドバイスします。
【介護予防ケアマネジメント事業】 自立した日
常生活が送れるかをチェックする生活機能評価
の結果、対象となった人に、介護予防ケアプラ
ンを作成します。
「運動器の機能向上プログラ
ム」
、
「口腔機能の向上プログラム」
、
「総合プロ
グラム」などの介護予防事業に参加できます。
３．
一人ひとりに合った生活支援
【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】
住み慣れた地域で安心して暮らせるように、
一人ひとりに合った生活支援や見守りの体制づ
くりをします。地域で活躍する介護支援専門員
への助言も行います。

例えば、こんな時には…
Ａさん 68歳

Ｂさん 82歳

介護サービスを利用
したいのですが、ど
うしたらよいので
しょうか

水道局員を名乗る人
が水質検査に来て、
高額な浄水器を買わ
されてしまいました。
返品したいのですが

健康状態や生活の状況、利用サービスの希望

本人の権利を守り、安心して暮らせるよう消

を教えてください。必要な介護サービスや福祉
サービスのアドバイスや手続き、介護支援専門
員探しのお手伝いも行います。

確認し、必要なサービスなどをアドバイスしま
す。民生委員が定期的に訪問するなど、連携し
て地域での見守りを行います。
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26

返還金として支給する制度を創設しました。
この制度により、 年度以降の各年分において、
相続や贈与などに

排出基準値

より取得した生命保険契約や損害保険契約などに係る年金を受給し
ている人は、
返還金の支給対象となる場合があります。
申請期限は 年
３月 日㈪までです。詳しくは、
市民税課までお問い合わせください。

測定結果

５ナノグラム

清掃センターの焼却炉の
ダイオキシン類測定結果は基準以下

０・３８ナノグラム

清掃センター２号焼却炉の排ガス中ダイオキシン類の測定を実施

11

測定日

月 日

11

した結果、次の通りで国の排出基準を下回りました。

２号炉

10

（清掃センター）
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23

Ｃさん 49歳

地域包括支援センターの職員が本人の状況を

※１ナノグラムは 億分の１グラム

23

３月議会は２月 日㈭開会予定

24

年第１回定例会は、
２月 日㈭に開会する予定です。
２月 日㈬・

1

３月１日㈭に一般質問
（代表質問・個別質問）
、２日㈮に一般質問
（個
別質問）と質疑を行う予定です。請願・陳情については、開会日の午
後５時までに受け付けたものが、今期定例会で協議されます。なお、

会議の日程などは、開会予定日の約 週間前に決定されます。
■インターネット中継 本会議を八千代市議会ホームページで生
中継します。通常、会議の翌日（土曜・日曜日、祝日を除く）からは、

2 （ 24.2.15）

録画中継でも見られます。ケーブルテレビでの放送は終了しました。
１１５１へ。
（議事課）
詳しくは議会事務局 （４８３）

24

第１回臨時市議会の結果

１月 日に 年第１回臨時会（会期１日）が開催されました。条
例案１件と人事案３件が審議され、可決・同意されました。
■八千代市農業委員会委員の選挙区の設定及び選挙区毎の委員定数
に関する条例及び八千代市消防本部及び消防署の設置等に関する条
例の一部を改正する条例の制定について
市の境界変更に伴い、条例を改正しました。
■固定資産評価審査委員会委員の選任について
篠直久さんが再任されました。
■監査委員の選任について（２件）
水野厚さんが再任されました。また、定数が増員されたことによ
り、新たに鵜澤陽子さんが監査委員に選任されました。
●議長・副議長の選出について
辞職に伴う議長・副議長の選挙が同日行われ、議長に江野澤隆之
議員、副議長に山口勇議員がそれぞれ選出されました。 （総務課）
18

費生活センターや法律相談ができる専門機関を
紹介します。必要に応じて成年後見制度などの
手続きの支援も行います。

入院中の76歳の母が
まもなく退院します。
一人暮らしで、最近、
認知症状もあるので
心配です

13

社会福祉士

■専門職の
役割

お年玉付き広報アンケート結果

・権利譲渡について
の相談
・福祉サービスや制
度についての相談

広報やちよ１月１日号で掲載した
「お年玉付広報アン
ケート」
に1,071通の回答をいただき、
ありがとうござい
ました。
今後の広報事業に生かしていきたいと思います。

主任
介護支援専門員

保健師
・高齢者の健康など
に関する相談
・介護予防の啓発、
実施

取り上げて欲しいテーマ
１位は「観光・イベント」

・関係機関とのネッ
トワークづくり
・地域の介護支援専
門員への助言

回答者の年代で一番多かったのは、60代で
30.9％。
２位が70代18.2％、
３位が50代15.2％で

した。
60歳以上が全体の53.2％を占めています。
性別では、
女性が全体の63.6％でした。
「Ｑ１．
広報やちよの情報量、
文字の大きさ」

Ｑ．誰が相談に乗ってくれますか
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員な
どの専門職が相談に応じます。職員はそれぞれ、
健康・福祉・介護などの専門分野を持ち、その
経験や知識を生かして連携しながら支援を進め
ます。相談内容・質問内容についての秘密は守
りますので安心してください。

については、
「 今のままで良い」という人が、
79.6％でした。
「情報量、
文字の大きさは今のま
まで良いが、
文字を太くしてほしい」
という意

⑤ 市民の
活動紹介
19.3％

■広報事業についての意見や感想

② 観光・
イベント
31.0％

「やちよ NAVi」で取り上げて欲しいテーマ

・情報ぎゃらりーをもう少し増やして欲しい
・縦書きと横書きのページを分けて欲しい
・Ａ４サイズの方が読みやすい
・行事が終わってから記事になっていることが
多いが、見学したいので早めに載せて欲しい

⑥ その他
2.6％

① 施策・計画
12.4％
⑤ 市民の
活動紹介
22.7％

・ケーブルテレビを見られない
・やちよＮＡＶｉの時間が短い。浦安、木更津

② 観光・
イベント
33.5％
③ 歴史・文化
20.4％

④ 子育て・
教育
8.4％

は30分だが、八千代はどうして15分なのか
・子どもが見てもおもしろい情報があるといい

募集

フリーマーケットの企画・運営委員

24

年３回、市役所駐車場で開催している「八千代フリーマーケット」
の実行委員を募集します。

18

▼活動内容 フリーマーケットの企画・運営。開催内容や日時の
決定、出店者の抽選、当日の会場設営、受付事務など ▼任期・募
集人数
年４月１日から２年間、若干名（応募者多数の場合は抽

29

選） ▼応募資格 市内在住・在勤・在学で、フリーマーケットやご
みの減量、リサイクルに関心のある 歳以上の人。年６回程度の平
日の打ち合わせとフリーマーケット開催日（土曜・日曜日）に参加で
きる人 ▼申し込み はがきに「八千代フリーマーケット実行委員希

望」
、住所、氏名、電話番号、在勤・在学の人は会社名または学校名
を記入し、〒２７６ ８-５０１市役所クリーン推進課内八千代フリー
マーケット実行委員会宛に郵送してください。２月 日㈬当日消印
（クリーン推進課）
有効

３月１日㈭から
「ガキ大将の森」
キャンプ場
利用受け付け

「ガキ大将の森」は、野外活動を通じて青少年の健全育成を図るこ
とを目的にした施設です。六角形のきのこ型の宿泊棟には、１棟に
子ども約６人が泊まれます。バーベキューや飲酒はできませんので、
ご注意ください。
▼対象 市内に本拠地がある少年関係団体と引率者。または市内

