
　平成18年に市制50周年を記念して、子どもから大人まで100人
を超える市民の参加によって作られました。風と波の形、南下浦、
初声、三崎の三つの地区、そして東京湾、太平洋、相模湾の三つの
海をイメージした立体モニュメントには、参加者それぞれの三浦へ
の思いが個性あふれる表現でちりばめられています。自然と共生す
る三浦市の明るい未来への願いが込められた作品です。

2022
No.802

美術館がないまちの美術館

vol.21「市制50周年記念モニュメント『みうら』」

市の人口
41,021人（世帯数 :17,208世帯）
※令和４年８月１日現在
（令和２年国勢調査結果に基づく推計人口）

作者：市民参加作品（監修：井上惠介）
場所：市役所本館前
高さ約1.6メートル（モニュメント全体）　2006年作成
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①　ユーザー登録 ②　クーポン購入 ③　クーポンでの支払い

④　QRコードの読み取り ⑤　支払いの確認 ⑥　利用履歴の確認

スマートフォンまたはタブレット
で専用ホームページにアクセス
し、ユーザー登録をします。

クレジットカード（要本人認証 3D
セキュア）やコンビニ決済を利用
して、クーポンを購入します。

お店の人にクーポンを利用する
ことを伝え、専用サイトにログ
インします。

店舗に備え付けのQRコードを
読み取り、支払い画面へ移行し
ます。

店舗名を確認後、支払金額を入力
し、お店の人に見せてから支払い
ます。完了後、再度お店の人に確
認してもらいます。

利用者は、クーポンの利用履歴や
残額を専用ホームページで確認で
きます。

QR

QR

9月7日（水）
発売開始！

30％もお得！

　市内経済の活性化と、物価高騰に対する市民生活
の支援、また、非接触型決済を普及させることを目
的とした、プレミアム付きデジタルクーポン「みう
らおもてなしクーポン 2022」を販売します。プレ
ミアム率は 30％、1 口 5,000 円で 1 人 6 口まで購
入でき、最大 30,000 円の購入で 39,000 円分のお
買い物ができます。

　「みうらおもてなしクーポン 2022」は、お手持ち
のスマートフォンなどで利用でき、いつでもどこで
も購入できます。使うときは店舗にある QR コード
を読み取り、1円単位で支払いができます。
　この機会にぜひ、便利な「みうらおもてなしクー
ポン 2022」でお得にお買い物をお楽しみください。

みうらのおもてなしクーポンの使い方

その他、クーポンの購入・利用方法や取扱店一覧など、クーポンの詳細や最新情報は公式ホームページをご覧ください。

問合せ 
購入や利用について　みずほ電子チケットコールセンター（☎0120-659-726）
事業内容について　三浦市観光協会（☎046-888-5950）
〔記事提供：もてなし課〕

みうらのおもてなし　検索

事前登録は
9月1日（木）から！

Ｐ

移転先
出張所（1階）

　駐車場
区画No.52

現 南下浦出張所
　 南下浦市民センター
 　（南下浦町上宮田3274-1）

Ｐ

Ｐ

眼科

至 

三
浦
海
岸
駅

南下浦市民センターの閉館、南下浦出張所の移転について

　南下浦市民センターは、子育て賃貸住宅
等整備事業における解体工事のため、10
月23日(日)17時をもって閉館します。

問合せ
・南下浦市民センター閉館について
　南下浦市民センター（☎046-888-0040）
・南下浦出張所移転について
　南下浦出張所（☎046-888-1111）

南下浦市民センター閉館

　南下浦市民センターの閉館に伴い、現出
張所は10月21日(金)15時をもって業務を
終了し、10月24日(月)から南下浦町上宮
田3281番地2に移転します。
　移転先の出張所・駐車場の位置は右図の
とおりです。
　なお、10月22日(土)の土曜サービスセン
ター業務は行いません。

南下浦出張所移転

（南下浦町上宮田
　　　　　3281-2）

15時
業務終了

17時
閉館

8時30分～
移転先業務開始

20日
（木）

21日
（金）

22日
（土）

23日
（日）

24日
（月）

市民
センター

出張所

（※）土曜サービスセンター業務は行いません。

（※）

タイムスケジュール
10月

ニナイテカレッジ9月の講座スケジュール

会場　市民交流センター ニナイテ　研修室
対象　原則65歳以上で市内在住、または市内で活動されている方です。
注意事項　申し込みは先着順で受け付けます。また、参加にあたって必要な持ち物がある場合が
　　　　　あります。詳しくは市民交流センター ニナイテのホームページでご確認ください。
申込み・問合せ　市民交流センター ニナイテ（☎046-845-9919）〔記事提供：市民協働課〕

開催日 講　　座 定員 時間

10時～12時

14時～16時

14時～16時

14時～16時

9時～11時

まちを魅力的に撮ろう！① 15人

15人

15人

15人

15人

10人

10人

　ニナイテカレッジは、市民活動の基本となる「情報の発見・発掘と編集・発信」のス
キルを磨くことを目的とした学びの場です。三浦の市民の力は大きな樹、地域に根付い
て、笑顔と魅力の花を咲かせましょう！9月の講座は以下のとおりです。

4日 (日)

7日 (水)

11日 (日)

14日 (水)

16日 (金)

23日 (金)

26日 (月) 身近な海岸の生物観察
（9月26日(月)、10月17日(月)の2回連続講座）

フレイルサポーター養成講座①

伝わるポスターを作ってみよう！（編集デザイン入門）

まちを魅力的に撮ろう！②（会場：三崎港周辺） 10時～12時

14時～16時

フレイルサポーター養成講座②

我がまちのいいとこ探し＠三浦

三浦市民　２０２２年９月号
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　火災件数は10件で、昨年と比べて1件増加しました。また、建物火災のうち、住宅（専用住宅・共同
住宅・併用住宅）から発生した火災は7件で、昨年と比べて4件増加しました。

令和４年 上半期消防活動状況

問合せ　防災危機対策室（☎内線60664）

火災の発生状況

●火災件数および火災種別

　火災原因の第1位は「放火（疑い含む）」3件
で、第2位は「電気関係」および「各種こんろ」
で各2件でした。

●主な火災原因

　火災による死者は1人で、昨年と比べて1人増
加しました。火災による負傷者は1人で、昨年と
比べて1人減少しました。

●火災による死者および負傷者の状況

消防隊・救助隊の救助出動状況 救急隊の出動状況 消防団の出動状況

　消防隊・救助隊の救助出動件数は
11件で、昨年と比べて1件減少しま
した。

　救急出動件数は1,466件
で、昨年と比べて180件増
加しました。

　三浦市消防団の災害出動
件数は7件で、出動人員は
延べ299人でした。

発生場所 火災件数
火災種別

建物 林野 車両 船舶 航空機 その他
市内 10 7 0 0 2 0 1

ひろげようふれあいのわ　ありがとう南下浦市民センター

9月17日(土)
　　～25日(日)

第41回 南下浦市民センター

公民館フェスティバル

問合せ　南下浦市民センター（☎046-888-0040）主催　公民館フェスティバル企画運営委員会

9月17日(土)　開演13時
　フルートアンサンブル　ラ・メール
　マンドリーノ三浦
　オー・ソレ・ミオラ
　みなみ手話サークル
　三崎合唱会
　フラワーコール
　三浦童謡の会
　三浦はまゆう合唱団

※来場者の方には当日自宅での事前の検温、マスクの
着用など、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を
講じていただき、入室者数の制限があります。

9月18日(日)　開演10時
　和美会
　秀麗会
　牡丹の会
　ソーラン三崎
　踊りの環菊扇

9月18日(日)　開演12時
　マジックサークルみなみかぜ

9月18日(日)　開演13時
　チームMIURA
　フラ・ハラウ・ヒロ
　ティアレ・ヌイ・フラハラウ
　プルメリア

9月17日(土)　開演17時
　カントリー音楽を楽しむ会
　ガレージバンド
　三崎ゴスペルサークル

9月19日(月)
9月20日(火)～24日(土)
9月25日(日)

公民館フェスティバル

9月21日(水)
9月23日(金)

9月24日(土)
9月25日(日)

12時～14時
10時～12時
10時～13時
12時～17時
9時～12時
9時～12時
13時～16時

【和室・実習室】
【和室】
【実習室】
【和室】
【和室・実習室】
【和室・実習室】
【和室・実習室】

〔フラダンス〕
〔体操〕
〔裁縫〕
〔着付け〕
〔詩吟〕
〔将棋〕
〔囲碁〕

チームMIURA
銀子の夢だん段
ソーイングおはな
着付けサークルよそおい
岳純会
日本将棋連盟三浦支部
ザル碁会

13時～17時
9時～17時
9時～16時

【講堂】

【講義室】

【研修室】〔絵手紙〕
〔竹細工〕
〔小品盆栽〕

絵手紙サークル
三浦竹友の会
三浦はまゆう小品盆栽会

〔俳句〕
〔書道〕

槙の会
蒼雲書道会

〔水彩画〕
〔油絵〕

みずゑの会
彩青クラブ

〔パッチワーク〕
　パッチワークサークル綾の会

音楽の
つどい
昼の部

音楽の
つどい
夜の部

※音楽のつどい
昼の部について
は、感染症対策
として出演団体
のみの入室のた
め、一般来場者
の入室はできま
せん。

作品展

サ
ー
ク
ル
見
学
・
体
験

フラダンス

踊りのつどい

マジック

新型コロナウイルス感染症の影響により、内容の変更または中止・延期となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

三浦市社会教育講座（南下浦市民センター）

※参加者の方には、当日自宅での事前の検温、マスク（持参）の着用など、新型コロナウィルス感染症の拡大防止策を講じていただきます。
　発熱など体調不良の方には参加をお断りする場合があります。また、状況により中止・延期となる場合がありますのでご了承ください。

日時　10月18日(火)　10時～13時30分
場所　南下浦市民センター実習室
内容　寿司の握り方、さかなのおろし方
講師　岩野　雄氏（5代目紀の代店主）
対象　市内在住・在勤で当講座未受講の方
定員　15人（先着順）

持ち物　エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具、マ
スク、保冷剤
材料費　2,000円
申込み・問合せ　9月28日(水)から電話または直
接、南下浦市民センターにお申し込みください。
（☎046-888-0040）

▶秋の体操講座「肩こり・腰痛すっきり体操」

▶プロから学ぶ料理講座「お家で作ろう握り寿司」

日時　10月15日(土)、22日(土)
　　　10時30分～11時30分（全2回）
場所　南下浦市民センター講堂
内容　体の不調と背骨の歪みとの関係について学
び、背骨の歪みを整え、肩こり腰痛をはじめ、症状
の改善・緩和のための「背骨コンディショニング体
操」を行います。
講師　須藤　孝氏（背骨コンディショニング協会
パーソナルトレーナー）
対象　市内在住・在勤の方で軽い全身運動が可能な

成人（両日参加可能な方）
定員　25人（先着順）
持ち物　筆記用具、ヨガマットまたは大きめのバス
タオル、マスク、飲み物、フェイスタオル（体操で
使用）、動きやすい服装
受講料　無料
申込み・問合せ　9月21日(水)から電話または直
接、南下浦市民センターにお申し込みください。
（☎046-888-0040）

南下浦市民センター

三浦市民　２０２２年９月号
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加しました。火災による負傷者は1人で、昨年と
比べて1人減少しました。

●火災による死者および負傷者の状況

消防隊・救助隊の救助出動状況 救急隊の出動状況 消防団の出動状況

　消防隊・救助隊の救助出動件数は
11件で、昨年と比べて1件減少しま
した。

　救急出動件数は1,466件
で、昨年と比べて180件増
加しました。

　三浦市消防団の災害出動
件数は7件で、出動人員は
延べ299人でした。

発生場所 火災件数
火災種別

建物 林野 車両 船舶 航空機 その他
市内 10 7 0 0 2 0 1

ひろげようふれあいのわ　ありがとう南下浦市民センター

9月17日(土)
　　～25日(日)

第41回 南下浦市民センター

公民館フェスティバル

問合せ　南下浦市民センター（☎046-888-0040）主催　公民館フェスティバル企画運営委員会

9月17日(土)　開演13時
　フルートアンサンブル　ラ・メール
　マンドリーノ三浦
　オー・ソレ・ミオラ
　みなみ手話サークル
　三崎合唱会
　フラワーコール
　三浦童謡の会
　三浦はまゆう合唱団

※来場者の方には当日自宅での事前の検温、マスクの
着用など、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を
講じていただき、入室者数の制限があります。

