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市の人口…109,332人
男…54,207人　女…55,125人
（令和4年10月1日現在）

人口11万人到達日予想クイズ ············ 2
女性に対する暴力をなくす運動 ········· 3
CIO補佐官を募集 ····························· 4
ファミリーサポートセンター ··············· 8

●3つの「密」を避ける ●人との距離を保とう ●会話はマスク着用
●買い物はすいている時間に ●手洗いなどの手指衛生 ●小まめな換気

新型コロナウイルス感染症から
自分と大切な人を守るために！

 住民税非課税世帯などへ1世帯　　　　 を支給5万円5万円

千葉ニュータウン
中央駅

自然・歴史ゾーン

南口
シンボルツリー

ロータリー
都市・未来ゾーン

シンボルツリー

都市と自然の調和ゾーン
ロータリー

イオン
千葉ニュー
タウン店

大
塚
前
公
園

京葉銀行

 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
　エネルギーや食料品などの価格高騰を受け、特に家計へ
の影響が大きい住民税非課税世帯などに対し、1世帯当た
り5万円を支給します。
【住民税非課税世帯】
①令和4年1月1日以前から印西市に世帯員全員が住民登録
のある世帯は…対象世帯に、給付内容や確認事項が記載さ
れた確認書を送付しますので、内容を確認し、同封の返信
用封筒で令和5年1月31日㈫までに返信してください。

②令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯は…確認書を送
付していないため、別途申請書の提出が必要です。
※詳細は市ホームページ、または市コールセンターへ
問印西市価格高騰緊急支援給付金コールセンター
☎050-5443-6343平日8時45分～17時
内閣府コールセンター（制度について）
0120-526-145平日9時～20時

会場：千葉ニュータウン中央駅周辺

駅南口
「自然・歴史」

駅前デッキ
「都市と自然の調和」

駅北口
「都市・未来」

点灯開始日にイベントおよび点灯式を開催します。詳細は6ページ。

問経済振興課プロモーション推進室☎33-4477

昨年度より約10万球増え、パワーアップ！ゾーンごとに印西
市の特色をイメージしたイルミネーションを設置。

沿線最大級！約60万球のLED沿線最大級！約60万球のLED沿線最大級！約60万球のLED

今年も、シティプロモーションの一環として、今年も、シティプロモーションの一環として、
イルミネーションイベント「イルミライ★INZAI」を開催します。イルミネーションイベント「イルミライ★INZAI」を開催します。
ぜひ、沿線最大級の電飾で彩られた「印西の夜」をお楽しみください。ぜひ、沿線最大級の電飾で彩られた「印西の夜」をお楽しみください。

今年も、シティプロモーションの一環として、
イルミネーションイベント「イルミライ★INZAI」を開催します。
ぜひ、沿線最大級の電飾で彩られた「印西の夜」をお楽しみください。

イルミライイルミライ★★★★INZAIINZAIINZAIイルミライ★INZAI
イルミネーションイベントイルミネーションイベントイルミネーションイベント

イベント＆点灯式
Event & Lighting ceremony

2022.11.12（sat.） 〈イベント〉13：15～
〈点灯式〉16：45～

2022.11.12（sat.）～2023.2.19（sun.）
17：00～22：00

※悪天候の場合、翌日に順延
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2 令和4（2022）年11月1日号 ̶ No.964

時日時　場場所　内内容　対対象　定定員　 参加費（記載のないものは無料）　他その他　申申し込み　問問い合わせ　 ホームページ　 メールアドレス　 ファクス
※各公民館・図書館、中央駅前地域交流館の受け付けは9時～
■広報いんざいに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。

問企画政策課企画係☎33-4414

SDGs(エスディージーズ)（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組みをご存じですか?

◎応募できる人…市内在住・在勤・在学の人
◎応募締切…11月30日㈬※締切日前に11万人に到達した場合は、到達日
の前日を締切日とします
◎正解者へのプレゼント…正解者の中から11人に、いんザイ君グッズをプ
レゼント
◎結果発表…当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただ
きます。※人口11万人到達日、応募総数、正解者数は市ホームページなど
で発表
申メールまたははがきに、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、市外在住の
場合は、勤務先または在学先の名称および所在地、11万人到達予想日を記
載し下記へ
※応募は1人1回に限る
問企画政策課企画係☎33-4414 kikakuka@city.inzai.chiba.jp

　市では、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するための必要な施
策について、市長の諮問に応じ、調査・審議をするための委員を募集しま
す。
◎任期…委嘱の日から2年間
◎報酬…日額7,500円
対市内在住の満18歳以上で、年数回の会議（原則平日昼間）に出席できる人
※他の附属機関などの委員は不可
定2人
申11月30日㈬(消印有効)までに応募用紙（下記窓口、各支所・出張所・公
民館・図書館、中央駅前地域交流館、市ホームページで配布）と小論文（テ
ーマ「安全で安心なまちづくりを推進するための市民の役割について」800
字程度）を下記へ
※応募に要する諸費用は本人負担。面接を実施する場合あり
問市民活動推進課防犯対策係☎33-4435

◎SDGsとは
　英語の『S

サ ス テ ィ ナ ブ ル

ustainable D
デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト

evelopment G
ゴ ー ル ズ

oals』の略で、日本語
では「持続可能な開発目標」といい、先進国・開発途上国すべての
国々を含めた全世界共通の目標として、2015年9月の国連サミッ
トで採択されました。
　2030年までに達成すべき17のゴール（大きな目標）と、より具
体的な169のターゲット（具体目標）で構成され、「誰一人取り残さ
ない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すもので
す。

◎SDGsの達成に向けて
　達成には国際機関・国・産業界・自治体と市民が一丸となって
取り組むことが求められています。市でも、総合計画第1次基本計
画で各施策とSDGsを関連付け、相互の目標達成に向けて一体的に
推進することとしています。

当選者にいんザイ君グッズをプレゼント
人口11万人到達日予想クイズ

委員を募集
印西市安全で安心なまちづくり推進協議会委員

×

～住みよさ実感都市 ずっと このまち いんざいで～
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（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組みをご存じですか?

百歳おめでとうございます

満百歳を迎える21人の皆さんにお祝い
　今年度に満百歳を迎える皆さんに、内閣総理大臣から祝状と記
念品、市からは祝金が贈呈され、長年にわたる社会への貢献に感
謝するとともに、長寿をお祝いしました。
　市内には、9月15日時点で百歳以上の人が32人。最高齢は男性
が101歳、女性が107歳です。

満百歳を迎える皆さん

河𠩤　 さん （滝　野） 田村﨑　あやめさん （鎌　苅）

山田　キミさん （牧の原） 三野　常子さん （小　林）

根本　 んさん （山　田） 中村　かつさん （萩　原）

大場　治子さん （小林北） 園田　好さん （内　野）

川上　君子さん （平　賀） 荒木　はるさん （大　森）

村上　貞代さん （木　刈） 十嵐　いくさん （中　根）

山下　美津子さん （西の原） 白岩　マサヨさん （小林北）

髙橋　美代子さん （西の原） 関口　シツさん （　原　）

安東　登志子さん （小林浅間） 小宮山　イツさん （草　深）

問高齢者福祉課生きがい支援係
☎33-4592

令和4年10月1日現在、本市の人口は10万9,332人と

なりました。人口11万人到達が間近になってきたことか

ら、到達日を予想するクイズを行います。

※掲載を承諾いただいた人のみ紹介
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各課等の連絡先(電話・ファクス番号)一覧はこちら

12日㈯～
25日㈮

11月

女性に対する暴力をなくす運動
　女性に対する暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクハラなどは、女性の人権を著しく侵害し、
男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
　市では、毎月第1・3木曜日に専門の女性カウンセラーによる「女性の悩み相談」（11ページ参照）を実施している他、
DV相談窓口を設けています。
　また、県では下記の各種相談窓口を設けています。独りで悩まずにご相談ください。