在住で、中学生以下の子どもがいる家族。いずれも、 歳以上の引
率者がいること ▼利用期間 ７月１日㈰～ 月 日㈬ ▼利用時
間 ①宿泊（一泊のみ）…午後２時～翌日午後１時 ②一時利用…午

まき

前９時～午後４時 ※宿泊者を優先。空きがある場合、一時利用も

20

① 施策・計画
21.1％

③ 歴史・文化
14.7％

・「お知らせ」、
「保健」、
「情報ぎゃらりー」が、
もう少し見やすくなると良い

31

⑥ その他 3.4％

④ 子育て・
教育
10.5％

・広報プレゼント付アンケートを、お正月だけ
でなくもっと増やして欲しい

10

① 今のまま
で良い
79.6％

「広報やちよ」で取り上げて欲しいテーマ

文化」
でした。
広報やちよ、
やちよＮＡＶｉとも
に１位と２位の差が10％以上。
「観光・イベン
ト」
への皆さんの関心の高さがわかりました。

できます ▼使用料 無料（薪代は実費） ▼申し込み 往復はがき
に①住所②氏名③電話番号（日中連絡先）④希望日⑤人数⑥宿泊か一
時利用かの区別と返信先を記入し、〒２７６ ０
-０４５大和田１３８
―２教育委員会庁舎内青少年課へ。３月 日㈬必着。はがき１枚に
つき利用希望は１件まで。同一日に同一グループ等の複数応募はで

きません。申し込み多数の場合は抽選。空きがある場合は、４月２
日㈪から電話または同課窓口で受け付けます ▼問い合わせ 青少
０３０６
年課 （４８１）

相続などによって取得した保険年金の
市・県民税相当額の返還制度ができました

ている市・県民税のうち、地方税法で還付できない金額の相当額を

相続や贈与などに係る生命保険契約などに基づく年金の税務上の
取り扱いが変更されたことに伴い、 年度以降の各年分の納め過ぎ

21

④ 今より太い書体が
が良い 8.7％

② 情報量が減っ
ても、今より
大きい字が
良い
8.1％

さい」
でも、
１位は
「観光・イベント」
の33.5％で
した。
２位が
「市民の活動紹介」、
３位が
「歴史・

お問い合わせは
担当の地域包括支援センターへ

⑤ 未回答 0.4％

③ 文字を小さくして、
情報量を増や
した方が良い
3.2％

イベント」が31％。次に「施策・計画」、
「市民の
活動紹介」
でした。
「Ｑ３．ケーブルテレビ番組やちよＮＡＶｉ
で取り上げて欲しいテーマを２つ選んでくだ

地域包括支援センターは、市内６か所に設
置されています。お住まいの地区を担当する
地域包括支援センターまでご連絡ください。
電話でも受け付けます。
■勝田台地域包括支援センター
【勝田台2-3-1】 481-3515
■阿蘇地域包括支援センター
【米本2208-3】 488-9525
■村上地域包括支援センター
【村上団地2-7-104】 405-4177
■八千代台地域包括支援センター
【八千代台西1-7-2山﨑ビル３階Ｂ号室】
481-7411
■高津・緑が丘地域包括支援センター
【高津団地1-13-112】 489-4655
■大和田・睦地域包括支援センター
【大和田新田312-5市役所２階】
483-1151 内線2286～2288

▲
「Ｂ．八千代うまいものコース」には、応募総数
の60％を超える673通の応募がありました
「広報やちよ」の情報量、文字の大きさ

見もありました。
「Ｑ２．広報やちよで取り上げて欲しいテー
マを２つ選んでください」
では、
１位は
「観光・

あなたの地区の地域包括支援センター
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ご協力ありがとうございました
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3

ま い

108号
わたし

せいかつ

うえ

に ち

き

か

しょく

じ

つ

食事は、私たちが生活していく上で欠かせないものです。
せんせい
かぞく
ちゅうい
けいけん
先生や家族から、食事のことで注意された経験はありませ
ただ
おく
けんこう
からだ
んか。正しい食生活を送ることは、健康な体をつくるため
きほん
あいて
まも
の基本です。また、相手への気づかいやマナーを守ること
たの
せいしょうねんばん き し ゃ
ふだん
が、楽しい食事につながります。青少年版記者は、普段ど
のようなことに気を付けて食事をしているのでしょうか。

まえ

あと

食事の前と後にはあいさつをする
ひらやま

【新木戸小・平山ひより】 食事の
前と後にあいさつをするように気を

つけています。なぜならば、私たち
の食べている食事は、たくさんの人
の働きと自然のめぐみがあって食事
ができているからです。わたしは、たくさんの人に
感謝して食事をとっています。
また、作ってもらった食事を残さずに食べるよう
に気を付けています。好きな物だけを食べずに、栄
養のバランスを良く考え食べるようにしています。

することで、食事を楽しく食べることができるし、
家族や友達とのコミュニケーションが深まるように

思います。そして、おいしい物はもっとおいしく感
じるし、
苦手な物でも残さず食べることができます。

物は、体によくないと思うので、着色料の使ってい
ないものを買うようにしています。
ともだち

はな

家族や友達と話すことで楽しく
おおぶち

【萱田南小・大渕このか】 わが家
では、家族と一緒に食事をするとき
は、テレビを見ないで楽しく話すよ
うにしています。家族との団らんを
大事にして話をすることによって、
家族の大切さを感じます。また、友達と給食を食べ
るときは、仲良く話をしたり、放送を聞いたりしな
がら、なごやかなふんい気で過ごしています。話を

やさい

フレッシュジュースで野菜をおいしく
まえはし な ほ

休日も三食きちんと食べる
ほ ん ぼかな

ことわざの通りに、気をつけています。

【勝田台中・前橋奈歩】 私は毎朝
フレッシュジュースを飲んでから学
校へ行きます。バナナやみかんなど
の果物、アボカドや小松菜、セロリ
などの野菜のジュースです。部活の
練習で朝から体力を使う私には欠かせません。また、
野菜が嫌いな私にも手軽においしく摂取できるので
大変役に立っています。
近頃では朝食を食べない人が増えているようです

きゅうじつ

【八千代台小・本保奏】 毎日の食
事で気をつけていることは、朝・昼・
夜の食事をきちんと食べるようにす
ることです。学校がある日は、必ず
食事はとれますが、休日は、朝おそ
く起きることが多くなるので、朝食をとらず、昼と
夜の二食ですませてしまうことがよくあります。休
日も三食食べられるように気をつけたいと思います。
また、好ききらいをせず、何でもよくかんで食べ
るようにしています。それに、着色料を使っている

い気持ちがしなかったからです。
それ以来、
「他人のふり見てわがふり直せ」という

しせい

良い姿勢で気持ちの良い食事を
し ば たはな

【勝田台小・柴田華】 いつも、食
事をするときの姿勢に気を付けてい
ます。なぜなら、体が曲がっていた
ら、気持ち良く食べられないし、い

つも姿勢がしっかりしていないと、
その姿勢がくせになり、悪い姿勢のまま大人になっ
てしまうかもしれないからです。私は、前まで姿勢

を全く気にしませんでした。しかし学校には、良い
姿勢の友達がたくさんいたので、はずかしかったで
す。やはり、自分だけ悪い姿勢はいやなので、がん
ばって直しています。良い姿勢で食べると、とても
気持ちが良いです。食事以外でも姿勢は大切。これ