9月18日(日)　開演10時
　和美会
　秀麗会
　牡丹の会
　ソーラン三崎
　踊りの環菊扇

9月18日(日)　開演12時
　マジックサークルみなみかぜ

9月18日(日)　開演13時
　チームMIURA
　フラ・ハラウ・ヒロ
　ティアレ・ヌイ・フラハラウ
　プルメリア

9月17日(土)　開演17時
　カントリー音楽を楽しむ会
　ガレージバンド
　三崎ゴスペルサークル

9月19日(月)
9月20日(火)～24日(土)
9月25日(日)

公民館フェスティバル

9月21日(水)
9月23日(金)

9月24日(土)
9月25日(日)

12時～14時
10時～12時
10時～13時
12時～17時
9時～12時
9時～12時
13時～16時

【和室・実習室】
【和室】
【実習室】
【和室】
【和室・実習室】
【和室・実習室】
【和室・実習室】

〔フラダンス〕
〔体操〕
〔裁縫〕
〔着付け〕
〔詩吟〕
〔将棋〕
〔囲碁〕

チームMIURA
銀子の夢だん段
ソーイングおはな
着付けサークルよそおい
岳純会
日本将棋連盟三浦支部
ザル碁会

13時～17時
9時～17時
9時～16時

【講堂】

【講義室】

【研修室】〔絵手紙〕
〔竹細工〕
〔小品盆栽〕

絵手紙サークル
三浦竹友の会
三浦はまゆう小品盆栽会

〔俳句〕
〔書道〕

槙の会
蒼雲書道会

〔水彩画〕
〔油絵〕

みずゑの会
彩青クラブ

〔パッチワーク〕
　パッチワークサークル綾の会

音楽の
つどい
昼の部

音楽の
つどい
夜の部

※音楽のつどい
昼の部について
は、感染症対策
として出演団体
のみの入室のた
め、一般来場者
の入室はできま
せん。

作品展

サ
ー
ク
ル
見
学
・
体
験

フラダンス

踊りのつどい

マジック

新型コロナウイルス感染症の影響により、内容の変更または中止・延期となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

三浦市社会教育講座（南下浦市民センター）

※参加者の方には、当日自宅での事前の検温、マスク（持参）の着用など、新型コロナウィルス感染症の拡大防止策を講じていただきます。
　発熱など体調不良の方には参加をお断りする場合があります。また、状況により中止・延期となる場合がありますのでご了承ください。

日時　10月18日(火)　10時～13時30分
場所　南下浦市民センター実習室
内容　寿司の握り方、さかなのおろし方
講師　岩野　雄氏（5代目紀の代店主）
対象　市内在住・在勤で当講座未受講の方
定員　15人（先着順）

持ち物　エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具、マ
スク、保冷剤
材料費　2,000円
申込み・問合せ　9月28日(水)から電話または直
接、南下浦市民センターにお申し込みください。
（☎046-888-0040）

▶秋の体操講座「肩こり・腰痛すっきり体操」

▶プロから学ぶ料理講座「お家で作ろう握り寿司」

日時　10月15日(土)、22日(土)
　　　10時30分～11時30分（全2回）
場所　南下浦市民センター講堂
内容　体の不調と背骨の歪みとの関係について学
び、背骨の歪みを整え、肩こり腰痛をはじめ、症状
の改善・緩和のための「背骨コンディショニング体
操」を行います。
講師　須藤　孝氏（背骨コンディショニング協会
パーソナルトレーナー）
対象　市内在住・在勤の方で軽い全身運動が可能な

成人（両日参加可能な方）
定員　25人（先着順）
持ち物　筆記用具、ヨガマットまたは大きめのバス
タオル、マスク、飲み物、フェイスタオル（体操で
使用）、動きやすい服装
受講料　無料
申込み・問合せ　9月21日(水)から電話または直
接、南下浦市民センターにお申し込みください。
（☎046-888-0040）

南下浦市民センター

　火災件数は10件で、昨年と比べて1件増加しました。また、建物火災のうち、住宅（専用住宅・共同
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相　談　名 日　　程 時　　　間 会　　　　　　場 問合せ先 相談担当者
１２日(水) 市役所別棟2階市民相談室
２５日(火) 市役所別棟2階市民相談室
２８日(金) １０：００～１２：００ 三浦市社会福祉協議会安心館 046-888-7347

行 政 相 談 ７日(金) １３：００～１５：００ 初声市民センター２階集会室 内線 ３１９ 行 政 相 談 委 員
建 築 士
建築大工技能士
司 法 書 士
土地家屋調査士

行 政 書 士 相 談 ２５日(火) １３：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９ 行 政 書 士
成 年 後 見 相 談 ２６日(水) １３：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９ 行 政 書 士
宅 地 建 物 相 談 ２７日(木) １３：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９ 宅地建物相談員
女 性 相 談 １２日(水) １０：００～１５：００ 市役所第２分館１階市民相談コーナー 内線 ３１１ 女 性 相 談 員
犯罪被害者相談 ２１日(金) ９：００～１２：００ 三浦消防署４階防災危機対策室 内線６０６４３ 専 門 相 談 員

消 費 生 活 相 談 毎週木曜日
(祝日は順延) ９：３０～１５：３０ 市役所第２分館１階市民相談コーナー 内線 ３１３ 消費生活相談員

９：００～１６：００ 教育相談室・相談指導教室 046-881-3380 教 育 相 談 員
８：３０～１７：１５ 市役所第２分館２階学校教育課 内線 ４１９ 指 導 主 事

一 般 相 談 月～金
（祝日を除く） ８：３０～１７：１５ 市民サービス課お客様センター 内線 ３１９ 担 当 職 員

１３：３０～１７：００ ハ ロ ー ワ ーク
(受付終了１６：３０) 横須賀職業相談員

各種無料相談のご案内（10月）
※新型コロナウイルス感染防止対策として、ご相談に来られる方にマスクの着用、手指の消毒などをお願いしています。
また、感染状況により相談実施方法が変更になる場合がありますので事前にお問い合わせください。

法 律 相 談 １３：００～１５：００ 内線 ３１９ 弁 護 士

内線 ７７３４４

住 ま い の 相 談 １３日(木) １４：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９

登 記 測 量 相 談 １８日(火) １４：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９

教 育 相 談 月～金
（祝日を除く）

出 張 職 業 相 談 １４日(金) 勤　労　市　民　セ　ン　タ　ー

※相談はいずれも無料で、シロ抜きの相談は予約制（定員・締切有）です。10月12日（水）・２5日（火）の法律相談、
行政相談、住まいの相談、登記測量相談、行政書士相談、成年後見相談、宅地建物相談、犯罪被害者相談は
９月９日（金）から予約を受け付けます。出張職業相談は、新卒の方以外どなたでも相談できます。
※人権相談は、電話相談のみんなの人権１１０番（電話番号０５７０－００３－１１０）をご利用ください。

　国が実施しているマイナポイント事業に申し込みをするためには、９月末までに個人番号
（マイナンバー）カードを申請する必要がありますので、早めの申請をおすすめします。

申請方法
（以下のいずれかの方法により国の機関へ申請します）
▷郵送による申請
　記入を終え、本人の顔写真を貼った個人番号カ
ード交付申請書を、以下の宛先へ郵送します。
〒219-8732
　日本郵便株式会社　川崎東郵便局
　郵便私書箱第2号
　地方公共団体情報システム機構個人番号カード
　交付申請書受付センター　宛
▷スマートフォンによる申請
　個人番号カード交付申請書に付属しているQRコ
ードをスマートフォンで読み取り、表示される案
内に従って操作および情報の入力を行ってくださ
い。なお、顔写真についてはスマートフォンで撮
影したものが使用できます。
▷その他の申請
　パソコンによる申請や、まちなかにある対応機
能付きの証明写真機を用いた申請もできます。

受け取り方法
　申請からおよそ1カ月後に、市役所から交付通知
書（はがき）を送付します。
　本人の受け取りとなります。また、電話で予約
が必要です。
　受け取り時の必要書類など、詳細については予
約時にお伝えします。

申請書などについて
　個人番号カード交付申請書をお持ちでない方、
その他不明な点はお問い合わせください。
　また、7月下旬から、まだマイ
ナンバーカードを申請していない
75歳未満の方に対して、国から申
請書が送付されています。

問合せ　市民サービス課
　　　　マイナンバーコールセンター（☎内線359）

マイナンバーカードはお持ちですか？

　10月3日(月)～11月30日(水)に、競争入札参加資格認定定期申請を受け付けます。
　希望される方は、かながわ電子入札共同システムにて申請手続きをしてください。
　また、現在（令和３・４年度）認定を受けている方で、継続登録を希望される場合も
申請は必要となりますので、ご注意ください。

競争入札参加資格について
　市の入札に参加するには、競争入札参加資格者
名簿への登録が必要です。この登録を受けるため
の手続きが「競争入札参加資格認定申請」です。
申請の方法
　かながわ電子入札共同システムの資格申請シス
テムで手続きをしてください。
　「送付先別提出書類一覧表」など、市へ提出し
ていただく書類がありますのでご注意ください。
詳しくは、「かながわ電子入札共同システム競争
入札参加資格認定　申請の手引き」(かながわ電子
入札共同システムのホームページに掲載予定)に記
載されている「三浦市への提出書類」をご覧くだ
さい。
※提出書類の納税証明書については、税目によっ
て必要となる年度が異なりますので、納税証明を
取得する際はご注意ください。 

＜かながわ電子入札共同システムホームページ＞
https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/
宛先
〒238-0298
三浦市城山町1番1号
三浦市役所総務部契約課（定期申請）
※郵送の場合、原則「簡易書留」でお願いしま
す。
申請期間
＜申請書データの受付期間＞
　10月3日(月)～11月30日(水)
＜提出書類の受付期間＞
　10月3日(月)～12月1日(木)　※消印有効
有効期間（認定期間）
令和5年4月1日～令和7年3月31日

問合せ　契約課（☎内線237）

令和５・６年度競争入札参加資格認定定期申請について

令和５年度からの指定管理者を募集します

　令和4年度で指定期間が満了する施設について、令和5年度からの指定管理者を募集します。
　募集期間および内容については、随時、市ホームページで公表します。詳しくは、各施設の
担当課までお問い合わせください。

問合せ　政策課（☎内線206）

施設名 担当課 問合せ先

三浦市火葬場
三浦市油壺駐車場
新港海業センター
三浦市老人福祉保健センター
三浦市自転車等駐車場
・三浦市三崎口駅第１自転車等駐車場
・三浦市三崎口駅第２自転車等駐車場
・三浦市三浦海岸駅第１自転車等駐車場
三浦市民ホール
三浦市総合体育館（潮風アリーナ）
三浦スポーツ公園（潮風スポーツ公園）
飯盛調整池公園
三浦市勤労市民センター
三浦市民交流センター（ニナイテ）

市民サービス課
もてなし課
海業水産課
高齢介護課

土木課

文化スポーツ課
文化スポーツ課

市民協働課
市民協働課

土木課

☎内線319
☎内線77344
☎内線77332
☎内線352

☎内線277

☎内線411

☎内線283

☎内線402

☎内線312
☎内線313

　三浦市消防団の災害出動
件数は7件で、出動人員は
延べ299人でした。
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相　談　名 日　　程 時　　　間 会　　　　　　場 問合せ先 相談担当者
１２日(水) 市役所別棟2階市民相談室
２５日(火) 市役所別棟2階市民相談室
２８日(金) １０：００～１２：００ 三浦市社会福祉協議会安心館 046-888-7347

行 政 相 談 ７日(金) １３：００～１５：００ 初声市民センター２階集会室 内線 ３１９ 行 政 相 談 委 員
建 築 士
建築大工技能士
司 法 書 士
土地家屋調査士

行 政 書 士 相 談 ２５日(火) １３：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９ 行 政 書 士
成 年 後 見 相 談 ２６日(水) １３：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９ 行 政 書 士
宅 地 建 物 相 談 ２７日(木) １３：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９ 宅地建物相談員
女 性 相 談 １２日(水) １０：００～１５：００ 市役所第２分館１階市民相談コーナー 内線 ３１１ 女 性 相 談 員
犯罪被害者相談 ２１日(金) ９：００～１２：００ 三浦消防署４階防災危機対策室 内線６０６４３ 専 門 相 談 員

消 費 生 活 相 談 毎週木曜日
(祝日は順延) ９：３０～１５：３０ 市役所第２分館１階市民相談コーナー 内線 ３１３ 消費生活相談員

９：００～１６：００ 教育相談室・相談指導教室 046-881-3380 教 育 相 談 員
８：３０～１７：１５ 市役所第２分館２階学校教育課 内線 ４１９ 指 導 主 事