DV相談ナビ

#8008(はれれば)

パープルリボンは、
女性に対する暴力根絶の
シンボルです。

11月18日㈮～24日㈭
女性の人権ホットライン強化週間

　職場でのいじめ、セクハラやパワハラ、夫やパートナーからの
DV、ストーカー、JK（女子高校生）ビジネス被害、AV出演強要
など、独りで悩んでいませんか。法務局職員または人権擁護委員
が相談に応じます。

 女性の人権ホットライン 

☎0570-070-810
平日8時30分～17時15分
※強化週間中は平日19時まで、土曜・日曜日は
10時～17時

オミクロン株対応ワクチンについて
　市内医療機関でファイザー社製のオミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンが接種でき
ます。
対1・2回目接種を完了し、最終接種から3カ月を経過した12歳以上
※すでにオミクロン株対応ワクチンを接種した人は除く
接種場所…接種可能な医療機関は市ホームページまたは市コールセンターへ
接種券の発送について
　市では、最後にワクチンを接種した日に応じて、順次接種券を発送しています。
※接種後に他市町村から転入した人は、別途申請が必要
乳幼児のワクチン接種について
対生後6カ月～4歳
ワクチン…乳幼児用ファイザー社製ワクチン
接種回数…3回
接種間隔…1・2回目の間隔：3週間（原則20日以上、最短18日）
　　　　　2・3回目の間隔：8週間（55日以上）
接種券…発送日は市ホームページでお知らせ
※接種可能な医療機関などは、接種券に同封のチラシなど参照
問印西市コロナワクチンコールセンター☎50-2657平日9時～17時

新型コロナワクチン　※詳細は市ホームページ

　健康づくりの取り組みにチャ
レンジし、ポイントを貯めると
もらえるカードです。
　カードを提示することで、県
内の各協賛店でいろいろな特典
が1年間受けられます。
対18歳以上
 詳しい案内・申請台紙の入手方法
①市ホームページで 健康ポイント 検索 または2次元コードから
②健康情報コーナー（市役所ロビー、各公民館（小林公民館を除
く）・保健センター（高花保健センターを除く）、そうふけふれあい
の里、中央駅前地域交流館、本埜ファミリア館、小倉
台図書館）で入手
問中央保健センター☎42-5595

印西市健康ポイント事業
いんざい　ちょけん（貯健）ポイント
申請受け付け中

ポイントを貯めて、いろいろな特典が受けられる

「ち～バリュ～カード」をもらおう！

問い合わせ先

秘密
厳守 無料

県の相談窓口

 女性専用 
・女性サポートセンター （24時間年中無休）
  ☎043-206-8002

・印旛健康福祉センター（DVのみ）
  ☎043-483-0711

・女性のための総合相談
  ☎04-7140-8605

 男性専用 
・男性のための総合相談
  ☎043-308-3421

※相談方法・日時など詳細は各機関ホームページなどで
確認してください
問子育て支援課支援係☎33-4640

●DV（ドメスティック バイオレンス）
　配偶者や恋人など、パートナーからの暴力のことです。DVは、「殴
る・蹴る」などの身体的な暴力に限らず、精神的暴力、経済的暴力、
性的暴力など、さまざまな形態があり、心にも大きな傷を残します。
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防災行政無線の内容は、市公式ライン 防災ツイッター 防災メール などで確認できます。

　地震や弾道ミサイル攻撃などの発生時に備え、Jアラートの全国一斉情報
伝達試験を実施します。当日は市内の防災行政無線で試験放送を行います。
実際の災害ではありませんので、ご注意ください。
時11月16日㈬11時
◎対象地域…全国
◎試験内容…防災行政無線の放送、防災メール、ツイッター、ライン、電
話、FAX、ホームページによる情報配信
※電話、FAXは市に登録した人、メール、ツイッター、ラインは利用者に限る
◎放送内容…上りチャイム音+「これは、Jアラートのテストです」×3回+
「こちらは、防災印西です」+ 下りチャイム音
問防災課危機管理室☎33-4428

J-ALERT（アラート）
全国一斉情報伝達試験の実施

【マンション管理士を派遣】
内管理組合の運営・管理規約などの相談、管理状況の簡易自己診断と改善
事項の助言、出前講座など
対市内分譲マンションの区分所有者で構成するマンション管理組合の代表者
申12月23日㈮（消印有効）までに申込用紙（市ホームページ）を下記へ
【マンション管理士による講習会】
時12月3日㈯13時～　
場中央駅前地域交流館2号館
内テーマ①給排水管改修の工法と共用・専有一体工事の注意点および合意
形成②マンションの高齢化による問題と対応のポイント
対市内マンション管理組合の関係者およびマンションの居住者
申申込用紙（市ホームページ）を下記へ、または2次元コードから
問建築指導課住宅係☎33-4657 42-0028 kentikusidou
ka@city.inzai.chiba.jp

マンションの適正な管理を支援

犯罪被害者に対する理解や支援がなされ、その尊厳が守られる社会づく
りの推進を目的に「千葉県民のつどい」を開催します。
時11月26日㈯13時～
場千葉県教育会館大ホール（千葉市）
内第1部　講演「大切な娘の命を奪われて」。講師：安藤正恵氏（犯罪被害者
遺族）、第2部　犯罪被害者支援音楽会(八千代少年少女合唱団)
申11月22日㈫までに郵便番号、住所、氏名、電話番号・参加人数を記入し
下記へ(先着順)
問(公社)千葉犯罪被害者支援センター☎043-225-5451 043-225-5453
chibacvs@orion.ocn.ne.jp

11月25日㈮～12月1日㈭
犯罪被害者週間

　11月9日㈬～15日㈫は秋季全国火災予防運動期間です。印西地区消防組
合では、管内の小学校から防火ポスターを募集し、422点の応募がありまし
た。最優秀賞に西の原小学校6年・木本友稀さんが選ばれました。
　入賞した作品は最優秀賞を含め32作品。子どもたちの力作をぜひご覧く
ださい。
問印西地区消防組合予防課指導調査係☎46-9974

11月2日㈬～15日㈫　イオンモール千葉ニュータウン
防火ポスターコンクール入賞作品の展示

印西地区消防組合
管理者賞

西の原小学校6年

木
き

本
も と

友
と も

稀
き

さん

最優秀賞

CIO（Chief Information Offi  cer）補佐官を募集
◎採用期間…令和5年3月末まで
内市DX推進方針の実現に向け、ICT化やサービスの実現におけ
る施策の提案や助言・実行支援など
対専門家として公的機関や金融機関での業務経験を有する人
※勤務条件など詳細は下記ページ
申11月18日㈮までにみらいワークス「GlocalMission 
Jobs（GMJ）」専用ページ（2次元コード）から
問DX推進課デジタル戦略室☎33-4401

市ホームページにバナー広告を募集中
　市ホームページのトップページにバナー広告枠を設け、企業広告などを
掲載しています。
【掲載料】
●市内に事業所を所有する企業…月額12,000円
●市外に事業所を所有する企業…月額15,000円
【掲載期間】1カ月単位
申広告掲載申込書を下記へ
問秘書広報課広報広聴係☎42-5117

お詫びと訂正
本紙10月15日号5ページ「文芸コーナー」の作品の記載に一部誤

りがありました。下記の通り訂正し、お詫びします。
（正）短歌・吉田茂美氏
すずやかに鳴く虫のこゑ戸締りの手をぞ休めてわれは聴きをり
（誤）短歌・吉田茂美氏　
すずやかに鳴く虫のこゑ戸締りの手をぞ休めてわれは聴きを