からも、良い姿勢で食事をしたいと思います。
はな

食事前には必ず鼻をかむ

が、朝食は１日のスタートの活力として、とても大
切なものなので、わが家は家族全員で朝食を摂りな
がら、
楽しい話題を持ち出すように心掛けています。

はしの持ち方に気をつける
きむら あ こ

【八千代台西小・木村亜子】 私の
家族は、食事を食べるとき、はしの

持ち方に気を付けています。私は、
はしの持ち方がわるいのか、いつも
注意されてしまいます。
「外に食べに
いくときはずかしいから」、
「将来困るから」という
理由からだそうです。将来、はしの持ち方で困るこ
とはないと思いますが、今後もはしの持ち方に気を
付けていこうと思います。
さんかく

【八千代台西中・千葉圭亮】 三角
食べを心がけるようにしています。
三角食べとは、並んでいる皿の食べ
物をまんべんなく適量ずつ食べるこ
とで、結果栄養がかたよらず、また

たけうちひかる

【大和田小・竹内光】 ぼくは、食
事の前に、
必ず鼻をかんでおきます。
過去に、友達とレストランで食事を
したとき、その友達が鼻をすすりな
がら食べているのを見て、あまりい

きれいに食べ終わります。これは一緒に一皿ずつ食
がっしょう

れきし

高津小40年の歴史を知りました
ひっし

はし

たいかい

すぎやま は な

高津中学校では、11月に合唱コンク

れました。三年生や児童会による高津

小40年の歴史の発表や、第１期の卒業

ました。最後だったので、６位以内に

は入ろうと必死に走りました。

結果はギリギリ６位。最後にぬかせ

ました。私はすごくうれしかったです。

また新しい思い出がつくれました。
ゆめ

大きな夢を持ちたい

た ぼ た たくや

八千代松陰中・多保田拓哉

学校では週に１回、ＥＳＰという道

徳的な授業があります。今回のＥＳＰ

では、現在の社会に大きな影響を与え

たスティーブ・ジョブスさんがテーマ

でした。ジョブスさんのように、大き
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ひろの ゆ な

高津小・廣野由奈

を記念する「40周年記念集会」が行わ

この前、学校でマラソン大会があり

生のお話などが聞くことができ、とて

もいい体験になりました。また、高津小の歴史など、

高津中・榊原優奈

ールがありました。それぞれのクラス

の個性が表れた歌声を聞くことができ

高津小学校では、学校の創立40周年

南高津小・杉山巴菜

さかきばらゆう な

合唱コンクールに感動

ました。そのために、中学生の頃にどんな努力をすべ
きかなどを考えました。

うつく

ち ば けいすけ

な夢や理想・強い信念を持って生きていきたいと思い

必死に走ったマラソン大会

わ しょくどくとく

三角食べは和食独特の美しい食べ方

ました。特に、３年生は最後のコンク

ールということもあり、どのクラスも

練習の取り組みから真剣で、本番もとてもすばらしい
歌声を披露していて、感動しました。

私たちも来年、そんな感動を後輩に届けられるよう

になりたいです。
みどり

おかえき

せいそう

よしの り な

知らないことがたくさんあって、とても新鮮でした。

緑が丘駅でボランティア清掃 八千代西高・吉野里奈

校外学習が楽しみです。私たちは国

ティア清掃というのがあります。八千

ぎ じ どう

国会議事堂での校外学習

しょうはた れ な

米本南小・正畑玲奈

会議事堂へ行きます。政治家の方々が

意見を出し合っている場を見られるの
で、勉強になると思います。そして野

田総理や、国民の代表者が日本のため

に、がんばっているところも見たいです。

毎回テストが終わったあと、ボラン

代緑が丘駅周辺をきれいにしています。

いつも多くの生徒が清掃に参加してい

るので、駅周辺がきれいになります。

駅を利用している人たちが気持ちよく利用できるよう

に、これからも頑張ります。

ようしょく

こと

べる洋食と異なり、和食独特の美しい食べ方だと思
てき
います。栄養のバランス的にも、また、見た目にも
ちい
でんとう
美しい食べ方をすることで、小さなことですが伝統
まも
を守っているような気がします。
は

しょうひぜい

いしかわたかひろ

ぼく

【睦中・石川貴大】 僕は歯の矯正
をしているので、それをこわさない

ように食べることに気を付けていま
いしゃ
おお
くち
す。歯医者の先生に、大きな口をあ
おそ
けない、前歯でかむということを教
すこ
わりました。少しつらいけど、前歯でたくさんかめ
あたま
がんば
ば、あごも頭もよくなるので頑張っています。

今まで以上に食べ物への感謝を
さいとうまもる

【八千代高・齋藤衛】 食べ物に感
たと
謝することに気を付けています。例
しゅしょく
ごはん
こめつぶ
えば、主食である御飯では、米粒一
粒まで残さず食べるようにしていま
とく
ねん
ひがしに ほ ん だいしんさい
す。特に2011年は、東日本大震災と
とうほく
のうさくぶつ
あんしん
いう大災害があり、東北の農作物を安心して食べる

ことができるのはとても感謝すべきことだと思いま

す。大震災により、今まで以上に食べ物への感謝が
じゆう
す ば
深まり、自由に食べることのできる素晴らしさを感
じることができました。
か ね つ ちょうり

きん

はんしょく

加熱調理などで菌を繁殖させない
ささだ も こ

ふだん

【八千代東高・笹田萌子】 普段自
ふつう
しょくざい
分が普通に食べている食材の中にも、
食中毒になりやすいものもあるので、

生の食材をしっかりと加熱調理して
ころ
菌を殺すように心がけています。
あら
また、外出をして帰ってきたら、手を洗ったり、
うがいをしたりすることを心がけています。うがい、
お
か ぜ
よぼう
手洗いは菌を落とし、風邪の予防にもなるので、毎
ほか
き ぐ
日欠かさずしています。他には、使った調理器具を
みず
なが
せんざい
ねっとう
水で洗い流すだけでなく、洗剤、熱湯を使い菌が繁
殖しないように気をつけています。