一 般 相 談 月～金
（祝日を除く） ８：３０～１７：１５ 市民サービス課お客様センター 内線 ３１９ 担 当 職 員

１３：３０～１７：００ ハ ロ ー ワ ーク
(受付終了１６：３０) 横須賀職業相談員

各種無料相談のご案内（10月）
※新型コロナウイルス感染防止対策として、ご相談に来られる方にマスクの着用、手指の消毒などをお願いしています。
また、感染状況により相談実施方法が変更になる場合がありますので事前にお問い合わせください。

法 律 相 談 １３：００～１５：００ 内線 ３１９ 弁 護 士

内線 ７７３４４

住 ま い の 相 談 １３日(木) １４：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９

登 記 測 量 相 談 １８日(火) １４：００～１６：００ 市役所別棟2階市民相談室 内線 ３１９

教 育 相 談 月～金
（祝日を除く）

出 張 職 業 相 談 １４日(金) 勤　労　市　民　セ　ン　タ　ー

※相談はいずれも無料で、シロ抜きの相談は予約制（定員・締切有）です。10月12日（水）・２5日（火）の法律相談、
行政相談、住まいの相談、登記測量相談、行政書士相談、成年後見相談、宅地建物相談、犯罪被害者相談は
９月９日（金）から予約を受け付けます。出張職業相談は、新卒の方以外どなたでも相談できます。
※人権相談は、電話相談のみんなの人権１１０番（電話番号０５７０－００３－１１０）をご利用ください。

　国が実施しているマイナポイント事業に申し込みをするためには、９月末までに個人番号
（マイナンバー）カードを申請する必要がありますので、早めの申請をおすすめします。

申請方法
（以下のいずれかの方法により国の機関へ申請します）
▷郵送による申請
　記入を終え、本人の顔写真を貼った個人番号カ
ード交付申請書を、以下の宛先へ郵送します。
〒219-8732
　日本郵便株式会社　川崎東郵便局
　郵便私書箱第2号
　地方公共団体情報システム機構個人番号カード
　交付申請書受付センター　宛
▷スマートフォンによる申請
　個人番号カード交付申請書に付属しているQRコ
ードをスマートフォンで読み取り、表示される案
内に従って操作および情報の入力を行ってくださ
い。なお、顔写真についてはスマートフォンで撮
影したものが使用できます。
▷その他の申請
　パソコンによる申請や、まちなかにある対応機
能付きの証明写真機を用いた申請もできます。

受け取り方法
　申請からおよそ1カ月後に、市役所から交付通知
書（はがき）を送付します。
　本人の受け取りとなります。また、電話で予約
が必要です。
　受け取り時の必要書類など、詳細については予
約時にお伝えします。

申請書などについて
　個人番号カード交付申請書をお持ちでない方、
その他不明な点はお問い合わせください。
　また、7月下旬から、まだマイ
ナンバーカードを申請していない
75歳未満の方に対して、国から申
請書が送付されています。

問合せ　市民サービス課
　　　　マイナンバーコールセンター（☎内線359）

マイナンバーカードはお持ちですか？

　10月3日(月)～11月30日(水)に、競争入札参加資格認定定期申請を受け付けます。
　希望される方は、かながわ電子入札共同システムにて申請手続きをしてください。
　また、現在（令和３・４年度）認定を受けている方で、継続登録を希望される場合も
申請は必要となりますので、ご注意ください。

競争入札参加資格について
　市の入札に参加するには、競争入札参加資格者
名簿への登録が必要です。この登録を受けるため
の手続きが「競争入札参加資格認定申請」です。
申請の方法
　かながわ電子入札共同システムの資格申請シス
テムで手続きをしてください。
　「送付先別提出書類一覧表」など、市へ提出し
ていただく書類がありますのでご注意ください。
詳しくは、「かながわ電子入札共同システム競争
入札参加資格認定　申請の手引き」(かながわ電子
入札共同システムのホームページに掲載予定)に記
載されている「三浦市への提出書類」をご覧くだ
さい。
※提出書類の納税証明書については、税目によっ
て必要となる年度が異なりますので、納税証明を
取得する際はご注意ください。 

＜かながわ電子入札共同システムホームページ＞
https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/
宛先
〒238-0298
三浦市城山町1番1号
三浦市役所総務部契約課（定期申請）
※郵送の場合、原則「簡易書留」でお願いしま
す。
申請期間
＜申請書データの受付期間＞
　10月3日(月)～11月30日(水)
＜提出書類の受付期間＞
　10月3日(月)～12月1日(木)　※消印有効
有効期間（認定期間）
令和5年4月1日～令和7年3月31日

問合せ　契約課（☎内線237）

令和５・６年度競争入札参加資格認定定期申請について

令和５年度からの指定管理者を募集します

　令和4年度で指定期間が満了する施設について、令和5年度からの指定管理者を募集します。
　募集期間および内容については、随時、市ホームページで公表します。詳しくは、各施設の
担当課までお問い合わせください。

問合せ　政策課（☎内線206）

施設名 担当課 問合せ先

三浦市火葬場
三浦市油壺駐車場
新港海業センター
三浦市老人福祉保健センター
三浦市自転車等駐車場
・三浦市三崎口駅第１自転車等駐車場
・三浦市三崎口駅第２自転車等駐車場
・三浦市三浦海岸駅第１自転車等駐車場
三浦市民ホール
三浦市総合体育館（潮風アリーナ）
三浦スポーツ公園（潮風スポーツ公園）
飯盛調整池公園
三浦市勤労市民センター
三浦市民交流センター（ニナイテ）

市民サービス課
もてなし課
海業水産課
高齢介護課

土木課

文化スポーツ課
文化スポーツ課

市民協働課
市民協働課

土木課

☎内線319
☎内線77344
☎内線77332
☎内線352

☎内線277

☎内線411

☎内線283

☎内線402

☎内線312
☎内線313

　三浦市消防団の災害出動
件数は7件で、出動人員は
延べ299人でした。
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ごみとリサイクルに関するお知らせ

問合せ　廃棄物対策課（☎内線291）

在宅医療から出るバッグ類や紙おむつの出し方に注意してください！！

　輸液バッグやチューブ類などは、体液や血液が
逆流して付着する可能性があるため、リサイクル
に適しません。プラマーク　 が付いていても「燃
せるごみ」で出してください。
　また、輸液バッグ類は、ごみに出す前に中身を
空にして、軽く水ですすいでから、
①新聞紙などの紙に包み、

②小さいポリ袋に入れ、空気をしっかり抜いて口
をしばり、
③無色透明の袋で他の「燃せるごみ」と一緒に出
してください。（以下の図を参照）衛生処理とプ
ライバシー保護の点で効果があります。
（※新聞紙などで包んで密閉していないと収集さ
れない場合もあります。ご協力ください。）

輸液バッグ類
の出し方

　「プラスチックに係る資源循環等に関する法律」
が4月から施行され、海洋プラスチックや気候変動
の問題などへの取り組みの重要性が高まっていま
す。
　プラスチック製品については、包括的に資源循環
体制を強化する措置が求められる中、市では令和4
年度アクションプログラム「ごみダイエット大作
戦」においてマイバック・マイボトルなどを推奨し
ています。
　例えばマイバッグはレジ袋、マイボトルは使い捨

て容器などワンウェイプラスチックの使用を抑え、
ごみの発生量を減らすことにつながります。ぜひ、
積極的なマイバッグ・マイボトルなどの利用にご協
力をお願いします。
※有料ごみ袋でも、透明・半透明以外の袋での排出
はご遠慮ください。
※過剰な包装や
二重袋での排出
はご遠慮くださ
い。

「できることからプラスチックごみ対策！」マイバッグ・マイボトルなどのススメ

①新聞紙などで包んで ②しっかり口をしばって ③無色透明の袋で

新型コロナウィルス感染症に関するごみの出し方について

　家族に新型コロナウィルスの感
染者、濃厚接触者または感染が疑
われる方がいる場合であっても、
ごみは通常のごみ収集場所へ排出
することができますが、出す際は
しっかりとごみ袋の口を密閉して
出すようお願いします。
　ごみの処理は、市民生活を維持するために必要
不可欠なものです。作業員が安全に安定的にごみ
の収集作業をし、継続的にごみ処理事業が行える
よう、ご協力をお願いします。出し方などについ
て不明な点がありましたら、市のホームページを
ご覧いただくか、廃棄物対策課までお問い合わせ
ください。

　とくに「マスク」「ティッシュ」は感染のおそ
れのある代表的なものです。しっかり分別して
「燃せるごみ」で出すようお願いします。「その
他の紙」や「古着古布」などには絶対に入れない
でください。

口をしっかりと
しばってください

三浦市民　２０２２年９月号
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新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントなどが中止・延期となる場合がありますので、各問合せ先へご確認ください。

階ホール
出演　德永洋明（ピアノ）
ゲスト　殿岡芽依（ファゴット）
入場料　2,000円
定員　先着120人
※当日券の販売はありません。
※予約のない方は入場できません。
※予約後のキャンセルは料金をお支払
いいただきます。
※未就学児は入場できません。
予約・問合せ　横須賀三浦教育会館
（☎046-824-0683、月～金曜日の9
時～17時）

　　三浦半島スケッチ会

　三浦半島の風景を長年にわたって描
き続けている野外スケッチ会の発表展
です。水彩画を中心に、約35人の会
員が約110作品を展示します。
日時　9月22日(木)～27日(火)　10時
～17時（初日は11時～、最終日は16
時まで）
場所　横須賀市文化会館3階第2ギャ
ラリー
問合せ　佐藤（☎046-851-5074）

　　９月・10月の海岸清掃

　どなたでも、ご参加いただけます。
直接、集合場所へお越しください。
（1）諸磯の海
日時　9月17日(土)　9時～
場所　諸磯区民会館横（浜諸磯バス停）
（2）三戸浜ビーチクリーン
日時　10月1日(土)　9時～
場所　三戸浜　火の見櫓前
（3）　城ヶ島の海岸清掃
日時　10月2日(日)　9時～
場所　「城ヶ島」バス停
（4）油壺クリーンウォーク
日時　10月9日(日)　9時～
場所　三浦市営油壺駐車場（油壺バス停）
問合せ　大森（☎090-8312-6222）

イベント中止情報

　　初声市民センターまつりの
　　中止について
　例年秋に開催し、多くの市民の皆さ
んにお楽しみいただいている初声市民
センターまつりは、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のため、中止とな
りました。
問合せ　初声市民センター（☎046-
888-1626）

お知らせ

　　第68回三浦市総合体育大会
　　開催のお知らせ
　9月～令和5年3月にかけて三浦市総
合体育大会が各所で開催されます。詳
細やその他の競技につきましては市の
ホームページにて随時掲載します。
●太極拳表演会
日時　9月25日(日)　13時～
会場　潮風アリーナ
内容　太極拳の表演（見学自由）
●クレー射撃大会
日時　10月2日(日)　9時～ 
会場　千葉県金谷国際射撃場
内容　トラップ・スキートの部 国際
ルールによる100点撃（見学可）
申込方法　当日現地にて受け付け
●卓球大会
日時　10月9日(日)　9時30分～
会場　潮風アリーナ
内容　一般男女シングルス（上級者、
中・初級者）、一般男女ダブルス、中
学男女シングルス・ダブルス、ラージ
ダブルス
申込期限　9月22日(木)まで
●ゲートボール大会
日時　10月9日(日)　9時～
会場　初声市民センター
申込期限　10月8日(土)まで 
●剣道大会
日時　10月16日(日)　9時30分～ 
会場　潮風アリーナ
内容　個人戦・団体戦（小学生・中学
生・高校生・一般の部　男女）
申込期限　9月20日(火)まで
●バドミントン大会
日時　10月23日(日)　9時～
会場　潮風アリーナ
内容　一般男女ダブルス・シニア男女
ダブルス・男女混合ダブルス
申込期限　10月12日(水)まで
●ゴルフ大会
日時　11月2日(水)　7時30分～
会場　葉山国際カンツリー倶楽部
内容　新ペリア方式によるハンデ戦
（個人戦）
申込期限　10月5日(水)まで
問合せ　文化スポーツ課（☎内線402）

　　ハチの巣の駆除について

　毎年7月～10月にかけて、市に「ハ
チの巣を見つけた」との連絡が多く寄
せられますが、市ではハチの巣の駆除
は行っておりません。ハチの巣のある
場所の管理者がご自身で駆除するか、
費用はかかりますが専門業者に依頼し