　今年度は計量法の規定に基づく計量器の定期検査の実
施年度です。2年に1回の実施が定められ、商店・工場・
病院・学校などで、計量器を取り引きや証明に使用して
いる場合は、必ず受検しなければなりません。
時①12月19日㈪②20日㈫③21日㈬④22日㈭10時30分
～12時、13時～15時
場①印旛支所②本埜公民館③④印西市役所　
1台500円～3,600円
問経済振興課商工振興係☎33-4483

計量器（はかり）定期検査

内　　　　　　　　　　　　　　　　   国と県では、今年の秋肥と来年の春肥に
ついて、価格上昇分の一部を支援します
対化学肥料の使用量2割低減に取り組む農
業者
申千葉県農業再生協議会ホーム
ページから※秋肥と春肥は申込
期限が異なる
問県安全農業推進課☎043-223-2888、県生産振興課☎043-223-2882

肥料高騰対策による一部支援
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　本市は豊かな水辺と自然に恵まれ、数多くの野生鳥獣が生息しています。
　野生鳥獣は本来の生態を維持することで、人間との正しい共生ができま
す。餌付けは、生態系に影響を及ぼす可能性などがあるため、絶対にやめ
ましょう。

・ 自ら食料を得ようとしなくなる
・ さまざまな調味料や添加物、油分などを摂取することで、病気などにか
かる
・栄養状態が良くなり繁殖することで、感染症が発生し拡散する
・特定の種のみ繁殖し、生態系のバランスが崩れる
・ 本来生息していない場所（人間の生活圏内）に生息し、人を襲う人身被害、
野菜を食べる農作物被害、住宅付近でのふん尿による悪臭や鳴き声によ
る騒音などの生活環境被害が発生する
・被害防止を目的に捕獲される鳥獣を増やしてしまう
問環境保全課保全係☎33-4491、鳥獣被害対策係☎33-4439

　飼い主の皆さんは、動物による事故や迷惑を防止するため、次の点に注
意し、適切な管理・しつけをしましょう。
　また、動物は最後まで責任をもって飼いましょう。やむを得ない事情で飼
えなくなった場合は、新しい飼い主を探すか、下記へ相談しましょう。

　千葉県動物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い
方・しつけ方教室」を開催しています。また、動物愛
護やしつけ方、動物由来感染症などについて、学校や
地域の勉強会に講師を派遣しています。
問印旛保健所☎043-483-1137、県動物愛護センタ
ー☎93-5711

　市民団体「印西ウエットランドガイド」と市が発行している「歩いて
調べた いんざい里山マップ」を見ると、湧水が多くありました。
　里山とは集落に近い山裾で、農業や果樹園芸など、多様な土地利用
が行われている地域一帯を指します。北総台地から染み出す自然水を
利用し、畦

けい

畔
は ん

（耕地間の境）や水路を作り、稲作や畑で利用するために
は、適度な里人の手入れが必要であり、そこが手付かずの原生山林とは違います。
　雨や雪などで地面に染み込んだ水が、地形などの影響で、斜面と平野が接する小
さな谷(谷津)から地表に吹き出てきたものが湧水です。湧水の用途は主に灌

かん

漑
が い

（水
利）用ですが、同時に水辺に生きる動植物が生息しやすい環境も作っています。

　印西には、同マップ記載の主要12地区に里
山が点在しており、天然の湧水も27カ所あり
ました。他に湧水としては、月影の井（浦部）
などもあり、湧水群としては物

もの

木
き

落
おとし

(本埜)や
草深弁天湧水が有名です。近くの里地里山を
散策しながら、小動物や草花が育つ、貴重な
生息地である水辺を観察してみてください。

里山の湧水を訪ねて

谷津
から
川辺に

湧き出す水

広報レポーター
山田　一夫（木刈）

11月は動物による危害防止対策強化月間 野生鳥獣への餌付けは絶対にしないで!

　狩猟期間中、自然の中でレジャーをする人は、目立つ服装で外出すると
ともに、事故防止のため、わなの設置場所や銃声のする方向には、近づか
ないでください。
　また、狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。使用した器
具などは消毒、泥の洗い流しなどを行い、豚熱の感染拡大防止にご協力を
お願いします。
問県自然保護課☎043-233-2972、市環境保全課鳥獣被害対策係☎33-
4439

11月15日㈫～令和5年2月15日㈬は
狩猟期間

今年度の各月の
レポートはこちら▶ 

▲里山の風景（本埜地区）

▲いんざい
　里山マップ

〇 飼い犬が人をかんだときは、保健所へ届け出をし、犬に狂犬病の疑
いがないか獣医師の検診を受けましょう

※人が犬にかまれる事故が、令和3年度は県内で182件発生
〇犬の放し飼いは禁止です。散歩は短い引き綱で行いましょう
〇 犬は来訪者に近づけない場所で飼い、門や玄関から飛び出さないよ
う注意しましょう

〇 犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は、法律に定められた飼い主の義
務です

〇 猫は屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き声による被害を防止でき、
感染症などの危険から猫や人を守ることができます

〇 犬猫合わせて10匹以上飼う場合は、保健所への届け出が必要です（生
後91日未満を除く）

〇サル、ヘビなどの特定動物は、原則飼うことが禁止されています
〇 ペットがいなくなったら、すぐに保健所や警察、動物愛護センター
に連絡しましょう

〇 犬猫は迷子札を付け、動物病院でマイクロチップを装着するなどし、
飼い主が分かるようにしましょう

餌付けをすると次のような影響が出る可能性があります
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「おでかけインフォメーション」は、今後開催されるイベントなどを紹介し、「写真deホットNEWS」は、最近開催されたイベントやまちの出来事などを紹介します。

11月12日㈯ イベント13時15分～
点 灯 式 16時45分～

場文化ホール多目的室
内馬込遺跡（平岡）出土の瓦塔に焦点を当て、市内出土の瓦塔や古代の仏教文化を学ぶ
◎講師…池田敏宏氏（㈱勾玉工房常務取締役、高野山大学大学院研究生）
定60人　申前日まで（先着順）
問木下交流の杜歴史資料センター☎ 40-3500 rekicenter@city.inzai.chiba.jp

12月3日㈯
13時30分～15時30分 瓦塔から探る古代・印旛郡の仏教文化

市史編さん講演会

光の祭典 イルミライ★INZAI

県立印旛沼公園

いんザイ君も
いるよ！

一面に咲
いたヒガンバナ・コスモス

駅北口

theme：都市・未来

駅前デッ
キ

theme：都市と自然の調和

内そうふけ公民館で活動するサークルの発表、
作品展示、催しなど
問ふれあい文化館☎45-3800

第19回ふれあい文化館まつり
「再始動！そうふけ祭り！」

11月12日㈯・13日㈰
9時～16時※13日は15時まで

そうふけ公民館利用サークル協議会主催

　点灯式に先立ち、イベント
を開催します。当日は、各サ
ークルや児童生徒などによる
吹奏楽、ダンスなどのステー
ジショーのほか、いんザイ君
グッズの販売、さまざまなキ
ッチンカーも登場。
場北総線「千葉ニュータウン中央駅」周辺
問経済振興課プロモーション推進室☎33-4477

イベント＆点灯式
月 ㈯

※悪天候の場合、13日㈰に順延

駅南口

theme：自然・歴史

時間 内容
13：15～13：2013：15～13：20 開会宣言「印旛明誠高校生徒会」
13：20～13：3513：20～13：35 ハンドベル「Fairy Bell」
13：45～14：0013：45～14：00 小倉台小学校　合唱部
14：05～14：2514：05～14：25 ヒップホップダンス「ACE」ヒップホップダンス「ACE」
14：35～14：50 木刈中学校　吹奏楽部
15：00～15：30 印旛明誠高校　音楽部　吹奏楽部
15：40～16：00 ゴスペル「Be Blessed」
16：05～16：30 成田高校ダンスドリル部「VIGORS」
16：45～17：15 点灯式開始　市長あいさつ　印旛龍凰太鼓
17：20～18：30 ピアノ演奏