入賞記録

勝田台南小・中島彩花

の だ しゅしょう

野田首相が今、消費税を10％にす
い

ほんとう

ると言っていますが、もし本当に10
えん

％になったら今まで105円だったも

きょうせい

歯の矯正をこわさないように食べる

なかじまあや か

消費税10％は困ります

こくみん

かんじ

も じ

はっぴょう

「絆」が発表されました。震災があ

ふっこう

り、大変だった2011年。今でも復興
む

へ

西高津小・弘瀬優里

12月12日に、2011年の漢字１文字

きずな

のが110円になります。私たちは、
お

ひろせ ゆ り

国民の心をひとつに

たす

あ

きょうりょく

こづかいで使える分が減り、みんな

の生活も困ってしまうと思います。
つよ

みなら

強い気持ちを見習いたい

東日本大震災から、９か月がたち

ひつよう

ました。しかし、まだ毎日のように

に向けて、助け合いや協力が必要で

ほうどう

えら

報道があり、多くのつめあとが残っ

す。そんな今にぴったりの文字が選

ものがた

ていることを物語っています。でも、

ばれました。この発表を聞いて、国民の心がひとつ

になり、助け合っていけるといいと思いました。
せんそう

に ど

戦争は二度と行うべきではない

みながわ な お

睦小・皆川奈穂

しんじゅわんこうげき

12月８日は、真珠湾攻撃がおこっ
た日です。あれからもう70年もたち
ぐん
ました。そのとき日本軍に攻撃され
もとのりくみいん
かな
た元乗組員たちは今でも深く悲しい
きず
傷が残っていることでしょう。この
ような人たちをこれ以上増やさないためにも、戦争
は二度と行うべきではないと思います。
うちゅう ひ こ う し
い が ら し み ほ
宇宙飛行士の経験を医学に
阿蘇小・五十嵐美穂
ふるかわさとし
の
11月に古川聡宇宙飛行士を乗せた
せん
ソユーズ宇宙船が、カザフスタンに
き
帰かんしました。古川さんが宇宙飛
げ か い
行士になる前は外科医だったそうで
い
みずか
す。医者としての経験を活かし、自
じっけんだい
えき
にょう
め
した
しんでんず
けつ
ら実験台になって、だ液、尿、目、舌、心電図、血
ちゅうさ ん そ
そくてい
はってん
中酸素などを測定し、今後の医学の発展に活かすそ
やくざいし
め ざ
うです。私も薬剤師を目指しているので、いろいろ
ちょうせん
なことに挑戦していきたいです。
ティーピーピー
さんか
すずき え か
ＴＰＰに参加してほしい 八千代台東小・鈴木笑花
しゃかい
もんだい
今、社会で問題になっているＴＰ
のうか
Ｐ。ＴＰＰは参加すると日本の農家
さ
の人が困るけれど、参加しないと鎖
こく
じょうたい
国のような状態になってしまいます。
それぞれ良いところ、悪いところが
あるので、どちらが良いとは言えませんが、私は、
さん
けいざい
ま
日本産の食べ物も経済も、他の国に負けないものだ
と思うので、ＴＰＰに参加してほしいです。
もど
ごとう
タイの活気が戻ってほしい
萱田小・後藤あかね
ことし
なつ
はじ
こうずい
今年の夏から始まったタイの洪水
だいはんらん
が、11月になって大氾濫しました。
その後、日本のカメラやおもちゃメ
ーカーでの生産がストップした、と
いうニュースを聞いてびっくりしま
しんしゅつ
した。日本のメーカーがそんなにタイに進出してい
し
たとは知らなかったし、タイで作っているものがこ
たくさん
おどろ
んなに沢山あることにも驚きました。今はとにかく
がんばって、タイの活気が戻ってきてほしいです。

■高校
●八千代高校 ▶県高等学校演劇研究中央発表会 最優
秀賞 ▶文部科学大臣杯全国青年弁論大会 優良賞…掛
スポーツや文化活動で、上位に入賞した個人・団体を
水美来 ▶全国選抜高等学校テニス大会千葉県大会 女
紹介します。掲載対象期間は、23年９月11日から23年
子団体３位 ▶県高等学校新人体育大会水泳競技大会
12月10日までです。ここでは、学校から報告があった
【女子50ｍ背泳ぎ】３位…嶋村夏穂 ▶県高等学校新人
ものを掲載しています。
（敬称略） 柔道大会【女子】団体２位、48㎏級優勝…小島由合菜、
48㎏級３位…芳賀繭、52㎏級３位…湯浅志澄歌、57㎏
■小・中学校
級３位…鈴木伽奈、70㎏級優勝…遊佐奈津美、78㎏級
●米本小学校 ▶こども県展 特選…市野澤太陽
２位…宮内未希、78㎏超級優勝…女良いこま
●八千代西高校 ▶県新人体育大会ウェイトリフティン
●秀明八千代中学校 ▶ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ Ｊ
グ大会 53㎏級優勝…渡辺健太郎、56㎏級優勝…永堀靖久
ＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ 関東
●千葉英和高校 ▶秋季県高等学校野球大会 優勝
地区大会【15歳以下男子シングルス】３位…金敷哲平
【13歳以下女子シングルス】優勝…太田夏菜子
▼県高等学校新人ソフトボール大会 ３位
●八千代松陰中学校 ▶県中学生新人テニス選手権大会
●八千代松陰高校 ▶県児童生徒科学作品展【科学論文
【学校対抗の部】男子優勝 【学校対抗の部】女子２位
の部】千葉市教育長賞…大山暁人 ▶県高校囲碁秋季大
▶県中学校新人大会【新体操】３位 【バスケットボー
会【男子】団体３位、個人２位…宮本実駒 ▶県高校新
ル】男子優勝 ▶ＮＨＫ全国学校音楽コンクール関東甲
人大会【競泳女子200ｍ個人メドレー】優勝…永井友梨
【硬式テニス】男子団体３位、男子シングルス３位…児
信越ブロックコンクール 奨励賞 ▶関東合唱コンクー
玉優太郎、男子ダブルス２位…野田恭平・馬場啓輔
ル【中学校同声の部】銀賞

な か のそ う た

村上中・中野聡太

それ以外にも、人々の強さやつなが
と

りなど、多くのことを感じ取りました。だから、僕
も強い気持ちを見習って頑張りたいと思いました。
せ か い じんこう

おくにん

とっぱ

お の で ら とう こ

世界人口が70億人を突破

八千代中・小野寺塔子

世界人口が70億人を突破しました。
きゅうげき

人口が急激に増え、2050年には90億
すいそく

人になるのではないかと推測されて

いるそうです。
はじ

私は初め、このニュースをうれし
しょくりょう ぶ

いニュースだと思っていました。ところが、食料不
そく

ひ

お

足などさまざまな問題を引き起こすかもしれないの
よろこ

おとな

で、喜んでばかりいられません。私が大人になった
ふくざつ

ときの社会を考えると、複雑な気持ちです。
じてんしゃ

めいかく

ち ば とうい

自転車の乗り方を明確に

萱田中・千葉透威

最近の自転車の乗り方のルールが

どうなっているのか気になります。
み

こま

テレビで観たのですが、とても細か
なものまであり、気になることばか

りです。僕たちにもわかるように自

転車の乗り方に関するルールを明確にしてもらいた
せいび

いし、それに合わせた道の整備をしてほしいです。
そして、僕たち中学生も自転車の乗り方に気をつけ

てこれからを過ごしたいです。
たはつ

さっしょうじ け ん

多発する殺傷事件

さいきん

かめい

秀明八千代中・亀井ありさ

最近は、中学生や高校生の女子を

ねらった殺傷事件が多発していて、
こわ

ち ば けん

とても怖いです。千葉県でもそのよ
うな事件が起きていたので、私がね
かのうせい

らわれる可能性もあります。できる

かぎ

くら

限り早く家に帰る、暗い道はなるべく通らないよう

にするなど、自分の身は自分で守りたいと思います。
せ い じ か

政治家はもっと働いて

え ぐ ちさ つ き

八千代松陰高・江口紗月

り ん じ こっかい

へいかい

ほ う あん

臨時国会が閉会しましたが、法案

せいりつりつ

か こ

さいてい

成立率は過去20年間で最低の34.2％。
じ き

ひ

大震災からの復興のこの時期に、被
さい

災された人々はこれを聞いてどう思

あせ

ったでしょうか。政治家はもっと国

民のために汗を流して働いてほしいと思います。

【新体操】団体優勝 【陸上競技女子】1,600ｍリレー２
位 【陸上競技男子】800ｍ２位…橋本智永、1,500メー
トル優勝…荒井七海、1,500ｍ２位…山﨑和麻、3,000ｍ
障害優勝…黒川恵輔、三段跳び２位…鎌田佑貴 【ウェ
イトリフティング】団体優勝、53㎏級３位…成田大輔、
56㎏級２位…中原雄紀、62㎏級優勝…深山颯貴、69㎏級
優勝…宮崎翼、69㎏級２位…三ヶ尻創、85㎏級優勝…池
田光 【レスリング】団体優勝、50㎏級２位…伊藤暉、
55㎏級２位…朝比奈尚輝、60㎏級優勝…寺田靖也、66㎏
級２位…猪口薫、74㎏級３位…荒尾亮太 ▶国民体育大
会 【ウェイトリフティング】少年53㎏級スナッチ３位
…佐野優図 ▶県秋季高校軟式野球大会 ２位 ▶関東
高校女子サッカー大会県予選 ２位 ▶県高校駅伝競走
大会【男子】優勝 ▶全国高校選抜テニス大会県予選
【硬式テニス男子】団体２位 ▶関東高校駅伝競走大会
【男子】３位
●秀明八千代高校 ▶県高等学校新人テニス大会【女
子】団体優勝 【男子】団体２位 ▶県高等学校新人空
手道大会【女子】団体形優勝、個人形優勝…清和田雅美
【男子】団体組手２位、団体形２位