てください。
　次の事業者からハチの巣の駆除を行
う害虫駆除業者の紹介を受けることが
できます。
事業者名　（公社）神奈川県ペストコ
ントロール協会
電話番号　0120-064643（県内固定
電話専用）または、045-681-8585
受付時間　平日9時～17時および第1
・3土曜日9時～12時
その他　駆除料金は、業者、巣のある
場所やハチの種類によって異なります
ので、業者へ電話したときにあらかじ
め確認してください。
問合せ　市民サービス課お客様センター
（☎内線319）

　　10月17日(月)～23日(日)は
　　行政相談週間です
　行政相談では、道路、海岸、交通機
関、労働保険、年金、国保、社会福祉、
行政手続きなどに対する意見や要望を
受け付け、問題解決の促進をお手伝い
するとともに行政の制度や運営の改善
に生かしています。
　市では行政相談週間にちなみ、特設
行政相談所（予約制）を開設します。
行政に対する困りごとをこの機会に相
談してみませんか。（9月9日(金)から
予約開始）
日時　10月7日(金)　13時～15時
場所　初声市民センター
問合せ　市民サービス課お客様センター 
（☎内線319）

　　交通安全について

「秋の全国交通安全運動」
実施期間　9月21日(水)～30日(金)
「交通事故死ゼロを目指す日」
実施日　9月30日(金)
　一人ひとりが交通安全について考え、
交通ルールの順守と交通マナーの向上
に取り組むことを通じて、交通事故を防
止しましょう。
【重点項目】
１　子どもと高齢者を始めとする歩行
者の安全確保  
２　夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の
防止および飲酒運転の根絶
３　自転車の交通ルール順守の徹底
問合せ　市民協働課（☎内線315）

　　都会に近い海の街「みうら」
　　婚活ツアー　参加者募集の
　　お知らせ
　出会いの機会が少ないという独身の
方向けに、婚活イベントを開催しま
す！この機会にぜひ「婚活」してみま
せんか？
主催　三浦市結婚支援実行委員会
日程　10月22日(土)　12時30分～17
時30分（予定）
場所　市内（集合時間、場所等詳細は

参加者に個別に連絡します）
内容　和菓子作り体験、下町散策、フ
リータイム、カップリングなど
対象　25～45歳の独身男女各8人
※男性は市内在住の方に限定（定員超
えの場合は抽選により決定）
参加費　男性3,000円／女性：2,000円
※別途、振込手数料はご負担ください。
申込期限　9月30日(金)
申込方法　三浦市結婚支援ウェブサイ
トから申込フォームにアクセスしてお
申し込みください。
その他　参加が決定した方には、参加
費振込みのご案内をメールでお送りし
ますので、携帯電話、スマートフォン
にてドメイン指定受信を設定されてい
る方は、seisaku0101@city.miura.
kanagawa.jpから送信されるメールを
受信できるよう指定してください。
問合せ　三浦市結婚支援実行委員会事
務局（政策課内）（☎内線212）

　　「三浦市経済対策利子補給金
　　交付事業」の実施について
　市では、中小企業の経営安定のため、
10月1日(土)～12月31日(土)に市内金融
機関などから事業資金の融資（借換融
資を除く）を受けられた中小企業者の皆
さまを対象に、借入金の利子の一部（対
象となる事業資金は1中小企業者当たり
合計1,000万円以内、年率1％以内、補
給金限度額5万円、利子補給期間は借入
日から最長6カ月）を補給する事業を実
施します。どうぞご利用ください。
申請期限　令和5年1月16日(月)
問合せ
補助について　もてなし課（☎内線
77344）
融資について　各金融機関融資窓口

　　第 45 回みさき白秋まつり
　　港から巡る「白秋文學コー
　　ス」の船路　乗船募集
　三崎白秋会は、北原白秋がこの町に残
した偉大な足跡、功績を偲び、末永く顕
彰すると共に、白秋文學、童謡等を次世
代へ継承する活動を展開しています。こ
のたび、第45回みさき白秋まつりの一環
行事として一般参加者を募り、㈱三浦海
業公社所有の観光船「にじいろさかな
号」による“港から巡る「白秋文學コー
ス」の船路”を開催します。

日時　10月2日(日)16時　小雨決行
※受付時間15時30分～15時50分
場所　三崎フィッシャリーナ・ウォー
フ「うらり」岸壁から出港
参加費　1人1,000円（資料・記念品
代を含む）
募集人数　先着20人（中学生以上）
※定員になり次第締切
申込方法　白秋記念館（三崎町城ヶ島
374-1）で直接申し込むか、電話また
はFAX（※ただし、白秋記念館が休
館の日（毎週月・金曜日）はFAXの
み）でお申し込みください。
募集締切　9月30日(金)
問合せ　白秋記念館（☎・FAX046-881
-6414）
〔記事提供：もてなし課〕

　　小網代の森でキッズフェス
　　＆デイキャンプ
「ハマカンゾウキャンプ」
日時　10月16日(日)、集合時間：9時
30分
場所　小網代の森引橋入り口集合
対象　小学生～高校生の親子15組（1
組：子ども1人、保護者1人）＊高校
生は保護者なしで参加できます。
参加費　1人100円（保険料）
問合せ　NPO法人小網代野外活動調
整会議事務局（Eメールmoshapiko
@gmail.com）
〔記事提供：環境課〕

　　三浦市民ホールを利用する
　　主な催し
●アメリカ海軍第七艦隊バンドコンサ
ート
日時　9月21日(水)　18時～20時
主催　（公社）横須賀法人会三浦地区会
三浦商工会議所内（☎046-881-5111）
内容　第七艦隊によるコンサート
●いなりっこ発表会
日時　10月2日(日)　開場14時／開演
14時30分
主催　(株)三浦海業公社（☎046-881-
6721）
内容　幼稚園児から中学3年生までの
子ども版面神楽の発表会
●三浦市文化祭 吟道大会
日時　10月10日(月)　10時～
主催　三浦市文化連盟（文化スポーツ
課）（☎内線411）
内容　三浦市詩吟連盟の発表会
※各催しとも入場料は無料です。
※詳細は各主催者に直接お問い合わせ
ください。
問合せ　㈱三浦海業公社（☎046-881-
6721）

　　救急法講習会

＜①普通救命講習＞
日時　10月3日(月)　10時～12時
場所　三浦消防署4階 会議室

内容　成人に対する心肺蘇生法を講義
します。心肺蘇生法の実習もあります。
定員　先着18人
申込期間　9月12日(月)～26日(月)
＜②乳児事故防止教室＞
日時　10月28日(金)　10時～11時
場所　三浦合同庁舎
内容　乳児の事故防止を学ぶ教室です。
心肺蘇生法を体験する実習もあります。
定員　先着10人
申込期間　9月12日(月)～10月21日(金)
＜①・②共通＞
対象　市内または横須賀市に在住また
は在勤（在学）の方
申込方法　電話かファックスで横須賀
市コールセンター（☎046-822-2500、
FAX046-822-2539）へお申し込みく
ださい。
その他注意事項
※マスクを必ず着用してください。マ
スクの着用がないと受講できません。
※受講当日の朝に検温をしてくださ
い。体温が37.5℃を超えるようであれ
ば受講できません。
※受講確認カード（風邪症状や海外渡
航歴について）を受付にて記入してい
ただきます。内容によっては受講できな
い場合もありますのでご了承ください。
※申込締切日以降後のキャンセルは、
救急課（☎046-821-6507）まで直接
連絡ください。
※お子さまを連れての受講も可能です
が、他の受講者の迷惑とならないよう
保護者が責任をもってみてください。
※当日が荒天（大雨警報・洪水警報・暴
風警報・大雪注意報が発令）の際は中止
となります。開催確認は当日8時以降に
横須賀市コールセンター（☎046-
822-2500）へお問い合わせください。
問合せ　横須賀市消防局救急課（☎
046-821-6507）

　　未来への約束を、公正証書
　　が守ります
　－10月1日(土)～7日(金)は「公証週
間」です－
　公証制度とは、契約や遺言の際に、
法務大臣の任命した公証人が公文書で
ある公正証書を作成し、後日のトラブ
ル防止と取引の安全や遺言の完全な実
現を図るものです。
　詳しくは、県内主要都市にある公証
役場または横浜地方法務局までお問い
合わせください。
　相談は無料で、各公証役場で行って
います。
問合せ　横浜地方法務局（☎045-
641-7461(代)）

　　『預けて安心！自筆証書遺
　　言書保管制度』　～相続で、
　　もめないために～
　「遺産分割で争いになるのを避けた
い」、「愛する人に財産を贈りたい」
など、残された方のことを考えて作成

されることが多い遺言書ですが、ご自
身で保管していると、紛失、改ざん、
相続人に発見されないなどのおそれが
あります。このようなトラブルを防ぐ
ため、法務局では自筆の遺言書をお預
かりしています。
　遺言書の内容に関する相談には応じ
ていませんが、制度や保管できる遺言
書の様式を説明したパンフレットを用
意しています。手続きは予約制で、保
管手数料は１通3,900円です。まず
は、お気軽にお問い合わせください。
メリット　①遺言書が民法の定める形
式であるか法務局が確
認する。②遺言書の紛
失や改ざんなどのおそ
れがない。③遺言者死
亡後、あらかじめ指定
した方へ遺言書の存在
を通知する。
　詳しくは法務省ホー
ムページで
問合せ　横浜地方法務
局横須賀支局総務課
（☎046-825-6511音
声案内３）

福祉のひろば

　　プレママパパ体験Day
　　～母親父親教室～
　赤ちゃんを迎える準備はじめませんか
日時　10月22日(土)
①9時30分～11時10分（受付9時20分)
②10時10分～11時50分（受付10時）
③10時50分～12時30分（受付10時
40分）
場所　健康ぷらっと（三浦合同庁舎2
階)
対象　妊婦さんとその家族（そのほか、
参加ご希望の方はご相談ください）
内容　赤ちゃんのお風呂の入れ方（実
習）、栄養と歯科の話、助産師の話など
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
※申込みは10月17日(月)まで、定員
は9組です。（各受付3組ずつ）
※次回は令和5年2月18日(土)です。詳
しくはホームページをご覧ください。
申込み・問合せ　子ども課（☎内線
335）

　　国民年金保険料法定免除届
　　について
　障害年金1・2級を受給している方、
生活保護（生活扶助）を受給している
方、ハンセン病にて生活援助や診療所
などに入所している方は、届出をするこ
とにより国民年金保険料が法定免除さ
れます。保険年金課、南下浦または初
声出張所にて手続きをしてください。ま
た、法定免除の資格を喪失した場合に
も、必ず手続きをしてください。
持ち物　
①個人番号（または基礎年金番号）が
わかるもの

※個人番号カード以外の場合は、身分
証明書もお持ちください（写真付き1
点または写真なし2点）
②各々の受給（または喪失）などを証
明するもの（障害年金証書、生活保護
受給証明書など）
問合せ　保険年金課（☎内線302）

　　令和４年度　三浦市敬老事
　　業のご案内
　多年にわたり社会の発展に寄与して
こられた高齢者に感謝するとともに、
その長寿をお祝いするため、下記の事
業を行います。
●市内最高齢者の方にお祝いの品をお
届けします。
●令和４年度に100歳を迎えられる方
に内閣総理大臣からのお祝い状と記念
品をお届けします。
・対象となる方は、大正11年4月1日～
大正12年3月31日生まれで、かつ9月15
日(木)現在においてご存命の方です。
　例年、9月中旬に市長および三浦市
社会福祉協議会会長が表敬訪問を行っ
ていましたが、新型コロナウイルス感
染症防止のため表敬訪問を中止とさせ
ていただきます。
　なお、お届け方法については、9月
上旬にご連絡の上、調整させていただ
きます。
問合せ　高齢介護課（☎内線352）

　　家族介護教室

　福祉用具と住宅改修を活用し、体に
かかる負担を軽減しませんか？物品を
紹介しながら講師がわかりやすく説明
します。
日時　①9月28日(水)14時～15時30
分、②10月1日(土)14時～15時30分
場所　①市民交流センター ニナイテ 研
修室、②南下浦市民センター 2階講堂
講師　イノベイションオブメディカル
サービス横須賀営業所職員
※両日とも同じ内容で実施します。
定員　各日10人程度
申込期限　9月26日(月)
申込み・問合せ　はまゆう地域包括支
援センター（☎046-881-3351）〔記
事提供：高齢介護課〕

　　メンタルヘルス・もの忘れ
　　相談のご案内
○精神科医による相談（予約制・秘密
厳守）
　うつ・不眠・ひきこもり・アルコー
ル・薬物・統合失調症などの病気・も
の忘れ・認知症の相談に応じます。
（自身のこと・家族の対応）
日時　9月7日(水)、10月5日(水)
※午前中となります。
○福祉職や保健師による相談（随時受
付）
申込み・問合せ　鎌倉保健福祉事務所