ステージ
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　平賀小学校では、人型ロボット「Pepper（ペッパー
くん）」と歯科衛生士を講師に迎え、1年生児童15人を
対象とした歯科保健指導が行われました。
　児童らは、ペッパーくんからの説明を熱心に聞き、歯の大切さや
正しい歯磨きの仕方などを学習。歯科衛生士からの問いかけにも
積極的に反応し、笑顔を見せながら楽しんでいる様子でした。
　授業を終えた児童からは「虫歯にならないようにする」「ペッパー
くんと一緒で楽しくできた」「歯ブラシの持ち方が分かった」などの
声が聞かれました。
問健康増進課母子保健係☎42-5595

　夏のような日差しが照り付けた10月2日、イオンモール千葉ニュータウン
提携駐車場を会場に「ほくそう秋まつり」が開催されました。このイベント
は、これまで春に開催されていましたが、秋まつりとして、市と北総鉄道
㈱、㈱ベイエフエムの共催で4年ぶりの復活。
　当日は、プロアーティストによるステージショーや各鉄道会社のグッズ販
売、飲食ブースの出店のほか、親子で乗車できるミニ電車などもあり、休日を楽しむ家族連れなど
が多数訪れました。
問交通政策課交通政策係☎33-4415

ペッパーくんの歯磨き教室

ほくそう秋まつり

結縁寺 川の停車場第2発着所

一面に咲
いたヒガンバナ・コスモス

　市内各地では、今年も秋の風物詩、ヒガンバナとコスモスが咲き誇
り、存在感を放ちました。
　一面に広がる、じゅうたんのような群生と、秋晴れに恵まれた青空の
コントラストが、見物人の目を楽しませていました。

9月26日

10月2日

秋晴れの下、
にぎわう街
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■おはなし会（11月）紙芝居や大きな絵本など、楽しいおはなしをご用意しています。　【大森図書館】13日㈰、27日㈰14時～　【そうふけ図書館】毎週土曜日15時～
【小倉台図書館】10日㈭、24日㈭15時30分～　【印旛図書館（いんば児童館）】24日㈭11時～※当日8時30分～電話で「いんば児童館」へ予約　【本埜図書館】19日㈯10
時30分～

子育て
情報

11月8日㈫は「いい歯の日」
　「いい歯の日」は、日本歯科医師会が平成5(1993）
年に「1（い）1（い）8（は）」の語呂合わせで設定しまし
た。この機会に、自分の歯と口の健康について考え
てみましょう。
問中央保健センター☎42-5595

高齢者虐待かな？と思ったら
　高齢者への虐待は、養護者（高齢者の世話をする人）
から高齢者（65歳以上）への重大な権利侵害です。養
護者が本人のためと思い、気付かずに行っている場
合もあります。
◎高齢者虐待の種類…身体的虐待（殴る、蹴る、叩く、
リハビリといって歩く練習を強いるなど）、心理的虐
待（怒鳴る、脅す、無視するなど）、介護・世話の放
棄や放任（食事や水分を与えない。着替えや入浴をさ
せずに汚れた状態のままにするなど）、性的虐待（性
的行為の強要、着替えの介助時に下半身を露出した
ままにするなど）、経済的虐待（本人の預貯金を搾取
する、使わせないなど）
【養護者の相談にも応じます】

　虐待の防止、高齢者への支援と同時に、養護者の
支援も行います。介護によるストレスを抱えている
場合は、独りで悩まず、各地域包括支援センターや
下記へ相談しましょう。
　また、虐待を未然に防ぐには、地域の見守りが大
切です。気になることがあったらご相談ください。
通報者の情報は守秘義務により保護されます。
問高齢者福祉課包括支援係☎33-4593

笑って学ぶ！成年後見制度！
時12月4日㈰13時30分～16時5分
場総合福祉センター
内漫才師・青空一風千風（（一社）漫才協会）による実例
を元にした講演と弁護士による説明
対市内在住・在勤・在学の人
定50人
申住所、氏名、連絡先を下記へ（先着順）
問市社会福祉協議会☎42-0294 42-0338

初めての手話講習会
時11月25日、12月2日、9日、16日の各金曜日13
時30分～15時30分（全4回）
場市役所会議棟他
◎講師…印西市聴覚障害者協会
対市内在住・在勤の人
定15人
他フェイスシールド持参

申10月3日㈪から（先着順）
問障がい福祉課支援係☎33-4136 42-0381

生活支援サポーター養成講座
時11月25日、12月2日、9日、16日の各金曜日13
時30分～15時30分（全4回）
場総合福祉センター
内高齢者の生活を支援するボランティアとして、地
域で活動するための基本を学ぶ
対市内在住・在勤でボランティア活動に興味のある
人
定20人
申住所、氏名、連絡先を下記へ（先着順）
問市社会福祉協議会☎42-0294 42-0338 info@
inzaishakyo.jp

成田赤十字病院公開健康講座
時12月3日㈯14時～15時30分
場赤坂ふれあいセンター（ボンベルタ成田店内）※
ユーチューブでライブ配信あり
定60人（ユーチューブは制限なし）
◎テーマ…最後まで自宅で自分らしく過ごすために
～心がまえと地域の支援～（仮）
◎講師…諸岡千賀子氏（同病院看護副部
長）
申2次元コードから、または下記へ
問成田赤十字病院社会課☎22-2311

健康・
福祉情報

【会員の種類】
◎利用会員…市内在住・在勤で、生後6カ月から小学6年生までの子ど
もがいる人
◎提供会員（有償ボランテイア）…市内在住の20歳以上で、心身共に健
康で積極的に援助活動ができる人
◎両方会員…利用会員と提供会員を兼ねる人
【利用・登録方法】
　子育てを手伝ってほしい人（利用会員）も子育てを手伝いたい人（提
供会員）も登録が必要です。また、両方に登録すること（両方会員）も
できます。申し込みなどはファミリーサポートセンターへ
【援助の内容】
・保育園や幼稚園などの開始前や終了後の預かり、送迎
・学校や学童保育などの終了後の預かり
・冠婚葬祭や学校行事、買い物などの外出時の預かり
※援助時間は原則6時～22時
【提供会員への報酬】
　利用会員は援助を受けた場合、提供会員へ下記の報酬を支払います
◎月曜～金曜日…1時間700円
◎上記以外（12月28日～1月4日含む）…1時間900円

 ひとり親家庭などへの助成 
　母子家庭、父子家庭などが援助を受けたとき、費用の一部が助成対
象となる場合があります。
 幼児教育・保育の無償化に係る助成 
「保育の必要性の認定」を受けた人（保育園、私立幼稚園、認定こど
も園などに通園している場合を除く）が「預かり」の援助を受けたと
き、費用の一部が助成対象となる場合があります。
※いずれの助成も利用前に子育て支援課へご相談ください

印西市ファミリーサポートセンター印西市ファミリーサポートセンター
ファミリーサポートセンターは、子育てを手伝ってほしい人と手伝うことができる人が会員登録し、助け合う組織です。
「仕事で保育園や幼稚園の迎えが間に合わない」「用事で出かけるので子どもを預かってほしい」など、手伝ってほしい場合はご連絡ください。