（ 24.2.15）

5

▼

▼

●18日㈯午前10時～11時45分・
午後１時～４時、イオン八千代
緑が丘ショッピングセンター

（八千代東ライオンズクラブ主催）

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

けんこうかんりコーナー

446

「フッ素はむし歯予防に効果がある」

国々で使われています。現在、市販の

ということを聞いたことがある人は多

歯磨き剤の９割は、フッ素入りになり

いと思いますが、どれくらいの予防効

ましたが、なかにフッ素入りでない場

果があるか、ご存じでしょうか？日本

合もあるので、購入の時は、必ずフッ

では、むし歯予防のためのフッ素は、

素入りかどうかチェックしましょう。

歯科医院でのフッ素塗布、フッ素洗口

歯ブラシにつける量は、大人の場合、

液のうがい、フッ素入り歯磨き剤など

ブラシ部分の2/3位つけましょう。歯磨

が一般的です。この中で費用が安く効

き後のうがいは、２回程度にとどめる

果が高い方法は、１日２回フッ素入り

と予防効果が高まるといわれています。

歯磨き剤を使用する方法です。長期間

就寝前の歯磨き後に飲食をしないこと

にわたり使用することによって、むし

も重要なポイントです。毎日の歯ブラ

歯の本数を半分にする効果があると言

シには、フッ素入り歯磨き剤を正しく

われていて、もっとも基本的なむし歯

使って自分の健康な歯を守りましょう。

予防法として40年以上前から世界中の

（八千代市歯科医師会）

25

※申し込み内金１万円、昼食代・リフト代は別途必要 宿

泊先ロッヂイザワ。申し込みは、３月 日㈰までに電話連

絡後、申込用紙に必要事項を記入し、ファクスで同連盟・

40

菅根 ０９０
（４８２４）
６２７６ （４８３）
０２４１へ

12

※市民伝言板の原稿締め切りは、発行日の約 日前です。

掲載は原則として１団体、年
（１～ 月）
３回まで

ミニ・ガイド

●身体障害者福祉会から ①身体障害者のいちご狩りツア

31

14

ー 館山方面に行きます。身体障害者手帳所持者が対象。

17

55

ボランティアも同時募集します。３月 日㈬、２５００円。

10

先着 人
（車椅子常用者先着４人） ②初級点訳講座
（全４

25

回）受講生募集 点字の基礎、簡単な読み書きなどを学習

12

します。点字に興味のある人が対象。講話を交えながら視

10

覚障害への理解を深めます。２月 日、
３月 日・ 日・ 日

20

のいずれも土曜日 時～ 時、障害者福祉センター。１０

００円。先着 人。①②いずれも事前に電話またはファク

スで同福祉会 （４８５）
１２４５・ （４８５）
１３２９へ

●女性の能力を発揮するための取り組み、
仕事と育児・介護

の両立支援をしている企業の人へ 厚生労働省では、
「職

場における女性の能力発揮を促進するための積極的な取り

組み」
（ポジティブ・アクション）
及び「仕事と育児・介護

24

との両立支援のための取り組み」について、他の模範とな

る取り組みを推進している企業を表彰。 年度の「均等・

両立推進企業表彰」の候補となる企業を募集しています。

しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。千葉労

「わが社こそは」と思う企業の皆さんはご応募ください。詳

働局雇用均等室 ０４３
（２２１）
２３０７

16

●オストメイト社会適応訓練講習会 オストメイトとその

13

家族及び医療関係者などが対象。講演①「ストーマ造設術

25

の今・昔と未来」 講演②「介護認定の流れと施設入居の

現状について」。２月 日㈯ 時～ 時、柏厚生総合病院

6 （ 24.2.15）

／柏市篠籠田６１７。日本オストミー協会千葉県支部 ０

30

４３
（３０９）
７５７１（月曜・火曜・金曜日のみ）

20

介護する家族のための交流会
「笑顔で介護」の参加者

30

募集

看護師で笑い療法士の講師が、笑いの効用について教
えます。また、忙しく介護する日々の中で、思わず「ニ
コッ」となれる方法などもお伝えします。この交流会で
ほっとしたひと時をお過ごしください。
▼日時 ３月 日㈮午後１時 分～３時 分。午後１
時開場 ▼場所 保健センター ▼対象 実際に介護を
している市内在住の人 ▼定員 先着 人 ▼申し込み
４６４６へ
電話で健康づくり課 （４８３）
16

特別支援学級介添人・特別支援教育
支援員
（期限付任用職員）
の登録者を募
集します。
業務内容 特別支援学級、通常の
学級における授業等の補助
資格
健康で熱意のある人（特別支援教育支
援員は要教員免許） 勤務条件 １日
６時間以内。原則として授業のある日
時給 特別支援学級介添人／910円。
▼

所主催）

特別支援学級介添人・
特別支援教育支援員登録者

▼

ーデン八千代（八千代青年会議

①４～５か月児、②10～11か月児、
それぞれの月齢のお子さんを対象とし
て、地域子育て支援センターなどの会
場で赤ちゃん広場を開催します。日程
などを、①は生後３か月頃に訪問する
母子保健推進員、②は郵送でお知らせ
します。ぜひ、ご参加ください。
内容 体重などの計測と成長の確
認、離乳食や発達の目安と子育てのワ

▼

▼
▼

▼

▼

▼

午後１時～４時30分、フルルガ

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
▼

▼

２月の献血

●18日㈯午前10時～11時45分・

募集

赤ちゃん広場

フッ素入り歯磨き剤で歯を守ろう

▼

後期高齢者医療保険料……８期

日程 ３月７日㈬・９日㈮・13日
㈫・14日㈬・21日㈬
受付時間 午
後１時～２時
場所 保健センター
対象 ７歳６か月未満の子
申し
込み 電話で母子保健課へ
集団接種のため、服薬中や経過観察
中の人などは、主治医の投与許可を証
明する書類
（口頭での許可は不可）
が必
要です。詳しくは、予防接種手帳でご
確認ください。
※不活化ポリオワクチンの導入は早く
ても24年度終わりごろの予定です。詳
しくは、厚生労働省のホームページを
ご覧ください