三崎センター　保健予防課（☎046-
882-6811）

　　酒害相談のご案内

○酒害相談（予約制・秘密厳守）
　アルコールによる問題でお困りの方
の相談（自身のこと・家族のこと）
に、県から委嘱された酒害相談員が応
じます。
日時　9月12日(月)　15時～
会場　三浦合同庁舎4階401会議室
申込み・問合せ　鎌倉保健福祉事務所
三崎センター　保健予防課（☎046-
882-6811）

みんなのひろば

　　パッチワーク・キルト作品
　　展〔谷内六郎作品など〕
　東京都知事賞・神奈川県美術展入選
の各作品を展示。小物入れ体験講座も
行います。
日程　9月23日(金)～26日(月)
協会員滞在時間　10時～16時（26日
(月)は15時まで）
場所　市民交流センター ニナイテ 多
目的スペース
費用　作品展無料、小物入れ体験講座
100円
問合せ　横須賀パッチワーク・キルト
協会　藤田（☎090-8310-2504）

　　着物リサイクルバザー開催

　初声市民センターまつりでお楽しみ
いただいていた着物のリサイクルバザ
ーが3年ぶりに復活します！
●不要な着物などの受け付け
　不要な着物・和装小物類をご寄付く
ださい。売上金の一部は福祉のために
寄付します。
日時　9月6日(火)、13日(火)、10月4
日(火)の3回（いずれも10時～14時）
場所　初声市民センター 和室
●リサイクルバザー
日時　10月22日(土)12時～18時、23
日(日)10時～16時
※2日目から並ぶ品物もあります。
場所　市民交流センター ニナイテ 多
目的スペース
※着物の受け付け場所とリサイクルバ
ザーの開催場所が異なりますのでご注
意ください。
問合せ　和裁サークル麻の葉（☎090-
6027-2115）

　　德永洋明　ピアノ弾き語り

日時　9月18日(日)　開場13時30分、
開演14時
場所　（公財）横須賀三浦教育会館2

市役所の電話・FAX
☎０４６－８８２－１１１１
FAX ０４６－８８２－１１６０

市役所の電話・FAX
☎０４６－８８２－１１１１
FAX ０４６－８８２－１１６０

口座振替なら便利で確実、安心です。
市税・公金の納付は、
口座振替をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響や
その他の事情によって、期日までに納付
が難しい場合は、ご相談ください。

9月30日は

の納期です。

問合せ　税務課(☎内線244・245・249)

国民健康保険税（４期）
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新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントなどが中止・延期となる場合がありますので、各問合せ先へご確認ください。

階ホール
出演　德永洋明（ピアノ）
ゲスト　殿岡芽依（ファゴット）
入場料　2,000円
定員　先着120人
※当日券の販売はありません。
※予約のない方は入場できません。
※予約後のキャンセルは料金をお支払
いいただきます。
※未就学児は入場できません。
予約・問合せ　横須賀三浦教育会館
（☎046-824-0683、月～金曜日の9
時～17時）

　　三浦半島スケッチ会

　三浦半島の風景を長年にわたって描
き続けている野外スケッチ会の発表展
です。水彩画を中心に、約35人の会
員が約110作品を展示します。
日時　9月22日(木)～27日(火)　10時
～17時（初日は11時～、最終日は16
時まで）
場所　横須賀市文化会館3階第2ギャ
ラリー
問合せ　佐藤（☎046-851-5074）

　　９月・10月の海岸清掃

　どなたでも、ご参加いただけます。
直接、集合場所へお越しください。
（1）諸磯の海
日時　9月17日(土)　9時～
場所　諸磯区民会館横（浜諸磯バス停）
（2）三戸浜ビーチクリーン
日時　10月1日(土)　9時～
場所　三戸浜　火の見櫓前
（3）　城ヶ島の海岸清掃
日時　10月2日(日)　9時～
場所　「城ヶ島」バス停
（4）油壺クリーンウォーク
日時　10月9日(日)　9時～
場所　三浦市営油壺駐車場（油壺バス停）
問合せ　大森（☎090-8312-6222）

イベント中止情報

　　初声市民センターまつりの
　　中止について
　例年秋に開催し、多くの市民の皆さ
んにお楽しみいただいている初声市民
センターまつりは、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のため、中止とな
りました。
問合せ　初声市民センター（☎046-
888-1626）

お知らせ

　　第68回三浦市総合体育大会
　　開催のお知らせ
　9月～令和5年3月にかけて三浦市総
合体育大会が各所で開催されます。詳
細やその他の競技につきましては市の
ホームページにて随時掲載します。
●太極拳表演会
日時　9月25日(日)　13時～
会場　潮風アリーナ
内容　太極拳の表演（見学自由）
●クレー射撃大会
日時　10月2日(日)　9時～ 
会場　千葉県金谷国際射撃場
内容　トラップ・スキートの部 国際
ルールによる100点撃（見学可）
申込方法　当日現地にて受け付け
●卓球大会
日時　10月9日(日)　9時30分～
会場　潮風アリーナ
内容　一般男女シングルス（上級者、
中・初級者）、一般男女ダブルス、中
学男女シングルス・ダブルス、ラージ
ダブルス
申込期限　9月22日(木)まで
●ゲートボール大会
日時　10月9日(日)　9時～
会場　初声市民センター
申込期限　10月8日(土)まで 
●剣道大会
日時　10月16日(日)　9時30分～ 
会場　潮風アリーナ
内容　個人戦・団体戦（小学生・中学
生・高校生・一般の部　男女）
申込期限　9月20日(火)まで
●バドミントン大会
日時　10月23日(日)　9時～
会場　潮風アリーナ
内容　一般男女ダブルス・シニア男女
ダブルス・男女混合ダブルス
申込期限　10月12日(水)まで
●ゴルフ大会
日時　11月2日(水)　7時30分～
会場　葉山国際カンツリー倶楽部
内容　新ペリア方式によるハンデ戦
（個人戦）
申込期限　10月5日(水)まで
問合せ　文化スポーツ課（☎内線402）

　　ハチの巣の駆除について

　毎年7月～10月にかけて、市に「ハ
チの巣を見つけた」との連絡が多く寄
せられますが、市ではハチの巣の駆除
は行っておりません。ハチの巣のある
場所の管理者がご自身で駆除するか、
費用はかかりますが専門業者に依頼し

てください。
　次の事業者からハチの巣の駆除を行
う害虫駆除業者の紹介を受けることが
できます。
事業者名　（公社）神奈川県ペストコ
ントロール協会
電話番号　0120-064643（県内固定
電話専用）または、045-681-8585
受付時間　平日9時～17時および第1
・3土曜日9時～12時
その他　駆除料金は、業者、巣のある
場所やハチの種類によって異なります
ので、業者へ電話したときにあらかじ
め確認してください。
問合せ　市民サービス課お客様センター
（☎内線319）

　　10月17日(月)～23日(日)は
　　行政相談週間です
　行政相談では、道路、海岸、交通機
関、労働保険、年金、国保、社会福祉、
行政手続きなどに対する意見や要望を
受け付け、問題解決の促進をお手伝い
するとともに行政の制度や運営の改善
に生かしています。
　市では行政相談週間にちなみ、特設
行政相談所（予約制）を開設します。
行政に対する困りごとをこの機会に相
談してみませんか。（9月9日(金)から
予約開始）
日時　10月7日(金)　13時～15時
場所　初声市民センター
問合せ　市民サービス課お客様センター 
（☎内線319）

　　交通安全について

「秋の全国交通安全運動」
実施期間　9月21日(水)～30日(金)
「交通事故死ゼロを目指す日」
実施日　9月30日(金)
　一人ひとりが交通安全について考え、
交通ルールの順守と交通マナーの向上
に取り組むことを通じて、交通事故を防
止しましょう。
【重点項目】
１　子どもと高齢者を始めとする歩行
者の安全確保  
２　夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の
防止および飲酒運転の根絶
３　自転車の交通ルール順守の徹底
問合せ　市民協働課（☎内線315）

　　都会に近い海の街「みうら」
　　婚活ツアー　参加者募集の
　　お知らせ
　出会いの機会が少ないという独身の
方向けに、婚活イベントを開催しま
す！この機会にぜひ「婚活」してみま
せんか？
主催　三浦市結婚支援実行委員会
日程　10月22日(土)　12時30分～17
時30分（予定）
場所　市内（集合時間、場所等詳細は

参加者に個別に連絡します）
内容　和菓子作り体験、下町散策、フ
リータイム、カップリングなど
対象　25～45歳の独身男女各8人
※男性は市内在住の方に限定（定員超
えの場合は抽選により決定）
参加費　男性3,000円／女性：2,000円
※別途、振込手数料はご負担ください。
申込期限　9月30日(金)
申込方法　三浦市結婚支援ウェブサイ
トから申込フォームにアクセスしてお
申し込みください。
その他　参加が決定した方には、参加
費振込みのご案内をメールでお送りし
ますので、携帯電話、スマートフォン
にてドメイン指定受信を設定されてい
る方は、seisaku0101@city.miura.
kanagawa.jpから送信されるメールを
受信できるよう指定してください。
問合せ　三浦市結婚支援実行委員会事
務局（政策課内）（☎内線212）

　　「三浦市経済対策利子補給金
　　交付事業」の実施について
　市では、中小企業の経営安定のため、
10月1日(土)～12月31日(土)に市内金融
機関などから事業資金の融資（借換融
資を除く）を受けられた中小企業者の皆
さまを対象に、借入金の利子の一部（対
象となる事業資金は1中小企業者当たり
合計1,000万円以内、年率1％以内、補
給金限度額5万円、利子補給期間は借入
日から最長6カ月）を補給する事業を実
施します。どうぞご利用ください。
申請期限　令和5年1月16日(月)
問合せ
補助について　もてなし課（☎内線
77344）
融資について　各金融機関融資窓口

　　第 45 回みさき白秋まつり
　　港から巡る「白秋文學コー
　　ス」の船路　乗船募集
　三崎白秋会は、北原白秋がこの町に残
した偉大な足跡、功績を偲び、末永く顕
彰すると共に、白秋文學、童謡等を次世
代へ継承する活動を展開しています。こ
のたび、第45回みさき白秋まつりの一環
行事として一般参加者を募り、㈱三浦海
業公社所有の観光船「にじいろさかな
号」による“港から巡る「白秋文學コー
ス」の船路”を開催します。

日時　10月2日(日)16時　小雨決行
※受付時間15時30分～15時50分
場所　三崎フィッシャリーナ・ウォー
フ「うらり」岸壁から出港
参加費　1人1,000円（資料・記念品
代を含む）
募集人数　先着20人（中学生以上）
※定員になり次第締切
申込方法　白秋記念館（三崎町城ヶ島
374-1）で直接申し込むか、電話また
はFAX（※ただし、白秋記念館が休
館の日（毎週月・金曜日）はFAXの
み）でお申し込みください。
募集締切　9月30日(金)
問合せ　白秋記念館（☎・FAX046-881
-6414）
〔記事提供：もてなし課〕

　　小網代の森でキッズフェス
　　＆デイキャンプ
「ハマカンゾウキャンプ」
日時　10月16日(日)、集合時間：9時
30分
場所　小網代の森引橋入り口集合
対象　小学生～高校生の親子15組（1
組：子ども1人、保護者1人）＊高校
生は保護者なしで参加できます。
参加費　1人100円（保険料）
問合せ　NPO法人小網代野外活動調
整会議事務局（Eメールmoshapiko
@gmail.com）
〔記事提供：環境課〕

　　三浦市民ホールを利用する
　　主な催し
●アメリカ海軍第七艦隊バンドコンサ
ート
日時　9月21日(水)　18時～20時
主催　（公社）横須賀法人会三浦地区会
三浦商工会議所内（☎046-881-5111）
内容　第七艦隊によるコンサート
●いなりっこ発表会
日時　10月2日(日)　開場14時／開演
14時30分
主催　(株)三浦海業公社（☎046-881-
6721）
内容　幼稚園児から中学3年生までの
子ども版面神楽の発表会
●三浦市文化祭 吟道大会
日時　10月10日(月)　10時～
主催　三浦市文化連盟（文化スポーツ
課）（☎内線411）
内容　三浦市詩吟連盟の発表会
※各催しとも入場料は無料です。
※詳細は各主催者に直接お問い合わせ
ください。
問合せ　㈱三浦海業公社（☎046-881-
6721）