問【会員の登録・利用方法】
　 市ファミリーサポートセンター（中央駅前地域交流館2号館内）
☎48-5728・日曜、月曜日除く

　【ひとり親家庭等利用料および幼児教育・保育の無償化に係る助成】
子育て支援課支援係☎33-4640

ファミリーサポートセンターアドバイザー

子育てを
手伝ってほしい人
利用会員

子育てを
お手伝いしたい人
提供会員

④事前打ち合わせ

⑥報酬の支払い

⑤援助活動

①
利
用
申
し
込
み

③
提
供
会
員
紹
介

②
援
助
の
打
診

⑦
活
動
報
告

会員募集 みんなで子育て支援！

ファミリーサポートセンター

仕組みと利用の流れ
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保健センター通信
中央保健センター☎ 42-5595

236
コロナ禍におけるマスク生活

～口への影響～

■千葉県こども急病電話相談☎#8000(局番なし)または☎043-242-9939毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談
■印旛市郡小児初期急病診療所☎043-485-3355◎診療時間平日、土曜日19時～翌朝6時、日曜日、祝日、年末年始9時～17時、19時～翌朝6時（受け付けは診療終了
時間の15分前まで）

◎感染症の感染防止対策を講じた上で実施します。

▼健康づくり相談（一般対象・予約制）
時月曜～金曜日9時～16時
場中央保健センター、ふれあいセンターいんば
内血圧測定、体組成測定、健診結果の見方や生活習
慣病予防についての相談、食事や栄養についての相
談(食生活分析)、歯についての相談（個々に合った
ブラッシング指導など）、禁煙相談
申来所する2日前(休日の場合はその前日）までに中
央保健センターへ※電話相談可

▼乳児相談（対象者へ個別に通知）
ころころ相談（集団）
対4～6カ月ごろ
内子どもの成長や生活などについての相談

▼離乳食個別相談（予約制・先着順）
時11月15日㈫
場ふれあいセンターいんば
対5～18カ月ごろ
内栄養士、歯科衛生士との個別相談、
　身体計測（希望者）
申11月10日㈭までに2次元コードから

▼オンライン離乳食教室（予約制・先着順）
時12月9日㈮
対5～11カ月ごろ
内栄養士による講話、質問コーナー
　※Zoomを使用
申12月4日㈰までに2次元コードから

▼幼児健診（対象者へ個別に通知）
1歳6カ月児健診
対1歳6～8カ月ごろ
集団 内身体計測、内科健診
個別 内歯科健診

2歳児歯科健診
対2歳6カ月ごろ
個別 内フッ化物塗布あり（希望者）

3歳児健診
対3歳6～8カ月ごろ
集団 内身体計測、尿検査、内科健診
個別 内歯科健診

下記に該当する人は、中央保健センターへお問い合
わせください。
▪妊婦・産婦・乳児健康診査受診票および新生児聴
覚スクリーニング検査受診票が未手続きの妊産婦・
0歳児の保護者

▪予防接種・乳幼児健診実施状況届が未届けの19歳
以下

▪おとなの健（検）診の受診希望者
▪風しん抗体検査（無料クーポン）対象の男性（昭和37
年4月2日～54年4月1日生まれ）で検査が未実施の人

転入者の皆さんへ

１１月は児童虐待防止推進月間
「もしかして？」ためらわないで！ 189（いちはやく）

【児童虐待とは】
　保護者が子どもに行う人権侵害で、①殴る、
蹴るなどの「身体的虐待」②わいせつな行為
などの「性的虐待」③家の中に閉じ込める、
長時間放置するなどの「ネグレクト」④言動
による脅しや子どもの面前で家族間の口論や
暴力行為を行う「心理的虐待」の4種類に分
類されます。
　いずれの児童虐待も、許されない行為とし
て法律で定められています。
　また、大人が担うような家事や家族の世話
などを日常的に行っている子どもを「ヤングケ
アラー」といい、家庭内のデリケートな問題と
して、表面化しにくい課題となっています。
　「児童虐待」「ヤングケアラー」は、子ども
の健やかな成長に影響を及ぼす社会全体の問
題です。皆さんの地域で「もしかして…」と
思ったら、ご相談ください。
【守れていますか、子どもの笑顔】
　家庭で心配なことはありませんか。新型コ
ロナウイルス感染症の影響による外出自粛な
どは、さまざまな生活不安やストレスの要因

　新型コロナウイルス感染症が流行し、早２年。感染症対
策として、マスクの着用が習慣となっています。
　長時間マスクをする中で、口や唇が乾いていると感じた
ことはありませんか。
口呼吸と口腔内乾燥
　マスクを着用しているとき、口を閉じて鼻呼吸をしてい
ますか。口を閉じて舌を上顎にピタっと付けて、鼻で呼吸
するのが理想の呼吸です。しかし、自然と口が開いてしま
う人や口が乾くと感じる人は、鼻呼吸ではなく、無意識に
口呼吸をしています。
　口呼吸は、空気中の異物やウイルス、冷たい空気が直接
肺に侵入するため、風邪や感染症になりやすくなります。
また、口元のたるみ、むし歯・歯周病の悪化や口臭の原因
にもなります。
　マスクをすることで、呼吸がしにくくなったり、マスク
を外すことをためらい水分補給が減少したりするなど、無
意識に口の中が乾燥する環境になっているかもしれませ
ん。また、話す機会が減り、口の周りの筋肉を動かすこと
が少なくなり、さらに乾燥しやすくなるともいわれていま
す。
唾液の分泌を促進しよう
　口腔内の乾燥は、唾液の分泌の減少により起こります。
唾液には、食べ物を胃へ流す役割の他に、健康を保つ大切
な働きとして、①自浄作用②殺菌作用③免疫作用④歯の再
石灰化作用⑤粘膜保護作用などがあります。
　また、唾液は少な過ぎると、十分な効果を発揮できませ
ん。唾液の分泌を促すために、①水分補給②食べ物はよく
かむ③口・舌を動かす（開く・閉じる・舌をベーっと前に
出す）④唾液腺マッサージ（耳近くの頬を、円を描くよう
に刺激する）などをしてみましょう。
　唾液の減少にはさまざまな原因があり、加齢・持病・投
薬などでも起こります。気になることがあれば歯科医院を
受診してください。
　マスクの着用が習慣となっている今こそ鼻呼吸を意識し
て、口と身体の健康を守っていきましょう。

問中央保健センター☎42-5595

　各子育て支援センター・保育園・
認定こども園・児童館では、親子で
楽しめるイベントや講座などを開催して
います。詳細は各施設のおたより（２
次元コード）をご覧ください。

となっています。自宅で
過ごす時間が増えている
中、家族や親子関係、子
育てについて、心配事が
あれば、ご相談ください。
【相談窓口】
● 児童相談所全国共通3桁ダイヤル☎189（い
ちはやく）
●子ども家庭110番（千葉県中央児童相談所
内）☎043-252-1152
●市家庭児童相談☎42-5180
問子育て支援課児童相談係☎33-4961

子ども虐待防止
オレンジリボン運動
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▶市役所本庁…１２日㈯、２６日㈯8時30分～17時15分　▶ 中央駅前出張所…５日㈯、１９日㈯8時30分～17時15分
▶印旛支所…毎週土曜日8時30分～12時00分　▶ 滝野出張所…毎週土曜、日曜日8時30分～17時15分

今月の市民課窓口業務の
土曜・日曜開庁（祝日除く）

※各公民館・図書館、中央駅前地域交流館の受け付けは9時～

千葉県公売 検索
問県税務課☎043-223-2127

司法書士無料相談会
時11月9日㈬18時～20時　場中央
駅前地域交流館2号館　内相続・贈
与などの不動産登記、多重債務問題、
成年後見、少額訴訟、会社設立・役
員変更などの商業登記、司法書士業
務に関することなど　申当日会場で
19時30分まで　問千葉司法書士会
佐倉支部・白井☎043-488-4633