▼

月の納期

介護保険料…………………８期

四市複合事務組合の職員

▼

▼

特別児童扶養手当・特別障害者手当・
障害児福祉手当の交付申請は、市障害
子ども手当の申請は３月末まで 者支援課でできます。まだ、手続きを
していない人は、早めに申請を。いず
23年10月分からの子ども手当を受給
れの手当も細かな認定基準や所得制限
するには申請が必要です。３月31日㈯
がありますのでご相談ください。
までに行えば、23年10月分に遡って支
給します。申請には請求者の健康保険 【特別児童扶養手当】 対象 身体障
証のコピーが必要です。全国土木建築
害者手帳のおおむね１級～３級、療育
国民健康保険組合以外の国民健康保険
手帳のⒶ～おおむねＢ１の障害がある
組合で厚生年金に加入している人は年
20歳未満の児童を在宅で監護している
金加入証明書を添付してください。詳
人
支給月額 １級：５万550円 ２
しくは、元気子ども課へ。
級：３万3,670円
【特別障害者手当】 対象 重度の障
国民年金保険料免除等申請者は
害があり、日常生活において常に特別
市・県民税の申告を
な介護を必要とする20歳以上の在宅の
人
国民年金保険料の納付が困難な人で
支給月額 ２万6,340円
24年７月から25年６月までの①保険料 【障害児福祉手当】 対象 重度の障
の免除申請
（継続申請対象者含む）
また
害があり、日常生活において常に特別
は②若年者納付猶予申請をする場合は、 な介護を必要とする20歳未満の在宅の
前年の所得で審査されるため、所得が
人
支給月額 １万4,330円
ない人でも市・県民税の申告が必要で
（障害者支援課）
す。①は申請者本人・申請者の配偶者・
募集 保育士
（臨時的任用職員）
世帯主それぞれの前年所得、②は申請
業務内容 障害のある就学前児童
の療育
募集人数 若干名
資格
納期限は２月29日㈬
保育士資格を持つ人
勤務日 月曜
２ 納め忘れのない口座振替が便利です
～金曜日
応募方法 詳しくは、児
固定資産税・都市計画税…４期
童発達支援センター 488-1111へ
国民健康保険料……………８期

ポリオ生ワクチン
３月の日程

特別養護老人ホーム三山園に勤務す
る常勤・非常勤職員を募集。いずれも夜
間勤務あり。詳しくは、
四市複合事務組
合事務局〒273-0005船橋市本町2-7-8
船橋市福祉ビル５階 436-2772へ。
■常勤職員（介護）
資格 昭和56
年４月２日～平成６年４月１日に生ま
れた人
募集人数 若干名
試験
日 ３月16日㈮・17日㈯
採用予定
日 ６月１日㈮
申し込み 同組合
事務局と市長寿支援課窓口で配布して
いる申込書を同組合事務局へ提出。持
参する場合は、
３月２日㈮まで。土曜・
日曜日、祝日を除く午前９時～午後５
時にお持ちください。郵送の場合は、
３月１日㈭消印有効
■非常勤職員（看護・介護）
資格
おおむね60歳までの健康で高齢者の介
護経験などがある人
募集人数 若
干名
勤務日数 週４日程度。シフ
トによる交代制勤務
時給 看護／
1,520円。介護／1,210円。いずれも交
通費全額支給
申し込み 土曜・日
曜日、祝日を除く午前９時～午後５時
に電話で面談受け付け （長寿支援課）

国の障害者手当の申請

486-7250
483-4646

▼

▼

仕事などで平日に来庁できない人を
対象に、国民健康保険料の休日納付相
談を行います。国民健康保険から社会
保険への切り替えも受け付けます。
日時 ２月26日㈰午前９時～午後
４時
場所 市役所１階国保年金課

募集

▼

国民健康保険料の休日納付相談

〒276-0042 ゆりのき台2-10
保健センター母子保健課
健康づくり課

▼

市役所
〒276-8501 大和田新田312-5
483-1151（代表）

特別支援教育支援員／1,010円。いず
れも規定による通勤手当あり
勤務
場所 市内小中学校
選考方法 欠
員が生じた場合、
登録者に連絡の上、
面
接
応募方法 教育委員会指導課
481-0301へ連絡後、所定の書類を提出

者本人・申請者の配偶者それぞれの前
年所得で審査されるので申告をしてく
ださい。また、20歳前傷病による障害
基礎年金を受給している人や旧法の障
害福祉年金を受給している人も、受給
者の市・県民税の申告が必要です。
※所得のない人のうち、同一世帯の人
の申告で控除対象配偶者や扶養親族に
なっている人は、申告の必要はありま
せん
（国民年金室）

ンポイントなどの話、お母さん達同士
の交流の時間、遊び場や手遊びなどの
紹介 ※対象児のいる転入世帯で参加
を希望する人は、同課へご連絡を

文化伝承館 458-1700
◆八千代の伝統文化に親
ひな
しむ会③
「雛節供」 主催
特に表示されていないものは受講
無料です。詳しくは各主催者に問い
講座受講生の子どもたちによる邦楽演
合わせてください。
奏・紙芝居・日舞・お茶を楽しみます。
ひとがた
庭に設けた川に人形などを流し「身払
大和田公民館 482-0845
い」も体験します。市内在住または在
◆本物そっくり「かわい
勤・在学の小学生以上対象。先着40人。
いランドセル作り」
・全２
時３月３日㈯午前10時～午後０時30分
回 レザー風の紙で作ります。市内在
費600円（抹茶・お菓子代） 申電話か
住の成人対象。先着12人。木工用ボン
ド、
はさみ、
ものさし、
つまようじ持参。 直接同館窓口へ
時３月２日㈮・11日㈰午後１時～４時
◆つるし雛・雛人形展示会 サークル
費200円 申電話か直接同館窓口へ
活動をしている皆さんや市民の皆さん
そ
から寄せられた雛人形やつるし雛の作
睦公民館 450-2390 ◆手前味噌づく
品を展示します。時２月25日㈯～３月
りにチャレンジ 作って楽しい、食べ
ておいしい万能調味料を手づくりしま
25日㈰ ※展示用のつるし雛・地方の
す。市内在住または在勤の成人対象。
雛人形を貸していただける人も募集し
先着12人。エプロン、三角巾、ふきん
ています。期間途中でも構いません。
２枚、味噌を入れる容器
（10リットル） 同館へご連絡ください
時
を持参。 ２月24日㈮午前10時～午後
１時 費 2,300円
（材料費） 申午前９
時から電話か直接同館窓口へ
阿蘇公民館 488-1185 ◆春の野の味
ウォッチング 春の野草観察と採集し
た野草を調理して味覚を楽しむ。小学
生以上対象
（低学年は保護者同伴）
。先
▲昨年の展示の様子
着15人。ナイフなど根を切る道具、ビ
少年自然の家 488-6538
ニール袋、飲み物、筆記用具持参。雨
天の場合は中止します。時３月17日㈯
◆３月のプラネタリウム
午前９時30分～午後１時。受け付けは
今晩の星空、世界星空の
旅、おおぐま座・こぐま座の神話。小
午前９時15分から 申３月１日㈭まで
学生以上対象。時３月11日㈰・25日㈰
に電話か直接同館窓口へ

日本脳炎の予防接種を
受けましょう
23年度から、３歳のお子さん（３歳
児健診書類に同封）に加えて、９歳と
10歳のお子さんにも、日本脳炎の予防
接種の個別通知を行っています。母子
健康手帳を確認し、日本脳炎の１期接
種が済んでいない場合は接種を受けま
しょう。７年６月１日～19年４月１日
生まれで、１期・２期の接種が終わっ
ていないお子さんは、接種を受けるこ
とができます。希望する人はお問い合
わせください。

習志野健康福祉
センターから

▼

▼

▼

■精神保健福祉相談
（予約制） 精神科
医が精神疾患や心の健康について相談
を受けます。 日時／場所 ３月６日
㈫午後２時から／八千代市障害者福祉
センター ３月13日㈫午後２時から／
習志野健康福祉センター
申し込み
地域保健福祉課 475-5152
■療育相談 乳幼児の股関節、骨格、
整形外科疾患などについて、整形外科
医が相談を受けます。母子健康手帳持
参。 日時 ２月27日㈪午後２時～２
時30分に受け付け
場所 習志野健
康福祉センター
問い合わせ 電話
で地域保健福祉課 475-5153
▼

