みらいをたくす

とうひょう日﹂

４月７日㈰は千葉県議会議員一般選挙の投票日
﹁おもいのせ

第

回 市新春マラソン大会結果

葉県内の他の市町村から本市

平成 年 月 日以降︑千

発着点として開催されました︒ ３位＝八角遙太朗︵瑞穂小︶

第 回市新春マラソン大会

１位＝佐々木 陽輝︵辰巳台

沿道からの大きな声援を受け︑ ▼小学３年生の部﹇ ㎞﹈

が１月 日︑増穂北小学校を

東小︶

▼投票日時＝４月７日㈰７時
〜 時

▼ 期間＝３月 日㈯〜４月６日㈯
この場合﹁引き続き県内に

投票できません︒
おりです︵敬称略︶︒

した︒各種目の成績は次のと

トレーニングの成果を競いま

３位＝片岡 碧斗︵白里小︶

東小︶

２位＝佐々木 和樹︵辰巳台

ーなどで投票に行けない方は︑ ている病院や老人ホームなど

不在者投票施設に指定され
管理者に対して引き続き県内

を提示するか︑投票所で投票

住所を有することの証明書﹂

１位＝大原 広輝︵あすみが

▼小学１年生の部﹇ ㎞﹈

◇男子

２位＝吉野 滉洋︵菊間小︶

１位＝大嶋 千翔︵ 大木戸小︶

▼小学４年生の部﹇ ㎞﹈

３位＝鬼形 歩︵松ヶ丘小︶
▼小学５年生の部﹇ ㎞﹈
１位＝橋本 和征
︵和良比小︶
２位＝奥田 輝︵松ヶ丘小︶

▼小学６年生の部﹇ ㎞﹈

２位＝髙村 政紀︵市原市︶

１位＝安蒜 直樹
︵ 大網白里市︶

▼ 歳以上の部﹇ ㎞﹈

３位＝南 拓斗︵長生高︶

２位＝大野茉哉子︵ 増穂北小︶

１位＝加藤 真奈︵牧園小︶

▼小学１年生の部﹇ ㎞﹈

◇女子

３位＝田中 哲夫︵柏市︶

▼中学生の部﹇ ㎞﹈

３位＝平井 美羽︵瑞穂小︶

２位＝所 愛菜︵太東小︶

１位＝鵜澤 里桜︵本納小︶

▼小学６年生の部﹇ ㎞﹈

３位＝大塚 奏空︵ちはら台

１位＝松村 達也︵瑞穂小︶

３位＝麻生 昌也︵千葉市︶

１位＝南 莉花︵大網中︶

▼小学２年生の部﹇ ㎞﹈

２位＝永峰 陽彩︵越智小︶

３位＝古嵜 歌海︵大網小︶

２位＝菅原 凜香︵越智中︶

選挙管理委員会

３位＝中野 大翔︵鴇嶺小︶

▼ 歳以上の部﹇ ㎞﹈

▼小学２年生の部﹇ ㎞﹈

３位＝伊藤 颯香︵大網中︶

桜小︶

▼中学生の部﹇ ㎞﹈

１位＝椎名 喜光︵千葉市︶

２位＝安蒜 千夏︵瑞穂小︶

１位＝岡田 愛羽︵

▼ 歳以上の部﹇ ㎞﹈

▼小３年生の部﹇ ㎞﹈

３位＝佐藤美沙姫︵瑞穂小︶

１位＝市原 怜奈︵茂原高︶

▼高校・一般の部﹇ ㎞﹈

辰巳台東小

▼高校・一般の部﹇ ㎞﹈

１位＝松嵜 辰男︵茂原市︶

５
※連覇

１位＝中村 碧海︵岬中︶

３位＝鵜飼 浩
︵ 大網白里市︶

２位＝北島 昭人
︵ 大網白里市︶

１位＝椎名 寛也︵千葉市︶

３位＝佐藤 亜美︵大平小︶

体育協会ホームページをご覧

１位＝加藤 真緒︵牧園小︶

２
※連覇

２位＝堀内 凛乃︵萩原小︶

３位＝保坂 知穂︵東海小︶

▼小学５年生の部﹇ ㎞﹈

１位＝石川 舞桜︵太東小︶

３
※連覇

２位＝今井 悠月︵市西小︶

３位＝小峯 蘭︵勝浦小︶

☎０４７５
︵７２︶
５７０８

大網白里アリーナ

ください︒

結果の詳細については︑市

３位＝村田由里子︵千葉市︶

大網白里市

︶

２位＝舩見 ゆか︵

大
※会新

１位＝山口 倫奈︵富士小︶

２
※連覇
２位＝落石 悠太︵ 土気南中︶

︶
３位＝大嶋 優斗︵越智中︶

１位＝大塚 玲緒︵ちはら台

だより

書﹂が必要となりますので︑
早めに選挙管理委員会までご
相談ください︒
◇最近︑転入して来られた方へ

に転入して来られた方は︑原
市内外から参加した８４７人

桜小︶ ２
※連覇
２位＝濱畑 匠︵瑞穂小︶

宣誓書の記入が必要です︒
則として転入前に３か月以上
の選手たちが力走︒日ごろの

期
※日前投票をされる場合は
入場整理券の裏面が宣誓書
住所を有していた市町村で投

◇千葉県議会議員一般選挙

となっていますので︑事前
票することができます︒

▼告示日＝３月 日㈮

に記入の上︑持参してくだ

︿病院等での不在者投票﹀

千
※葉県外に転出した場合は

さい︒

大
※網白里市選挙区の立候補

なります︒
︿期日前投票・不在者投票﹀

に入院・入所中の方は︑その

期日前投票または不在者投票

２位＝鬼形 真︵松ヶ丘小︶
大
※会新

1.6

︵７０︶
０３９７
☎０４７５

詳細は問い合わせください︒ ３位＝河合 生央︵ 増穂北小︶

あります︒

認申請をしていただく必要が

に住所を有していることの確

ができます︒
る施設に確認してください︒

詳細は︑入院・入所してい

施設で投票できます︒