市消防団員
　市消防団では、地域に根差す各分
団部、女性部、ラッパ部の団員を募
集しています。
　消防団は、市町村の消防機関の一
つで、所属する団員は生業を持ちな
がら、非常勤特別職の地方公務員と
して活動。本市では、消防力強化
のため14分団45部を各地域に配置
し、地域と連携しながら市民の安心・
安全のために活動しています。
　例えば女性部では、応急手当普及
員としての知識を生かし、応急手当
やAED指導の他、火災予防運動を
通じ、地域の防災意識の向上に貢献。
また、近隣では珍しいラッパ部があ
り、老若男女、初心者も所属し、演
奏で式典などを華やかに彩ります。
　さらに、消防団OBが機能別団員
として、活動を災害時などに限定し、
復帰する例も増えています。興味の
ある人や地域に貢献したいと考えて
いる人は、ご連絡ください。
問防災課防災係☎33-4404

令和5年度千葉県生涯大学校学生
対県内在住の60歳以上　申11月8
日㈫～12月27日㈫までに願書（県
高齢者福祉課、各生涯大学校、市町
村高齢者福祉担当課、地域振興事業
所、県ホームページで配布）を下記
へ　問千葉県生涯学習大学校事務局
〒260-0801千葉市中央区仁戸名町
666-2☎043-266-4705

講座・催し

体験講座～しめ縄づくり～
時12月7日㈬10時～12時　場中央
駅前地域交流館　内わらを使って正
月飾りを作る　対市内在住・在勤の
18歳以上　定15人　 700円　他
作業しやすい服装でエプロン持参　
申11月4日㈮から（先着順）　問中央
駅前地域交流館☎46-5111

第12回印西市民空手道教室
時11月26日㈯、12月10日㈯、24日
㈯10時～12時　場松山下公園総合
体育館　対市内在住の人　定各20
人　他運動ができる服装で　申当
日までに氏名、希望日、申し込み人
数を下記へ（先着順）　問市空手道連
盟事務局・杉森 ssugizzz@gmail.
com

印西市民空手道親善組手大会
（合同練習会）
時11月23日㈷①9時～②11時～　
場松山下公園総合体育館　内①幼年
～小学校低学年②小学校高学年以
上　対市内在住の有級（段）者で、
スポーツ安全保険に加入し、市空手
道連盟審判講習会を兼ねることを了
承できる人　定各50人　申11月16
日㈬までに住所、氏名、年齢、級（段）
を下記へ　問市空手道連盟事務局・
杉森 ssugizzz@gmail.com

秋季市民ペタンクオープン大会
時 11月 27日㈰8時～※雨天決
行　場松山下公園多目的広場　対　　　　
市内在住・在勤の人　定トリプル
ス（1チーム3人）32チーム　 1人
500円（市外在住は千円）　申11月
15日㈫まで（先着順）　問市ペタン
ク協会・盛元☎ 42-6798

第24回市民弓道大会
時12月3日㈯9時15分
～　場松山下公園総
合体育館　内12射予
定　対市内在住・在勤・
在学の高校生以上　 500円（当日
徴収）　申当日会場で　問市弓道協
会・三須☎090-3331-1409

コスモス杯個人ソフトテニス大会
時12月4日㈰8時～受け付け※予
備日11日㈰　場松山下公園テニス
コートNo.1～4　対市内在住・在
勤の高校生以上および近隣市町の招
待選手　費1ペア3千円　申11月18

日㈮まで　問市ソフ
トテニス協会・志澤☎
080-5455-7843

会計年度任用職員・パートタイム
（保育園・登録制）
◎勤務時間…①平日7時～19時、

土曜日7時～17時の間で1日6～7.5
時間②平日7時～9時30分③16時～
19時の延長保育時間※園により多
少異なる
◎報酬…時給①保育士1,220円～
1,270円、看護師1,370円～1,430
円②③無資格1,020円～1,050円※
諸手当あり
場市立保育園　対①保育士または正
看護師の資格を持つ人②③資格不問
申履歴書（写真貼付）、①は資格証
の写しも下記へ持参　問保育課保育
係☎33-4651

会計年度任用職員・パートタイム
（課税課）
◎任用期間…令和5年1月中旬～3月
31日※延長の場合あり
◎勤務時間…平日9時～16時（週5日）
◎報酬…時給1,020円～1,050円※
諸手当あり
場課税課　内パソコンのデータ入力
や資料整理、申告書受け付けなど　
対パソコン操作ができる人　定10
人　申11月18日㈮（必着）までに履
歴書（写真貼付）を下記へ　問課税
課税制係☎33-4443

会計年度任用職員・パートタイム
（消費生活相談員）
◎任用期間…12月1日㈭～令和5年
3月31日㈮
◎勤務時間…平日9時～17時（週3
日程度）
◎報酬…時給1,620円～1,640円※諸
手当あり
場市消費生活センター　内消費生活
に関する相談の受け付けや関連業務
対パソコン操作ができ、次のいずれ
かの資格を有する人
・国民生活センターが付与する消費
生活専門相談員
・（財）日本産業協会が付与する消費
生活アドバイザー
・（財）日本消費者協会が付与する消
費生活コンサルタント
定1人　申11月14日㈪（消印有効）
までに履歴書（写真貼付、勤務可能
曜日を記入）、資格証の写しを下記
へ　問経済振興課商工振興係☎33-
4483

国民健康保険・後期高齢者医療制度
傷病手当金の適用期間延長
　国民健康保険または後期高齢者医
療制度に加入している人で、給与の
支払いを受けている人が、新型コロ

ナウイルスに感染、またはその疑い
により仕事を休んだときは、傷病手
当金が支給される場合があり、その
適用期間が延長されました。
◎適用期間…12月31日㈯まで
※要申請。申請期間は仕事を休んだ
日の翌日から2年間。詳細は市ホー
ムページ
問国保年金課給付係☎33-4464、
高齢者医療年金係☎33-4470

1
い

1
い

月3
みらい

0日は「年金の日」
　「ねんきんネット」の利用で、い
つでも自分の年金記録の確認や、将
来の年金受給見込額を試算すること
ができます。未来の生活設計につい
て考えてみませんか。
問船橋年金事務所☎047-424-8811

社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書が発行されます～年末調整・
確定申告まで大切に保管を～
　国民年金保険料は、所得税・市県
民税の申告で全額社会保険料控除の
対象です。
　控除を受けるには、支払ったこと
を証明する書類が必要です（e-Tax
の場合は不要）。
　令和4年1月1日から9月30日まで
の間に国民年金保険料を納付した
人には、11月上旬に日本年金機構
本部から「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が送付されます。
年末調整や確定申告の際には、この
証明書か領収書を使用してくださ
い。※10月1日から12月31日までの
間に今年初めて国民年金保険料を納
付した人には、翌年2月上旬に送付
されます。なお、家族の国民年金保
険料を納付した場合も、本人の社会
保険料控除に加えることができます
問船橋年金事務所☎047-424-8811

11月11日㈮～17日㈭税を考える週間
　税に対する知識と理解
を深めましょう。詳細は
2次元コード
◎テーマ…これからの社
会に向かって
問成田税務署☎28-5151

10月～12月は「千葉県下一斉滞納整
理強化期間」合同不動産公売の実施
　千葉県と県内全54市町村は、連
携して滞納整理に取り組んでいま
す。県税および市町村税の滞納者か
ら差し押えた不動産（土地、木造家
屋などの出品を予定）の公売を実施
します。
時11月10日㈭
◎入札…10時～11時（予定）
◎開札…11時2分（予定）
場美浜区役所（千葉市）　他入札に
は物件ごとに決められた公売保証金
の納付が必要