▼

八千代台東南公民館 485-4811 ◆メ
イクセラピー講座～心も体も健康に・
年齢に合ったメイク法～ アイメイク・
チーク・ハイライトなどのポイントメ
イクの説明と実践、カラーについての
お話も。市内在住の60歳以上の女性対
象。先着20人。普段使用している化粧
道具、鏡、ハンカチ持参。時３月６日
㈫午後１時30分～３時30分 申午前９
時から電話か直接同館窓口へ
勝田台図書館 484-4946
◆人生を変える読書術―
講演会＆弾けるワークシ
ョップ 「30分の朝読書で人生は変わ
る」の著者、松山真之助さんの講演と
ワークショップ。先着50人。時３月10
日㈯午後１時31分～３時30分 所緑が
丘プラザ 申２月15日㈬午前９時から
電話か直接図書館窓口へ。市内すべて
の図書館で受け付けます

◆急病のときは、
まず、
当番医で受診を
月～金曜日
19:00～
翌８:30
土曜日
17:00～
翌８:30
日曜日
祝 日
年末年始
8:30～
翌８:30

テレホン案内

内科系
（小児科）

482－6870

外科系・その他の科目

482－6871

歯科

482－6872

※小児科･その他の科目･歯科
は、日曜・祝日・年末年始
の8:30～17:00のみ

やちよ夜間小児急病センター

東京女子医科大学八千代医療センター内

458－6090

毎日18～23時

※23時以降は 450－6000へ
こども急病電話相談

お子さんの急病時、受診が必要か判断に迷う時など
に看護師や小児科医が相談に応じます。

毎日19～22時 局番なしの ＃8000

※ダイヤル回線からは

043－242－9939

男女共同参画センター
485-6505 ◆マイカー技
能セミナー「いざという
時役立つわざ」 バッテリーの充電な
どを実際の車を使って体験します。市
内在住または在勤の成人対象。先着20
人。２歳～６歳児の保育あり（先着５
人、要予約）。時３月18日㈰午後１時
～３時 費200円（保険代） 申電話か
直接同センター窓口へ
総合生涯学習プラザ 487-3718 ◆キ
ラッと輝くワンランク上の歩き方講座
正しいウォーキングフォームの習得と
免疫力アップエクササイズ。成人対象。
先着30人。靴、飲み物持参。動きやす
い服装で。時２月29日㈬午前10時30分
～正午 申午前９時から電話か直接同
プラザ窓口へ
◆東北の詩人
「宮沢賢治の歌と生涯」
東北地方復興への祈りを込めて、岩手
出身の宮沢賢治の生い立ちについて紹
介します。成人対象。先着100人。時３
月７日㈬午後１時30分～３時 申午前
９時から電話か直接同プラザ窓口へ
消費生活センター 485-0559 ◆消費
者教室「悪質商法対策について」 先
着30人。時２月23日㈭午後２時～４時
所福祉センター 申電話で消費生活セ
ンターへ
環境緑化公社 458-6446 ◆緑の講習
会「花いっぱい写真コンクールに向け
て…心が伝わる写真の撮り方」 先着
午前10時30分から、午後１時30分から。 50人。時３月28日㈬午後２時～４時
所総合生涯学習プラザ 申３月２日㈮
30分前から受け付け 費市内の人150
円、
市外の人300円 申当日直接同所へ
までに電話で同公社へ

会 員 募 集
会員募集は不定期掲載です。掲載は
１団体、年
（１～12月）
１回まで。今号
では、23年12月15日までに受け付けた
ものを掲載しています。
●オーストラリア人による英会話「メ
イプル」 初級～中級程度。楽しみなが

10

●山仲間アルプ活動紹介映写会 障害者とともに楽しむ登

30

山から冬山などのビデオと、四季の山や高山植物のスライ

12

ドショーを上映します。当日直接会場へ。３月３日㈯ 時

～ 時
（９時 分開場）
、
総合生涯学習プラザ。ＮＰＯ法人

30

山仲間アルプ事務局・網干 （４８４）
８３０８

12

●障害のある子の入園入学 直前相談会 保育園、幼稚園、

30

学童保育、小・中学校普通学級での、４月からの園・学校

10

生活に向けて、情報や資料、具体的な体験談など提供。在

園・在学中の人も歓迎。３月８日㈭ 時 分～ 時 分、

障害者福祉センター。資料代１００円。申し込みは、
やちよ

保育・教育を考える会／髙橋 （４５０）
９０１９

11

●春の囲碁・将棋大会 クラスはＡ・Ｂ・Ｃ・ジュニア。

４・５局対戦。３月 日㈰９時受け付け、福祉センター。

一般１０００円、女性・中学生以下５００円。弁当付き。

八千代市囲碁将棋連合会・芦田 （４８４）
２５９５

29

日㈭～４月１日㈰、全日本スキー連盟指導員によるスキ

20

●市スキー連盟蔵王スキー＆スノーボードスクール ３月

20

ー講習とバッジテスト。ジュニアのグループ参加歓迎。

日㈭ 時市役所前集合、
出発。４月１日㈰ 時帰着予定。先

着 人。参加費３万８０００円、
小学生以下３万２０００円

37

脳の体操と集中力の向上を。
初心者、
体

験歓迎。毎週火曜日13時～15時、市民
体育館。年1,500円。池田 483-7191

●混声合唱団コール八千代 聴いて楽
しく歌って楽しい名曲を混声合唱で楽
しみます。第１・３金曜日、八千代台
公民館。第２金曜日、八千代台自治会

館。いずれも18時30分～20時45分。入

ら英会話を学びませんか。毎週月曜日

会1,000円、
月3,000円。渡辺 483-1737

会2,000円、
月3,000円。松下 484-6342

空手教室 毎週土曜日12時～15時

18時～20時10分、勝田台自治会館。入
●英会話グリーンヒルズ・トースト

英語スピーチと会話の上達。第２・４

火曜日19時～21時、緑が丘公民館。入

●空手教室（糸洲会八千代） ①大南
②大和田南空手教室 毎週土曜日18時

～20時 ①②とも幼稚園・保育園児～
成人対象。大和田南小学校体育館。月

会2,000円、
月1,000円。佐藤 458-8666

2,000円。岩澤 482-7616

佐藩の古流居合。見学歓迎。どなたで

作で健康作り。第１・４土曜日13時30

むそうじきでん

●無雙直傳英信流居合術
「和楽会」 土

29

●八千代ダーツクラブ 楽しみながら、

も。毎週日曜日13時～16時、八千代台
小学校。月2,000円。鈴木 482-5503

●八千代スクエアダンスクラブ 初心

者講習会。４月～８月の毎週水曜日10
時～12時、緑が丘公民館ほか。毎週金

●すこやか太極拳 ゆっくりとした動

分～15時30分、
福祉センター。月1,500
円。渡辺 450-9673

●リズム＆ストレッチ 楽しいリズム
ダンスと柔軟な体づくり。見学歓迎。

第２・４金曜日９時30分～11時、高津

曜日13時30分～15時30分、村上公民館

公民館。入会1,000円、月2,000円。川

民館、23日㈮村上公民館で無料体験会

●女声コーラス「アンダンテ」 抒情

ほか。月1,000円。３月21日㈬緑が丘公

を開催します。丸山 488-2622

●八千代スポーツ吹矢クラブ 腹式呼
吸で健康を。ストレス・運動不足解消

越 450-4754

歌、ポップスなどを楽しく歌いません

か。第２・４木曜日19時～21時、村上
公民館。月2,000円。三浦 485-8063

に。毎週木曜日八千代台東南公民館と

●油絵「ビリジャン」 初心者、見学

東南公民館、いずれも９時30分～12時。

田台小学校。入会1,000円、月4,000円。

教育委員会庁舎、毎週土曜日八千代台
入会1,500円、
月1,500円。
園田 484-0208

歓迎。毎週火曜日13時30分～16時、勝
高岡 486-0922

（ 24.2.15）
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市内で活躍する女性消防団員
活動への理解と協力を呼びかけ
▶イベントなどでの啓発活動も大切な仕事の一つ