投票日当日︑仕事やレジャ

1.6

19

検 索

申・ 大網白里市図書室 ☎０４７５（７２）８３８３ 大網白里市図書室
□

44

の届け出が２人以上となら

44

◇不在者投票

29

なかった場合は︑無投票と

12

丘小︶ 大
※会新

◇期日前投票
▼会場・期間
︿郵便等による不在者投票﹀
身体障害者手帳や介護保険
で︑一定の要件を満たす方は︑

被保険者証などをお持ちの方

農村環境改善センターいず
自宅などで不在者投票をする

1.0

1.0

中央公民館１階講堂＝３月
日㈯〜４月６日㈯８時 分

〜 時
みの里農事研修室＝４月４日

▲受賞者の皆さん

図書室休室日

1.6

3.0

▼小学４年生の部﹇ ㎞﹈

２位＝石川 未遥︵太東小︶

1.6

ことができます︒

「社会を明るくする運動」作文コンテスト

４日㈪・11日㈪・18日㈪・21日（木・春分の日）・
25日㈪・29日（金・室内整理日）

2.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

㈭〜６日㈯９時 分〜 時

選挙管理委員会

1.6

２位＝椿 謙一郎︵長生村︶

企画政策課政策推進班
☎０４７５（７０）０３１５

この制度を利用するために

☎０４７５
（７０）
０３９７

1.6

5.0

3.0

永田駅前に郵便ポストが設置されまし
た。ぜひご利用ください。

２位＝安蒜 直樹︵ 大網白里市︶

永田駅前に
郵便ポストを設置

は︑事前に選挙管理委員会が

第 1 保育所

せん。

異なりますのでご注意くだ

域
（北今泉）
にお住まいの方

投
※票所により期間と時間が

▶対象となる方＝第11投票区の区

図書室

30

▶市長賞
片岡 あずさ（瑞穂小５年）
石田 尭之（大網中２年）
▶市保護司会長賞
内山 実咲（増穂小４年）
上代 裕美子（白里中２年）
川戸 将馬（白里中３年）
佐久間 羅衣（増穂中２年）
鵜澤 昻史（増穂中３年）

社会を明るくする運動は、犯罪や非
行のない明るい社会を築こうとする全
国的な運動です。
次代を担う小・中学生に、この運動へ
の理解を深めてもらおうと作文コンテス
トが行われ、多くの児童・生徒から応募
があり、次の方々が入賞しました。
なお、千葉保護観察所長賞を受賞した
戸邉 愛子さんの作品を市ホームペー
ジに掲載していますので、
ご覧ください。
◇受賞者一覧 ※敬称略
▶千葉保護観察所長賞
戸邉 愛子（大網小５年）
▶千葉県推進委員会入選
中村 美恵（大網中３年）
▶山武地区推進委員会委員長賞
大久保 春菜（増穂小３年）

交付する﹁郵便等投票証明

※第11投票区以外の方は、従来

の指定投票所に変更はありま

さい︒

市選挙管理委員会では、第１保

40

29

30

第11投票区の投票所が「第１保育所」から
「汐浜公民館」に変わりました

日程は、各室おはなし会案内をご
覧ください。
◎おはなし会
▶日時＝毎週㈯14時30分〜
※16日㈯は春のおはなし会です。
▶会場＝大網白里市図書室会議室
◎中部分室おはなし会
▶日時＝毎週㈬15時30分〜
※13日㈬は春のおはなし会です。
◎白里分室おはなし会
▶日時＝毎週
（木）
15 時 30 分〜
※14日㈭は春のおはなし会です。
※休室日はお休みします。
◎今月の展示棚
（3〜4月）
『平成を振り返って』
4月30日に天皇陛下が生前退位
されることになり、平成から新元
号へ改元となります。そこで、皇
室に関する本や、平成元年からの
出来事やベストセラー等の本を展
示します。読書で「平成」を振り
返ってみませんか。

1.6

汐浜公民館

保育所」
から
「汐浜公民館」
に変更

▶対象施設＝第11投票所を
「第１

50

20

30

20

◎本の製本講座
専門講師による「本の構造の説
明」と「製本の実習」の講座です。
本づくりの楽しさを体験してみま
せんか。
▶日時＝３月27日㈬13時〜16時
▶会場＝大網白里市図書室会議室
▶募集人数＝先着15人
▶対象＝中学生〜一般
▶持ち物＝エプロン・
手ふき用タオル
▶申込方法＝電話または図書室で
申し込み
▶申込締切＝３月24日㈰
◎春の子ども映画会
▶日時＝３月26日㈫14時〜
▶会場＝保健文化センター
３階ホール
▶演目＝「はらぺこあおむし」
「じゅげむじゅげむ」「バンビ」
◎春のおはなし会
大型絵本の読み聞かせやおはな
し、パネルシアター等を行います。

1.6

コンビニ

30

19

育所の閉鎖に伴い、
当日投票所を
移設しました。

65

30
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