国税庁ホー
ムページ
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市長談話室 市長と直接対話のできる市長談話室。予約不要（先着順）　時11月16日㈬10時～12時（変更の場合あり）　場市役所本庁　対市内在住・在勤・在学
の個人または団体（感染防止のため1グループ3人まで）　問秘書広報課広報広聴係☎42-5117

冬の寄せ植え教室
～冬野草で作るお正月の寄せ植え～
時12月7日㈬13時30分～15時30分
場中央公民館　内竹や松なども使
い、正月飾りにもなる寄せ植えを作
る　対市内在住の18歳以上　定12
人　 千円　申11月2日㈬から（先
着順）　問中央公民館☎42-2911

竹灯
あ か

り作り
時12月1日㈭14時
～16時　場印旛公
民館　内竹にドリル
で穴を開けて竹灯り
を作る　対市内在
住・在勤の人　定12
人　 300円　他作業用手袋持参　
申11月17日㈭まで（先着順）　問印
旛公民館☎98-0427

野鳥観察会
時11月26日㈯9時～12時ごろ　場
旧本埜第2小学校プール脇駐車場集
合　内白鳥の飛来地周辺を歩いて観
察する　対市内在住の人※小学3年
生以下は保護者同伴　定20人　
50円（保険代）　申11月4日㈮から
13日㈰まで（先着順）　問本埜公民
館☎97-2011

絵手紙講習会
時11月15日㈫10時～13時　場永治
プラザ　内絵手紙で年賀状を作る。
講師：阿久澤登美子氏（印西絵手紙
の会）　定10人　 400円　他手
拭きタオル持参　申当日まで（先着
順）　問永治プラザ☎42-1101

5001

千葉北西連絡道路シンポジウム
時11月10日㈭13時30分～16時15分
場けやきプラザ（我孫子市）　定180
人
【講演】①テーマ「千葉北西連絡道路
の検討状況について」講師：小島昌
希氏（国土交通省関東地方整備局千
葉国道事務所長）②テーマ「広域的
な幹線道路ネットワークと地域づく
り」講師：寺部慎太郎氏（東京理科
大学理工学部土木工学科教授）
【パネルディスカッション】テーマ
「地域の交通課題と千葉北西連絡道
路に期待する効果」パネリスト：沿
線各市長、岡野哲也氏（常南通運㈱
代表取締役社長）、坂本聖司氏（グッ
ドマンジャパン㈱リーシング&ビジ
ネス・ディベロップメントリーシン
グ統括部長）
※印西市、柏市、野田市、我孫子市、
千葉県共催
申11月8日㈫までにhttp://sympo
sium.placo.net/から　問県土整備
部道路計画課☎043-223-3277

「水辺の風景画コンクール」
作品展

時11月1日㈫～6日㈰10時～18時
※入館は17時30分まで。最終日は
は15時まで　場公津の杜コミュニ
ティセンター（成田市）　内小中学生
が水に興味・関心を持っ
てほしいと願いを込めて
作った作品　問（財）印旛
沼環境基金☎043-485-
0397

千葉県福祉機器展2022
時11月19日㈯9時30分～16時30
分　場けやきプラザ（我孫子市）　
内セミナー＆フォーラム（展示と

寺子屋吉岡公開講座
「日本の近代史と郵便の歩み」

時11月20日㈰10時～12時　場中央
公民館　内明治5年の「木下郵便取扱
所」開設後150年の経過を記念し、
日本の郵便が近代化に果たした役割
などを学ぶ。講師：田原啓祐氏（郵
政博物館主席学芸員）　定30人
500円　申当日まで(先着順)　問木
下まち育て塾・宇野☎090-2540-
4778 machijuku@gmail.com

救命講習
時11月19日㈯
9 時 ～11 時　
場印西地区消
防組合消防本
部　内いざと
いうときに冷静に対応できるよう、
応急手当ての知識やAEDの使用方
法を身に付ける　対印西市または白
井市に在住・在勤の人　定10人　
申11月7日㈪から11日㈮12時まで
（先着順）　問印西地区消防組合消防
本部警防課救急救助係☎46-9964

無料創業プラン作成スクール
時令和5年①1月14日②21日③28
日④2月4日の各土曜日（全4回）　
場松戸商工会議所（松戸市）
内①ビジネスプランの重要性と概
要・ビジネスモデルの検討②ビジネ
スゲームによる資金計画・収益計画
③マーケティング④創業社長による
トークセッション・ビジネスプラン
の発表会※講師は経験豊かな中小企
業診断士。後日個別相談可
対創業を考えている、または創業
間もない人　定30人　申千葉県信
用保証協会ホームページ
から（抽選）　問千葉県信
用保証協会成長サポート
部創業サポートチーム☎043-311-

同時開催）①10時50分～11時50
分 パラアスリート、パラヒーロー・
トークショー②12時50分～14時
20分　聞こえの保障セミナー「コ
ミュニケーションが生活と人のバリ
アを取り除く」③14時50分～15時
50分　ウェアラブル（装着型）・デ
バイス（遠隔型）ツール・アプリセ
ミナー　定各50人　申当日会場で
問千葉県福祉ふれあいプラザ☎04-
7165-2886

法律相談
（弁護士）

①11日㈮②18日㈮③25日㈮10
時～15時【予約開始】①4日㈮②
11日㈮③18日㈮※先着8人（初
めての人優先）

市役所附属棟

市民活動推進課男女共
同参画係
☎33-4071
（受付専用番号）
※予約開始8時45分
※空きがあれば当日受
け付け可
（交通事故巡回相談を
除く）

市民生活相談
（司法書士）

25日㈮10時～15時
【予約開始】1日㈫※先着6人（初
めての人優先）

市民生活相談
（税理士）

18日㈮10時～15時
【予約開始】1日㈫※先着6人（初
めての人優先）

人権よろず
相談

11日㈮10時～15時
【予約開始】1日㈫※先着4人

行政相談
（行政相談委員）

11日㈮10時～15時
【予約開始】1日㈫※先着8人・電
話相談の場合あり

交通事故巡回
相談

18日㈮10時～15時【予約受付】
16日㈬まで※先着4人

障がい福祉の
総合相談

月曜～金曜日9時～17時
【電話相談可】

いんば障害者相談センター
☎99-2501 33-6024

障害者就労支
援相談

毎週火曜日10時～16時
【電話相談可】

ふれあいサポートセンターいんざい
☎42-1118 42-1055

家庭児童相談
母子・父子自
立支援相談

月曜～金曜日9時～16時 市役所子育て支援課家庭児童相談
☎42-5180

女性の悩み相
談

10日㈭、17日㈭10時～16時
【電話相談可】 市役所会議棟 子育て支援課支援係

☎33-4640

消費生活相談 月曜～金曜日9時30分～16時
30分【電話相談可】 市役所附属棟 市消費生活センター

☎42-3306

若者サポート
ステーション
出張相談

24日㈭10時～17時
対15～50歳未満の職業的自立
を目指す若者と保護者

市役所会議棟
ちば北総地域若者
サポートステーション
☎24-7880

心配ごと相談 5日㈯、毎週水曜、金曜日（4日
を除く）10時～15時

社会福祉協議会（総合福祉センター内）
☎42-0294

生活困窮相談 月曜～金曜日8時30分～17時
15分【電話相談可】

いんざいワーク・ライフサポートセンター
☎85-8267

成年後見相談
会

22日㈫13時30分～15時30分
※先着2人

社会福祉協議会（総合福祉センター内）
☎42-0294

教育相談 月曜～金曜日
9時30分～15時30分 教育センター教育相談専用電話

☎47-7830
子ども相談室 月曜～金曜日9時～17時
特別支援教育
に関する就学
相談

月曜～金曜日
9時30分～16時30分

市役所指導課指導班
☎33-4705

住宅相談 13日㈰10時～15時
【事前予約優先】

市商工会
☎42-2750
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☎33-4068

結婚に関する
なんでも相談
会

【会場】14日㈪10時～18時
【オンライン】14日㈪、26日㈯
10時～18時

アンソレイエ
（中央南2-3-1）

㈱C・B・H
☎080-6955-6080

相談名 とき（12時～13時を除く） ところ 問い合わせ 相談名 とき（12時～13時を除く） ところ 問い合わせ

各種 11月相談 ※祝・休日の相談はありません。全て無料です。※階段の昇降に支障のある人は予約時に申し出てください※ 予約が必要

市税などの夜間・休日納付相談窓口
【相談日】11月26日㈯9時～12時、30
日㈬17時30分～20時
【場所】市役所国保年金課
【必要な物】納税通知書、催告書、本人
確認書類など
【取扱科目】
固定資産税･都市計画税
市民税・県民税、軽自動車税（種別割）
問納税課債権回収対策室☎33-4448
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
問国保年金課
保険税係☎33-4462
高齢者医療年金係☎33-4470
介護保険料
問高齢者福祉課介護保険係☎33-4623