23年の「広報やちよ」と「やちよ
ＮＡＶi」を、ふれあいプラザで５月
７日㈪まで展示しています。ぜひお立
ち寄りください。ふれあいプラザは、
午前９時～午後９時開館、月曜休所。

消防団は、火災や大規模災害発生時に自宅
や職場から現場へ駆けつけ、消防署と連携し
て消火・救助活動を行う地域に密着した消防
機関です。市内に住む18歳以上の健康な人

なら誰でも入団することができます。
市内に288人いる消防団員のうち、女性団
員は11人。女性ならではの親しみやすい雰
囲気を生かして災害時の後方支援のほか、普

通救命講習の指導や、
イベントでの啓発・広
報活動などで活躍しています。１月14・15
日、イオン八千代緑が丘店とフルルガーデン
八千代で行われた防災フェアでは、女性団員

が防火防災の啓発や入団を呼び掛けました。
市では今後、女性団員を30人に増やす予定。
地域の防災エキスパートとも言える、消防団
の活動に参加してみませんか。

農業の発展について優良事例を表彰したもので、
市内での受賞は初めてです。

企画展「八千代の遺跡―かや田からゆりの木

ボールを蹴るって楽しいね

元プロ選手が幼稚園児を対象にサッカー教室

◀ボールをよく見てシュートを
打ってみよう

農事組合法人「米本」が“全国担い手育成総合
支援協議会長賞”を受賞しました。これは地域

遺跡から出土した土器や石器などを展示した
へ―」を２月26日㈰まで開催しています。

旧石器時代から中近世までの資料、約300点

を時代順に展示。２月19日㈰午後２時30分

からは、担当職員による展示解説会も行いま

す。八千代の歴史について話を聞きに、足を

２月 日㈰まで開催中

11

郷土博物館企画展 ―かや田からゆりの木へ―

◀法人経営体部門で 団体が受賞し
ました

全国担い手育成総合支援協議
会長賞を市内初受賞

郷土博物館では、萱田地区、ゆりのき台の

運んでみませんか。

26

１月17日、しろばら幼稚園の園児29人を対象にサ
ッカー教室が行われました。子どもたちの体力向上

を目指し、小さい頃から運動する楽しさを伝えるた
めの“スポーツ選手活用体力向上事業”として実
施。元プロサッカー選手で日本代表も経験した大野

▲１月に行われた展示解説会

▶八千代高校出身の佐藤博紀選手も活躍

間近で感じるプロの迫力
千葉ジェッツの公式戦が市民体育館で

俊三さんを講師に迎えました。
「僕のことを俊ちゃんと呼んでね」というあいさ
つに子どもたちはすぐに打ち解け大はしゃぎ。元気

いっぱいにボールを追いかけました。大人チームと
の試合では、７対３で園児チームが勝利。ゴールが
決まるたびに歓声を上げていました。

千葉県は、
ミニバスケットボール
（ミニバス）
の競技人口が全
国で一番多く、バスケットが盛んな地域です。市内でも多く
の子どもたちが、学校やクラブチームでバスケットを頑張っ
ています。
“千葉ジェッツ”は、そんな地元でバスケットをし

ている子どもたちの憧れや目標となるチームを目指し、昨年

発足しました。県内では初めてのプロバスケットボールチー
ムです。１月20日、市民体育館で行われた秋田ノーザンハピ
ネッツとの公式戦。序盤は千葉ジェッツの攻撃がさえ、13点

のリードを奪ったものの、徐々に追い上げられ、最終的には
65対90で敗れました。会場には中・高生などの姿もあり「プ
ロ選手の試合をこんなに近くで見たのは初めて」と、迫力あ
るプレーに目を輝かせていました。

消費生活センター 485-0559
【あげます】 ▶電子ピアノ
（椅子付き） ▶セミダブルベ
ッド
（収納引き出し付き） ▶ウェッジサンダル
（幅広甲
高足用２足新品）
／女性用26㎝ ▶ロックルームサーク
ル
（犬用）
／幅124㎝×高さ70㎝×62.5㎝ ▶インクジェ
ットプリンター
（キャノン16年製）
【ゆずって・有料】▶スキーセット
（男児用）
／板140㎝、
ブーツ25㎝、ウエア160㎝

広報雑記帳から
広報やちよの発行日は、いつも緊張します。

先日１月１日号表紙、竜の切り絵について「日本

の竜の爪は３本」というご指摘がありました。調べてみると、中国５本、韓

れている所もあることが分かりとても勉強になりました。竜には直接会って

国４本、日本３本というのが一般的で、まれに５本や４本指の絵などが残さ

広報紙づくりは「社会科の調べ学習」に似ている気がします。下調べをし

謝罪できないので、逆鱗に触れることがないように祈っています。

て、正確に分かりやすく伝えるために言葉のパズルを組み立てては壊します。

完璧を目指して努力あるのみ。今回の評価はいくつでしょうか。気になります。

台

大石しずか
良江

ゆっくりと墨する朝鎮もれる心に青き香の沁み透る
（高 津 団 地）石井 孝子

田

橋

丘

掌で造る器の美しく寒九の水をつつしみて汲む
（大和田新田）末澤 章子
濡れ縁に「さむい、さむい」と野良の来る昔話のような夕
焼け
（八千代台西）百瀬水枝子
夕光の水面に小さき影落とし鳰は葦生ふ浮巣を目ざす
（八千代台南）一戸 光代
年寄の行方を捜す放送が日暮の街にながなが響く
（大和田新田）諏訪 俊一
壁に薄く落ち着き失せゆく日めくりを繰りつつ悔いのみ先
立つ師走
（ゆりのき台）池内きよ子
寒空に山茶花咲きて竜神の怒りに触れしこの年暮れる
（大和田新田）角田 邦夫
シクラメン買い求めたる古稀の暮一人去りゆき一人が来た
る
（八千代台東）森野 豊作

勝

が

今別府文乃
佐々木長司
成瀬 謙三
菊池ひろ子
木村 郁代
風戸万里子

一首目、しみじみと墨することもなく過ぎぬ墨する
選評
行はやさしきものを。という斉藤史のうたを想った。
新しい春を優しい心で迎えたい。二首目、寒九の水は寒の入り
から九日目に汲んだ水。薬として特効があり、九日目に降る雨
は豊作のきざしという。その水を受ける手を美しい器と感じた
作者。三首目、猫はもっとも身近な動物の一つである。犬と違
って猫の気持ちは人間の感情に類したものが少し見えにくい。
その解り難い所が想像力をかきたてる。

足湯してふる里自慢花が咲き

吉

緑

村上団地

八千代台南

八千代台東

大和田新田

ふくよかも素敵ですよとおだてられ 勝 田 台 伊藤

節電を頭に載せて越える冬
断捨離を急かせる友の喪中便
手紙には元気と書いて医者通い
差し上げた結構な品舞い戻る
ＯＫの合図両手で輪をつくる
歴史あり深いへの字しわの影
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リサイクル・ガイド