　　救急法講習会

＜①普通救命講習＞
日時　10月3日(月)　10時～12時
場所　三浦消防署4階 会議室

内容　成人に対する心肺蘇生法を講義
します。心肺蘇生法の実習もあります。
定員　先着18人
申込期間　9月12日(月)～26日(月)
＜②乳児事故防止教室＞
日時　10月28日(金)　10時～11時
場所　三浦合同庁舎
内容　乳児の事故防止を学ぶ教室です。
心肺蘇生法を体験する実習もあります。
定員　先着10人
申込期間　9月12日(月)～10月21日(金)
＜①・②共通＞
対象　市内または横須賀市に在住また
は在勤（在学）の方
申込方法　電話かファックスで横須賀
市コールセンター（☎046-822-2500、
FAX046-822-2539）へお申し込みく
ださい。
その他注意事項
※マスクを必ず着用してください。マ
スクの着用がないと受講できません。
※受講当日の朝に検温をしてくださ
い。体温が37.5℃を超えるようであれ
ば受講できません。
※受講確認カード（風邪症状や海外渡
航歴について）を受付にて記入してい
ただきます。内容によっては受講できな
い場合もありますのでご了承ください。
※申込締切日以降後のキャンセルは、
救急課（☎046-821-6507）まで直接
連絡ください。
※お子さまを連れての受講も可能です
が、他の受講者の迷惑とならないよう
保護者が責任をもってみてください。
※当日が荒天（大雨警報・洪水警報・暴
風警報・大雪注意報が発令）の際は中止
となります。開催確認は当日8時以降に
横須賀市コールセンター（☎046-
822-2500）へお問い合わせください。
問合せ　横須賀市消防局救急課（☎
046-821-6507）

　　未来への約束を、公正証書
　　が守ります
　－10月1日(土)～7日(金)は「公証週
間」です－
　公証制度とは、契約や遺言の際に、
法務大臣の任命した公証人が公文書で
ある公正証書を作成し、後日のトラブ
ル防止と取引の安全や遺言の完全な実
現を図るものです。
　詳しくは、県内主要都市にある公証
役場または横浜地方法務局までお問い
合わせください。
　相談は無料で、各公証役場で行って
います。
問合せ　横浜地方法務局（☎045-
641-7461(代)）

　　『預けて安心！自筆証書遺
　　言書保管制度』　～相続で、
　　もめないために～
　「遺産分割で争いになるのを避けた
い」、「愛する人に財産を贈りたい」
など、残された方のことを考えて作成

されることが多い遺言書ですが、ご自
身で保管していると、紛失、改ざん、
相続人に発見されないなどのおそれが
あります。このようなトラブルを防ぐ
ため、法務局では自筆の遺言書をお預
かりしています。
　遺言書の内容に関する相談には応じ
ていませんが、制度や保管できる遺言
書の様式を説明したパンフレットを用
意しています。手続きは予約制で、保
管手数料は１通3,900円です。まず
は、お気軽にお問い合わせください。
メリット　①遺言書が民法の定める形
式であるか法務局が確
認する。②遺言書の紛
失や改ざんなどのおそ
れがない。③遺言者死
亡後、あらかじめ指定
した方へ遺言書の存在
を通知する。
　詳しくは法務省ホー
ムページで
問合せ　横浜地方法務
局横須賀支局総務課
（☎046-825-6511音
声案内３）

福祉のひろば

　　プレママパパ体験Day
　　～母親父親教室～
　赤ちゃんを迎える準備はじめませんか
日時　10月22日(土)
①9時30分～11時10分（受付9時20分)
②10時10分～11時50分（受付10時）
③10時50分～12時30分（受付10時
40分）
場所　健康ぷらっと（三浦合同庁舎2
階)
対象　妊婦さんとその家族（そのほか、
参加ご希望の方はご相談ください）
内容　赤ちゃんのお風呂の入れ方（実
習）、栄養と歯科の話、助産師の話など
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
※申込みは10月17日(月)まで、定員
は9組です。（各受付3組ずつ）
※次回は令和5年2月18日(土)です。詳
しくはホームページをご覧ください。
申込み・問合せ　子ども課（☎内線
335）

　　国民年金保険料法定免除届
　　について
　障害年金1・2級を受給している方、
生活保護（生活扶助）を受給している
方、ハンセン病にて生活援助や診療所
などに入所している方は、届出をするこ
とにより国民年金保険料が法定免除さ
れます。保険年金課、南下浦または初
声出張所にて手続きをしてください。ま
た、法定免除の資格を喪失した場合に
も、必ず手続きをしてください。
持ち物　
①個人番号（または基礎年金番号）が
わかるもの

※個人番号カード以外の場合は、身分
証明書もお持ちください（写真付き1
点または写真なし2点）
②各々の受給（または喪失）などを証
明するもの（障害年金証書、生活保護
受給証明書など）
問合せ　保険年金課（☎内線302）

　　令和４年度　三浦市敬老事
　　業のご案内
　多年にわたり社会の発展に寄与して
こられた高齢者に感謝するとともに、
その長寿をお祝いするため、下記の事
業を行います。
●市内最高齢者の方にお祝いの品をお
届けします。
●令和４年度に100歳を迎えられる方
に内閣総理大臣からのお祝い状と記念
品をお届けします。
・対象となる方は、大正11年4月1日～
大正12年3月31日生まれで、かつ9月15
日(木)現在においてご存命の方です。
　例年、9月中旬に市長および三浦市
社会福祉協議会会長が表敬訪問を行っ
ていましたが、新型コロナウイルス感
染症防止のため表敬訪問を中止とさせ
ていただきます。
　なお、お届け方法については、9月
上旬にご連絡の上、調整させていただ
きます。
問合せ　高齢介護課（☎内線352）

　　家族介護教室

　福祉用具と住宅改修を活用し、体に
かかる負担を軽減しませんか？物品を
紹介しながら講師がわかりやすく説明
します。
日時　①9月28日(水)14時～15時30
分、②10月1日(土)14時～15時30分
場所　①市民交流センター ニナイテ 研
修室、②南下浦市民センター 2階講堂
講師　イノベイションオブメディカル
サービス横須賀営業所職員
※両日とも同じ内容で実施します。
定員　各日10人程度
申込期限　9月26日(月)
申込み・問合せ　はまゆう地域包括支
援センター（☎046-881-3351）〔記
事提供：高齢介護課〕

　　メンタルヘルス・もの忘れ
　　相談のご案内
○精神科医による相談（予約制・秘密
厳守）
　うつ・不眠・ひきこもり・アルコー
ル・薬物・統合失調症などの病気・も
の忘れ・認知症の相談に応じます。
（自身のこと・家族の対応）
日時　9月7日(水)、10月5日(水)
※午前中となります。
○福祉職や保健師による相談（随時受
付）
申込み・問合せ　鎌倉保健福祉事務所

三崎センター　保健予防課（☎046-
882-6811）

　　酒害相談のご案内

○酒害相談（予約制・秘密厳守）
　アルコールによる問題でお困りの方
の相談（自身のこと・家族のこと）
に、県から委嘱された酒害相談員が応
じます。
日時　9月12日(月)　15時～
会場　三浦合同庁舎4階401会議室
申込み・問合せ　鎌倉保健福祉事務所
三崎センター　保健予防課（☎046-
882-6811）

みんなのひろば

　　パッチワーク・キルト作品
　　展〔谷内六郎作品など〕
　東京都知事賞・神奈川県美術展入選
の各作品を展示。小物入れ体験講座も
行います。
日程　9月23日(金)～26日(月)
協会員滞在時間　10時～16時（26日
(月)は15時まで）
場所　市民交流センター ニナイテ 多
目的スペース
費用　作品展無料、小物入れ体験講座
100円
問合せ　横須賀パッチワーク・キルト
協会　藤田（☎090-8310-2504）

　　着物リサイクルバザー開催

　初声市民センターまつりでお楽しみ
いただいていた着物のリサイクルバザ
ーが3年ぶりに復活します！
●不要な着物などの受け付け
　不要な着物・和装小物類をご寄付く
ださい。売上金の一部は福祉のために
寄付します。
日時　9月6日(火)、13日(火)、10月4
日(火)の3回（いずれも10時～14時）
場所　初声市民センター 和室
●リサイクルバザー
日時　10月22日(土)12時～18時、23
日(日)10時～16時
※2日目から並ぶ品物もあります。
場所　市民交流センター ニナイテ 多
目的スペース
※着物の受け付け場所とリサイクルバ
ザーの開催場所が異なりますのでご注
意ください。
問合せ　和裁サークル麻の葉（☎090-
6027-2115）

　　德永洋明　ピアノ弾き語り

日時　9月18日(日)　開場13時30分、
開演14時
場所　（公財）横須賀三浦教育会館2
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新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントなどが中止・延期となる場合がありますので、各問合せ先へご確認ください。

階ホール
出演　德永洋明（ピアノ）
ゲスト　殿岡芽依（ファゴット）
入場料　2,000円
定員　先着120人
※当日券の販売はありません。
※予約のない方は入場できません。
※予約後のキャンセルは料金をお支払
いいただきます。
※未就学児は入場できません。
予約・問合せ　横須賀三浦教育会館
（☎046-824-0683、月～金曜日の9
時～17時）

　　三浦半島スケッチ会

　三浦半島の風景を長年にわたって描
き続けている野外スケッチ会の発表展
です。水彩画を中心に、約35人の会
員が約110作品を展示します。
日時　9月22日(木)～27日(火)　10時
～17時（初日は11時～、最終日は16
時まで）
場所　横須賀市文化会館3階第2ギャ
ラリー
問合せ　佐藤（☎046-851-5074）

　　９月・10月の海岸清掃

　どなたでも、ご参加いただけます。
直接、集合場所へお越しください。
（1）諸磯の海
日時　9月17日(土)　9時～
場所　諸磯区民会館横（浜諸磯バス停）
（2）三戸浜ビーチクリーン
日時　10月1日(土)　9時～
場所　三戸浜　火の見櫓前
（3）　城ヶ島の海岸清掃
日時　10月2日(日)　9時～
場所　「城ヶ島」バス停
（4）油壺クリーンウォーク
日時　10月9日(日)　9時～
場所　三浦市営油壺駐車場（油壺バス停）
問合せ　大森（☎090-8312-6222）

イベント中止情報

　　初声市民センターまつりの
　　中止について
　例年秋に開催し、多くの市民の皆さ
んにお楽しみいただいている初声市民
センターまつりは、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のため、中止とな
りました。
問合せ　初声市民センター（☎046-
888-1626）

お知らせ

　　第68回三浦市総合体育大会
　　開催のお知らせ
　9月～令和5年3月にかけて三浦市総
合体育大会が各所で開催されます。詳
細やその他の競技につきましては市の
ホームページにて随時掲載します。
●太極拳表演会
日時　9月25日(日)　13時～
会場　潮風アリーナ
内容　太極拳の表演（見学自由）
●クレー射撃大会
日時　10月2日(日)　9時～ 
会場　千葉県金谷国際射撃場
内容　トラップ・スキートの部 国際
ルールによる100点撃（見学可）
申込方法　当日現地にて受け付け
●卓球大会
日時　10月9日(日)　9時30分～
会場　潮風アリーナ
内容　一般男女シングルス（上級者、
中・初級者）、一般男女ダブルス、中
学男女シングルス・ダブルス、ラージ
ダブルス
申込期限　9月22日(木)まで
●ゲートボール大会
日時　10月9日(日)　9時～
会場　初声市民センター
申込期限　10月8日(土)まで 
●剣道大会
日時　10月16日(日)　9時30分～ 
会場　潮風アリーナ
内容　個人戦・団体戦（小学生・中学
生・高校生・一般の部　男女）
申込期限　9月20日(火)まで
●バドミントン大会
日時　10月23日(日)　9時～
会場　潮風アリーナ
内容　一般男女ダブルス・シニア男女
ダブルス・男女混合ダブルス
申込期限　10月12日(水)まで
●ゴルフ大会
日時　11月2日(水)　7時30分～
会場　葉山国際カンツリー倶楽部
内容　新ペリア方式によるハンデ戦
（個人戦）
申込期限　10月5日(水)まで
問合せ　文化スポーツ課（☎内線402）

　　ハチの巣の駆除について

　毎年7月～10月にかけて、市に「ハ
チの巣を見つけた」との連絡が多く寄
せられますが、市ではハチの巣の駆除
は行っておりません。ハチの巣のある
場所の管理者がご自身で駆除するか、
費用はかかりますが専門業者に依頼し