納期限は11月30日㈬
国民健康保険税第5期
問国保年金課保険税係☎33-4462
後期高齢者医療保険料第5期
問国保年金課高齢者医療年金係
☎33-4470
介護保険料第４期
問高齢者福祉課介護保険係☎33-4623
個人事業税第２期
問佐倉県税事務所☎043-483-1115

納期限内は、LINEPay、PayPayでも
納付できます。また、口座振替の人
は、残高不足のないようご確認くださ
い。なお、納付が困難な場合はそのま
まにせず、相談してください。
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この広報紙は、古紙パルプ配合率70％の再生紙と植物油インキを使用しています。
本文には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

広
報

ずっと このまち いんざいで

アプリ「マチイロ」で広報
いんざいの配信を行って
います。上記2次元コード
からダウンロードできます。

切り取って集めて自分だけのしぜん図鑑をつくろう

切り取って集めて自分だけのしぜん図鑑をつくろう
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根菜のカレースープ
レシピ提供 : 健康増進課

秋の味覚がたっぷり！！
食物繊維が豊富な食べるスープです。

サツマイモ 小1/2本（75g）
ニンジン ・中1/3本（50g）
レンコン ・小1/2節（80g）
ゴボウ ・・ 1/3本（50g）
ニンニク ・・・・ 1かけ
ショウガ ・・・・小1かけ
生鮭 ・・・・・ 1切れ
ゴマ油・・・・・小さじ2
カレー粉 ・・・・小さじ1
パセリのみじん切り 少々
〈A〉
水・・・・・・・ 400cc
酒・・・・・・ 大さじ2
コンソメ ・ 小さじ1と1/2
〈B〉
砂糖 ・・・・・小さじ1
塩・・・・・・・・ 少々

1人分の栄養価
エネルギー 203kcal
たんぱく質 11.3g

脂質 6.1g
食塩相当量 1.1g

巴
ともえ

御
ご

前
ぜ ん

伝説
　今年のNHK大河ドラマ「鎌
倉殿の13人」の放映もあとわ
ずかですが、印西市にはこの
ドラマにちなむ 源

みなもとの

頼
より

政
まさ

の伝
説のほかに、源

みなもとの

（木
き

曽
そ

）義
よし

仲
なか

の愛
あい

妾
しょう

といわれた巴御前の伝
説が小林に残されています。
巴は義仲の愛妾であるとともに、女武者として義仲に仕えました。
美女で剛勇・武勇の誉れ高い女丈夫として、軍記物語の「平

へい

家
け

物
もの

語
がたり

」「源
げん

平
ぺい

盛
せい

衰
すい

記
き

」に登場しますが、鎌倉幕府の正史「吾
あ

妻
づま

鑑
かがみ

」に記
載はなく、生没年も不詳とされています。
　伝説では、巴は義仲の死後、子の朝

あさ

比
ひ

奈
な

義
よし

秀
ひで

とともに和
わ

田
だ

義
よし

盛
もり

に嫁
か

し、義秀は義盛の庇
ひ

護
ご

を受け、鎌倉の小林郷に住んだという
ことです。印西市の小林の地名は、義秀が成長し、この地で城主と
して城を築いたことから、鎌倉の小林郷になぞらえて「小林」と名付
けたのが由来とされています。義盛は北条氏との合戦で亡くなった
ため、巴は鎌倉から小林に来て、義秀と暮らしたそうですが、義秀
は北条氏の追及を逃れるためにこの地を去り、巴は義秀の三男、
川
かわ

村
むら

三
さぶ

郎
ろう

太
た

夫
ゆう

秀
ひで

景
かげ

に養われ、小林でその人生を閉じたそうです。
　小林の八坂神社から鳥見神社へ向かう道の脇に、題

だい

目
もく

板
いた

碑
び

が立
てられている小さな塚があります。この塚は巴塚と呼ばれ、巴
御前の墓と伝えられています。巴御前の伝説や墓は日本各地に現
存していますが、彼女の波乱万丈の人生が人々を引き付け、長い
間、語り継がれているのでしょう。

モミジ類
　秋の紅葉を代表する樹木にはモミジ類
が挙げられますが、市内でもイロハモミ
ジやオオモミジが確認できます。
　中でもイロハモミジは、公園や社寺な
ど市内各所で目にすることができる身近
なモミジです。
　木下万葉公園では、色鮮やかな秋の紅
葉を気軽に楽しむことができ、結縁寺や
松虫寺などでは、社寺の植栽ならではの
崇高な雰囲気と歴史的な風情とともに、
秋を感じることができます。

問環境保全課保全係☎33-4491

材料（2人分）
① サツマイモは厚めのいちょう切り、ニンジ
ンは皮をむき厚めのいちょう切り、レンコ
ン、ゴボウは皮をむき小さめの乱切り、ニ
ンニク、ショウガはみじん切りにする

② 生鮭は小さめの一口大に切る
③ 鍋にゴマ油を熱してニンニク、ショウガを
炒める。香りが出てきたら①を入れて炒
める。サツマイモの色が変わってきたら、
カレー粉を入れてさらに炒め、Aを入れる

④ 沸騰したら、②を入れて7～8分弱火で煮
込む

⑤ Bを入れて味を調え、器に盛りパセリのみ
じん切りを散らす

作り方

いつもニコニコ、たくさん
ハイハイ

したり大きな声を出したり
、早くお

兄ちゃんとたくさん遊びた
いね！

菊
き く

池
ち

柊
し ゅ う

羽ちゃん

令和3年
生まれ

いつもニコニコの麗衣ちゃん。産ま
れてきてくれてありがとう♡これか
らも元気に健康に大きくなってね。

山
や ま

元
も と

麗
れ

衣
い

ちゃん

令和2年
生まれ

元気いっぱい末っ子娘♡お姉ちゃんお兄ちゃんと笑顔いっぱいの毎日を送ろうね！

柴
し ば

田
た

爽
さ

耶
や

ちゃん

令和3年
生まれ

元気に生まれてきてくれてありが

とう！いつまでもお兄ちゃんと仲

良く、すくすく育ってね！

釋
しゃく

藍
あ い

里
り

ちゃん

令和3年
生まれ

何事にも好奇心旺盛な花ちゃん、
2歳のお誕生日おめでとう！これ
からもいっぱい遊ぼうね！

日
ひ ゅ う が

向寺
じ

花
は な

ちゃん

令和2年
生まれ

さとちゃんお誕生日おめでとう！
すごく大きく育ったね。さとちゃ
んの笑顔はみんなの癒やしです♡

萩
は ぎ

原
わ ら

慧
さとる

ちゃん

令和3年
生まれ

▲巴塚（小林）
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