てください。
　次の事業者からハチの巣の駆除を行
う害虫駆除業者の紹介を受けることが
できます。
事業者名　（公社）神奈川県ペストコ
ントロール協会
電話番号　0120-064643（県内固定
電話専用）または、045-681-8585
受付時間　平日9時～17時および第1
・3土曜日9時～12時
その他　駆除料金は、業者、巣のある
場所やハチの種類によって異なります
ので、業者へ電話したときにあらかじ
め確認してください。
問合せ　市民サービス課お客様センター
（☎内線319）

　　10月17日(月)～23日(日)は
　　行政相談週間です
　行政相談では、道路、海岸、交通機
関、労働保険、年金、国保、社会福祉、
行政手続きなどに対する意見や要望を
受け付け、問題解決の促進をお手伝い
するとともに行政の制度や運営の改善
に生かしています。
　市では行政相談週間にちなみ、特設
行政相談所（予約制）を開設します。
行政に対する困りごとをこの機会に相
談してみませんか。（9月9日(金)から
予約開始）
日時　10月7日(金)　13時～15時
場所　初声市民センター
問合せ　市民サービス課お客様センター 
（☎内線319）

　　交通安全について

「秋の全国交通安全運動」
実施期間　9月21日(水)～30日(金)
「交通事故死ゼロを目指す日」
実施日　9月30日(金)
　一人ひとりが交通安全について考え、
交通ルールの順守と交通マナーの向上
に取り組むことを通じて、交通事故を防
止しましょう。
【重点項目】
１　子どもと高齢者を始めとする歩行
者の安全確保  
２　夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の
防止および飲酒運転の根絶
３　自転車の交通ルール順守の徹底
問合せ　市民協働課（☎内線315）

　　都会に近い海の街「みうら」
　　婚活ツアー　参加者募集の
　　お知らせ
　出会いの機会が少ないという独身の
方向けに、婚活イベントを開催しま
す！この機会にぜひ「婚活」してみま
せんか？
主催　三浦市結婚支援実行委員会
日程　10月22日(土)　12時30分～17
時30分（予定）
場所　市内（集合時間、場所等詳細は

参加者に個別に連絡します）
内容　和菓子作り体験、下町散策、フ
リータイム、カップリングなど
対象　25～45歳の独身男女各8人
※男性は市内在住の方に限定（定員超
えの場合は抽選により決定）
参加費　男性3,000円／女性：2,000円
※別途、振込手数料はご負担ください。
申込期限　9月30日(金)
申込方法　三浦市結婚支援ウェブサイ
トから申込フォームにアクセスしてお
申し込みください。
その他　参加が決定した方には、参加
費振込みのご案内をメールでお送りし
ますので、携帯電話、スマートフォン
にてドメイン指定受信を設定されてい
る方は、seisaku0101@city.miura.
kanagawa.jpから送信されるメールを
受信できるよう指定してください。
問合せ　三浦市結婚支援実行委員会事
務局（政策課内）（☎内線212）

　　「三浦市経済対策利子補給金
　　交付事業」の実施について
　市では、中小企業の経営安定のため、
10月1日(土)～12月31日(土)に市内金融
機関などから事業資金の融資（借換融
資を除く）を受けられた中小企業者の皆
さまを対象に、借入金の利子の一部（対
象となる事業資金は1中小企業者当たり
合計1,000万円以内、年率1％以内、補
給金限度額5万円、利子補給期間は借入
日から最長6カ月）を補給する事業を実
施します。どうぞご利用ください。
申請期限　令和5年1月16日(月)
問合せ
補助について　もてなし課（☎内線
77344）
融資について　各金融機関融資窓口

　　第 45 回みさき白秋まつり
　　港から巡る「白秋文學コー
　　ス」の船路　乗船募集
　三崎白秋会は、北原白秋がこの町に残
した偉大な足跡、功績を偲び、末永く顕
彰すると共に、白秋文學、童謡等を次世
代へ継承する活動を展開しています。こ
のたび、第45回みさき白秋まつりの一環
行事として一般参加者を募り、㈱三浦海
業公社所有の観光船「にじいろさかな
号」による“港から巡る「白秋文學コー
ス」の船路”を開催します。

日時　10月2日(日)16時　小雨決行
※受付時間15時30分～15時50分
場所　三崎フィッシャリーナ・ウォー
フ「うらり」岸壁から出港
参加費　1人1,000円（資料・記念品
代を含む）
募集人数　先着20人（中学生以上）
※定員になり次第締切
申込方法　白秋記念館（三崎町城ヶ島
374-1）で直接申し込むか、電話また
はFAX（※ただし、白秋記念館が休
館の日（毎週月・金曜日）はFAXの
み）でお申し込みください。
募集締切　9月30日(金)
問合せ　白秋記念館（☎・FAX046-881
-6414）
〔記事提供：もてなし課〕

　　小網代の森でキッズフェス
　　＆デイキャンプ
「ハマカンゾウキャンプ」
日時　10月16日(日)、集合時間：9時
30分
場所　小網代の森引橋入り口集合
対象　小学生～高校生の親子15組（1
組：子ども1人、保護者1人）＊高校
生は保護者なしで参加できます。
参加費　1人100円（保険料）
問合せ　NPO法人小網代野外活動調
整会議事務局（Eメールmoshapiko
@gmail.com）
〔記事提供：環境課〕

　　三浦市民ホールを利用する
　　主な催し
●アメリカ海軍第七艦隊バンドコンサ
ート
日時　9月21日(水)　18時～20時
主催　（公社）横須賀法人会三浦地区会
三浦商工会議所内（☎046-881-5111）
内容　第七艦隊によるコンサート
●いなりっこ発表会
日時　10月2日(日)　開場14時／開演
14時30分
主催　(株)三浦海業公社（☎046-881-
6721）
内容　幼稚園児から中学3年生までの
子ども版面神楽の発表会
●三浦市文化祭 吟道大会
日時　10月10日(月)　10時～
主催　三浦市文化連盟（文化スポーツ
課）（☎内線411）
内容　三浦市詩吟連盟の発表会
※各催しとも入場料は無料です。
※詳細は各主催者に直接お問い合わせ
ください。
問合せ　㈱三浦海業公社（☎046-881-
6721）

　　救急法講習会

＜①普通救命講習＞
日時　10月3日(月)　10時～12時
場所　三浦消防署4階 会議室

内容　成人に対する心肺蘇生法を講義
します。心肺蘇生法の実習もあります。
定員　先着18人
申込期間　9月12日(月)～26日(月)
＜②乳児事故防止教室＞
日時　10月28日(金)　10時～11時
場所　三浦合同庁舎
内容　乳児の事故防止を学ぶ教室です。
心肺蘇生法を体験する実習もあります。
定員　先着10人
申込期間　9月12日(月)～10月21日(金)
＜①・②共通＞
対象　市内または横須賀市に在住また
は在勤（在学）の方
申込方法　電話かファックスで横須賀
市コールセンター（☎046-822-2500、
FAX046-822-2539）へお申し込みく
ださい。
その他注意事項
※マスクを必ず着用してください。マ
スクの着用がないと受講できません。
※受講当日の朝に検温をしてくださ
い。体温が37.5℃を超えるようであれ
ば受講できません。
※受講確認カード（風邪症状や海外渡
航歴について）を受付にて記入してい
ただきます。内容によっては受講できな
い場合もありますのでご了承ください。
※申込締切日以降後のキャンセルは、
救急課（☎046-821-6507）まで直接
連絡ください。
※お子さまを連れての受講も可能です
が、他の受講者の迷惑とならないよう
保護者が責任をもってみてください。
※当日が荒天（大雨警報・洪水警報・暴
風警報・大雪注意報が発令）の際は中止
となります。開催確認は当日8時以降に
横須賀市コールセンター（☎046-
822-2500）へお問い合わせください。
問合せ　横須賀市消防局救急課（☎
046-821-6507）

　　未来への約束を、公正証書
　　が守ります
　－10月1日(土)～7日(金)は「公証週
間」です－
　公証制度とは、契約や遺言の際に、
法務大臣の任命した公証人が公文書で
ある公正証書を作成し、後日のトラブ
ル防止と取引の安全や遺言の完全な実
現を図るものです。
　詳しくは、県内主要都市にある公証
役場または横浜地方法務局までお問い
合わせください。
　相談は無料で、各公証役場で行って
います。
問合せ　横浜地方法務局（☎045-
641-7461(代)）

　　『預けて安心！自筆証書遺
　　言書保管制度』　～相続で、
　　もめないために～
　「遺産分割で争いになるのを避けた
い」、「愛する人に財産を贈りたい」
など、残された方のことを考えて作成

されることが多い遺言書ですが、ご自
身で保管していると、紛失、改ざん、
相続人に発見されないなどのおそれが
あります。このようなトラブルを防ぐ
ため、法務局では自筆の遺言書をお預
かりしています。
　遺言書の内容に関する相談には応じ
ていませんが、制度や保管できる遺言
書の様式を説明したパンフレットを用
意しています。手続きは予約制で、保
管手数料は１通3,900円です。まず
は、お気軽にお問い合わせください。
メリット　①遺言書が民法の定める形
式であるか法務局が確
認する。②遺言書の紛
失や改ざんなどのおそ
れがない。③遺言者死
亡後、あらかじめ指定
した方へ遺言書の存在
を通知する。
　詳しくは法務省ホー
ムページで
問合せ　横浜地方法務
局横須賀支局総務課
（☎046-825-6511音
声案内３）

福祉のひろば

　　プレママパパ体験Day
　　～母親父親教室～
　赤ちゃんを迎える準備はじめませんか
日時　10月22日(土)
①9時30分～11時10分（受付9時20分)
②10時10分～11時50分（受付10時）
③10時50分～12時30分（受付10時
40分）
場所　健康ぷらっと（三浦合同庁舎2
階)
対象　妊婦さんとその家族（そのほか、
参加ご希望の方はご相談ください）
内容　赤ちゃんのお風呂の入れ方（実
習）、栄養と歯科の話、助産師の話など
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
※申込みは10月17日(月)まで、定員
は9組です。（各受付3組ずつ）
※次回は令和5年2月18日(土)です。詳
しくはホームページをご覧ください。
申込み・問合せ　子ども課（☎内線
335）

　　国民年金保険料法定免除届
　　について
　障害年金1・2級を受給している方、
生活保護（生活扶助）を受給している
方、ハンセン病にて生活援助や診療所
などに入所している方は、届出をするこ
とにより国民年金保険料が法定免除さ
れます。保険年金課、南下浦または初
声出張所にて手続きをしてください。ま
た、法定免除の資格を喪失した場合に
も、必ず手続きをしてください。
持ち物　
①個人番号（または基礎年金番号）が
わかるもの

※個人番号カード以外の場合は、身分
証明書もお持ちください（写真付き1
点または写真なし2点）
②各々の受給（または喪失）などを証
明するもの（障害年金証書、生活保護
受給証明書など）
問合せ　保険年金課（☎内線302）

　　令和４年度　三浦市敬老事
　　業のご案内
　多年にわたり社会の発展に寄与して
こられた高齢者に感謝するとともに、
その長寿をお祝いするため、下記の事
業を行います。
●市内最高齢者の方にお祝いの品をお
届けします。
●令和４年度に100歳を迎えられる方
に内閣総理大臣からのお祝い状と記念
品をお届けします。
・対象となる方は、大正11年4月1日～
大正12年3月31日生まれで、かつ9月15
日(木)現在においてご存命の方です。
　例年、9月中旬に市長および三浦市
社会福祉協議会会長が表敬訪問を行っ
ていましたが、新型コロナウイルス感
染症防止のため表敬訪問を中止とさせ
ていただきます。
　なお、お届け方法については、9月
上旬にご連絡の上、調整させていただ
きます。
問合せ　高齢介護課（☎内線352）

　　家族介護教室

　福祉用具と住宅改修を活用し、体に
かかる負担を軽減しませんか？物品を
紹介しながら講師がわかりやすく説明
します。
日時　①9月28日(水)14時～15時30
分、②10月1日(土)14時～15時30分
場所　①市民交流センター ニナイテ 研
修室、②南下浦市民センター 2階講堂
講師　イノベイションオブメディカル
サービス横須賀営業所職員
※両日とも同じ内容で実施します。
定員　各日10人程度
申込期限　9月26日(月)
申込み・問合せ　はまゆう地域包括支
援センター（☎046-881-3351）〔記
事提供：高齢介護課〕

　　メンタルヘルス・もの忘れ
　　相談のご案内
○精神科医による相談（予約制・秘密
厳守）
　うつ・不眠・ひきこもり・アルコー
ル・薬物・統合失調症などの病気・も
の忘れ・認知症の相談に応じます。
（自身のこと・家族の対応）
日時　9月7日(水)、10月5日(水)
※午前中となります。
○福祉職や保健師による相談（随時受
付）
申込み・問合せ　鎌倉保健福祉事務所

三崎センター　保健予防課（☎046-
882-6811）

　　酒害相談のご案内

○酒害相談（予約制・秘密厳守）
　アルコールによる問題でお困りの方
の相談（自身のこと・家族のこと）
に、県から委嘱された酒害相談員が応
じます。
日時　9月12日(月)　15時～
会場　三浦合同庁舎4階401会議室
申込み・問合せ　鎌倉保健福祉事務所
三崎センター　保健予防課（☎046-
882-6811）

みんなのひろば

　　パッチワーク・キルト作品
　　展〔谷内六郎作品など〕
　東京都知事賞・神奈川県美術展入選
の各作品を展示。小物入れ体験講座も
行います。
日程　9月23日(金)～26日(月)
協会員滞在時間　10時～16時（26日
(月)は15時まで）
場所　市民交流センター ニナイテ 多
目的スペース
費用　作品展無料、小物入れ体験講座
100円
問合せ　横須賀パッチワーク・キルト
協会　藤田（☎090-8310-2504）

　　着物リサイクルバザー開催

　初声市民センターまつりでお楽しみ
いただいていた着物のリサイクルバザ
ーが3年ぶりに復活します！
●不要な着物などの受け付け
　不要な着物・和装小物類をご寄付く
ださい。売上金の一部は福祉のために
寄付します。
日時　9月6日(火)、13日(火)、10月4
日(火)の3回（いずれも10時～14時）
場所　初声市民センター 和室
●リサイクルバザー
日時　10月22日(土)12時～18時、23
日(日)10時～16時
※2日目から並ぶ品物もあります。
場所　市民交流センター ニナイテ 多
目的スペース
※着物の受け付け場所とリサイクルバ
ザーの開催場所が異なりますのでご注
意ください。
問合せ　和裁サークル麻の葉（☎090-
6027-2115）

　　德永洋明　ピアノ弾き語り

日時　9月18日(日)　開場13時30分、
開演14時
場所　（公財）横須賀三浦教育会館2
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三浦市立病院

　はじめまして。令和4年度、新採
用職員の理学療法士の星野晴香で
す。昨年度、専門学校を卒業し社会
人1年目として入職させていただき
ました。
　私は横須賀生まれ、横須賀育ちの
22歳です。

　父が城ケ島出身のため、祖父母に会いに三浦には何
度も訪れたことがありました。三浦のマグロはお刺身
だけでなく、目玉の煮付けなども父が作ってくれるの
でよく食べています。地域のつながりが強く、優しい
雰囲気の三浦がとても好きだったため、この場所で働
くことができてすごく嬉しいです。

　中学生の時はバスケットボール、高校ではハンド
ボールをやっていました。ハンドボールは今でも高校
の部活に顔を出し、プレーしています。身体を動かす
ことが好きで、最近はダイビングを始めてみたいと
思っています。趣味はスポーツ観戦です。野球観戦が
とくに好きで、横浜DeNAベイスターズを応援して
おり、オフシーズンには横須賀スタジアムに練習を見
に行ったりもしています。もし、同じように応援して
いる方がいらっしゃいましたら、声をかけていただけ
ると嬉しいです！
　これから、理学療法士として、三浦の職員として出
来ることをどんどん増やして、少しでも皆さんのお役
に立てるように頑張ります、よろしくお願いします。

「はじめまして」 　理学療法士　星野　晴香
ほしの　　　はるか

ブライダルチェック「健康未来予想図」実施中です！
　結婚を控えている方などを対象としたブライダル
チェック検診「健康未来予想図」を実施中です。
検査内容　血液検査：HBs・HCV・梅毒・HTLV-1
・HIV・風疹・血液型
検査結果　郵送
検査日時　平日8時30分～15時30分まで受付（予約
不要）

検査料　7,000円（税込）
　ブライダルチェックを受けて、あなたの「健康未
来予想図」をつくってみてはいかがですか。
　気になった方、詳細についてはお問い合わせくだ
さい。
問合せ
市立病院医事課（☎046-882-2111　内線5120）

9月5日  こだまクリニック 内科系又は外科系
9月12日  こだまクリニック
9月26日  矢島内科医院
10月3日  こだまクリニック

火曜日

木曜日
9月2日  三浦市立病院
9月9日  あさい内科クリニック
9月16日  徳山診療所
9月30日  徳山診療所
10月7日  三浦市立病院

平　日
土曜日
日・祝日

☎046-880-0358
外 科 系

☎046-881-5265
内 科 系 ・ 外 科 系  塩崎産婦人科      ☎046-889-1103

 みなみ湘南医院
内 科 系 ・ 外 科 系  三浦診療所　　　

☎046-889-1211

内 科 系   田中内科医院　　　
外 科 系  飯島医院　

歯
科 日・祝日 10時～16時

横須賀口腔衛生センター（ウェルシティ市民プラザ２階）
☎046-823-0062
※横須賀市歯科医師会が行う休日急患歯科診療です。

☎046-882-2111

☎046-888-5115

小
児
科

20時～24時  横須賀市救急医療センター　　☎046-824-3001
※三浦市立病院では、小児救急は対応しておりません。
　横須賀市救急医療センターをご利用ください。

17時～24時

金曜日 内科系・
外科系

8時～24時

☎046-882-2111
☎046-888-5115

SEPTEMBER ９月の救急当番医院 （９月１日～10月10日分）

一
般

診療時間
18時～21時

（月曜日～金曜日）

■変更になる場合がありますので、受診の前に必ず当番医院にお問い合わせください。
■診療内容によって受診できない場合がありますので、必ず当番医院にお問い合わせください。
■受診病院や診療科目がわからない場合は横須賀市三浦消防署（☎046-884-0119）に
　お問い合わせください。（ただし、救急出場などにより連絡が通じないことがあります。）

月曜日 内科系
☎046-880-0358
☎046-880-0358

☎046-889-3388
水曜日

三浦市立病院
☎046-882-2111

月～金曜日
17時～

翌朝8時30分

土、日曜日・祝日
8時30分～
翌朝8時30分

☎046-881-4678

☎046-888-2217

☎046-881-2467
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【募集職種】　訪問介護ヘルパー　①アルバイト ②登録スタッフ
【給与】　①時給1,050円＋処遇改善一律1時間250円
　　　　②生活支援：1件1,300円、身体介護：1件1,900円
【勤務時間】　8:00～18:00（実働8時間、休憩60分）
　　　　　　①1日4時間～勤務可能　②1件～対応可能
【仕事内容】　ご利用者様のご自宅における生活介護（掃除、食事
　　　　　　作り等）、身体介護（排泄、入浴介助等）
【必須資格】　運転免許証／ヘルパー2級・初任者研修
【その他】　未経験OK／交通費支給／研修制度あり
※応募・問合せは、お電話・メールでお願いします。

【図書館本館：市役所第２分館内】

【南下浦分館：南下浦市民センター内】

【初声分館：初声市民センター内】

【休館日】

問合せ　図書館（☎内線 415）

◇里海マネジメント論 ～里海を生かした海の使い
　方～（日高　健）
◇「私」という男の生涯（石原　慎太郎）
◇白秋秘唱（鳥越　碧）
◇講談社の動く図鑑MOVE mini『宇宙』（講談社）
◇あるひ　くじらが　やってきた（ニック・ブラ
　ンド）

◇朝日新聞政治部（鮫島　浩）
◇虫のオスとメス、見分けられますか？（森上　
　信夫）
◇浮世小路の姉妹（佐伯　泰英）
◇星座と神話大じてん（永田　美絵）
◇あかちゃんがよろこぶしかけえほん　へんしん
　うみのいきもの（三浦　太郎）

◇フェイク　ウソ、ニセに惑わされる人たちへ
　（中野　信子）
◇annasのおいしい刺繍　CAFE＆SWEETS（川畑
　杏奈）
◇夢をかなえるゾウ0（ゼロ）（水野　敬也）
◇映画おしりたんてい　シリアーティ　ザ・ノベ
　ル（トロル／千葉　克彦）
◇ちびちびパンダ（みやにし　たつや）

9月は5日、12日、19日、20日、
23日、26日、30日です。
10月の休館日は下記のカレンダー
のとおりです。

【三浦市図書館の臨時休館について】

　南下浦市民センターの閉館に
伴い、南下浦分館を10月3日(月)
から令和6年6月（予定）まで休
館します。
　また、南下浦分館で所蔵する
図書などの引っ越し作業や、各
館の蔵書点検を行うため、本館
・初声分館も10月3日(月)～17日
(月)の間休館します。
　利用者の皆さまにはご不便を
おかけしますが、ご理解ご協力
をお願いします。

＜10月の休館カレンダー＞
南下浦分館 本館・初声分館
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※11月以降も休館します。 ※24日(月)、31日(月)は通常どおり
　の休館日です。

※グレーの網掛けの日が休館日です。

 書  館  だ  よ  り図 図書館に、新しい本が入りました。

問合せ　神奈川県新型コロナウイルス感染症感染ダイヤル（☎0570-056774）
　　　　健康づくり課（☎内線370）

新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

ゼロ コ  ロ  ナ  な  し

一部のIP電話など上記番号につながらない場合

0570 - 056774 （注意）
045-285-0536

受付時間
無休（24時間）

発熱や咳などの症状のある方
感染の不安のある方　　　健康・医療に関すること
診療可能な医療機関のご案内
COCOA・濃厚接触者に関すること　など

マスク飲食実施店認証制度に関すること
協力金

経営相談に関すること

第17・18弾に関すること
第9弾から第18弾までの再度の申請受付に関すること

ＬＩＮＥコロナお知らせシステム　　　その他

1

２
８

3
4

ゼロゴーナナゼロ

先頭の “0” が必要です

保健所設置市 横浜市 川崎市 相模原市
横須賀市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 に在住の方は
各市コールセンターにお電話ください。

注意

音声案内

受付時間
平日
9時～17時

　　神奈川
　県の新型
コロナウイ
ルスの最新
情報電話相
談専用ダイ
ヤルのご案
内

＝注意＝
通話料は発信者の
負担となります。
電話をつなぐ前に通
話料金の目安ガイダ
ンスが流れます。

1

　　陽性者の療養期間に
　ついて
２
陽性と診断された方の療養期
間は発症日の翌日から10日間
（11日目解除）です。

有症状 療養・外出自粛
発
症
日

解
除

1
日目

0
日目

2
日目

3
日目

4
日目

5
日目

6
日目

7
日目

8
日目

9
日目

10
日目

11
日目

　　濃厚接触者について３
陽性者と同居の家族などは濃厚
接触者となります。①陽性とな
られた家族などの発症日（無症
状の場合は検査日）②住居内で
感染対策を講じた日のいずれか
遅い方の翌日から5日間は待機
期間（6日目解除）となります
ので外出を控え、感染を疑う症
状が出た場合には医療機関にご
相談ください。

すべての濃厚接触者
（社会機能維持者含む）

不要不急の外出自粛最
終
接
触

1
日目

0
日目

2
日目

3
日目

4
日目

5
日目

6
日目

7
日目

解除

検温など自身で
健康状態の確認ほか

検温など自身で
健康状態の確認ほか

最
終
接
触

勤務を続ける
一部の施設従事者

解
除

解
除

検査 検査

検査検査検査

不要不急
の

外出自粛

キ
ッ
ト

キ
ッ
ト

濃厚接触者の分類

（検査は原則自費検査とする。薬事承認されたものを必ず用いること。
　また、施設や医療機関などの従事者については、事業主が主体となって検査体制を確保する）
※令和4年8月22日時点　神奈川県ホームページから抜粋して作成しています。

女性相談のご案内
　市では女性相談を行っています。結婚・離婚、
夫・恋人からの暴力・脅迫、売春・援助交際からの
更生などお気軽にご相談ください。専門の女性相談
員が、問題解決に向けてあなたと一緒に考え、気持
ちの整理のお手伝い、情報提供をします。相談は無
料です。秘密は守ります。
相談日時　毎月第２水曜日
（10時～12時/13時～15時）予約制
相談方法　電話・来所
問合せ　市民協働課（☎内線311）

男女共同参画に関する詳しい内容は「第３次みうら男女共同参画
プラン」をご覧ください。プランは市のホームページに掲載、また、
市民協働課でも配布しています。

三浦　男女　キャンペーン 検索

あなただけの太陽のイラストを募集します。
問合せ　市民協働課（☎内線311）

答えは・・・

「１１６」一体何の数字？

知って！さんかくクイズ

今月の太陽は、三浦市在住の方の作品です。

Let’s dra
w

　　 you
r sun!  
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