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東京2020オリンピック・パラリンピック
山武市はスリランカのホストタウン、キャンプ地です。

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、本紙に掲載した内容は、中止または延期する場合があります。あらかじめご了承ください。



2広報さんむ
2020.11月

こども園（短児部）・幼稚園
市内に住所があり、次の年齢に該当する幼児
　●３歳児　平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ
　●４歳児　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ
　●５歳児　平成27年４月２日～平成28年４月１月生まれ

①募集案内・申込書類の配布
　期間・時間　11月２日㈪～（土曜・日曜・祝日除く）午前９時～午後５時
　場所　子育て支援課（山武市役所１階）・こども園・幼稚園
②申込受付　※入園申し込みは先着順ではありません。
　募集人員が定員を超えた場合は、抽選のうえ入園予定者を決定します。
　期間　12月１日㈫～12月11日㈮
　●�日程表　各園の指定日に都合のつかない方は、指定なしの日にお越し� �
ください。その場合でも入園審査に影響はありません。

〈令和３年度入園希望の全ての方へ〉
●�面接では、家庭状況などをお尋ねします。必ず、入園を希望されるお子さんと保護者が第１希望の施設の
会場へお越しください。
●�現在、入園待機になっている方も新たに申し込みが必要です。希望者が多い場合は、希望する施設に入園
できないことがありますので、予めご了承ください。
●現在入園中の方は今回の申し込みは必要ありませんが、継続入園のための現況調査を行います。
●�市外の保育施設等への入園を希望する方は、希望する自治体の申請期限等をご確認のうえ、子育て支援課
へご相談ください。
●令和3年1月から3月の入所を希望する方の受け付けは12月10日㈭までです。

③面接
　●こども園・幼稚園

入園希望施設名 受入年齢 受付日時 受付場所

指定なし 各園による
12月� 1日㈫

午前9時～午後5時
山武市役所
第1会議室

12月� 2日㈬
12月� 3日㈭

しらはたこども園 3歳児から 12月� 4日㈮
まつおこども園 3歳児から 12月� 7日㈪
おおひらこども園 3歳児から 12月� 8日㈫
なんごうこども園 4歳児から 12月� 9日㈬
なるとうこども園 3歳児から

12月�10日㈭
午前9時～午後1時

日向幼稚園 3歳児から 午後1時　～　５時
指定なし 各園による 12月�11日㈮ 午前9時～午後5時

入園希望施設名 電話番号 面接日時 場所
なるとうこども園 0475（82）1355 令和3年1月�14日㈭

時間等詳細につき
ましては、申請書
類提出時に別途ご
案内いたします。

各こども園
なんごうこども園 0475（82）2689 令和3年1月�26日㈫
しらはたこども園 0475（82）1755 令和3年1月�19日㈫
まつおこども園 0479（86）2300 令和3年1月�22日㈮
おおひらこども園 0479（86）3456 令和3年1月�21日㈭
日向幼稚園 0475（88）0624 令和3年1月�15日㈮ 日向幼稚園

期限までに　申し込んでネ！

令和３年度
入園申し込み園 格入 資

込 法申 方
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2020.11月

こども園（長児部）・保育園・地域型保育施設

　子育て支援課　☎0475（80）2632

こども園（長児部）・保育園は、保護者の就労や病気などの理由により、お子さんをご家庭で保育すること
ができない場合に、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。ご家族の中に保育できる方がいる場合
や、入学準備・しつけ・集団生活に慣れさせるためなどの理由だけでは、こども園（長児部）および保育園
に入園することはできません。

①募集案内・申込書類の配布
　期間・時間　11月２日㈪～（土曜・日曜・祝日除く）午前９時～午後５時
　場所　子育て支援課（山武市役所１階）・こども園・私立保育園
②申込受付　※入園申し込みは先着順ではありません。
　期間　12月１日㈫～12月11日㈮
　●�日程表　各園の指定日に都合のつかない方は、指定なしの日にお越しください。その場合でも入園審
査に影響はありません。

※蓮沼保育園は、申し込み受け付けと面接を同時に行いますので、お子さまと一緒にお越しください。
③面接
　●こども園・私立保育園

　●地域型保育施設

入園希望施設名 受入年齢 受付日時 受付場所
日向保育園

生後57日目～就学前
12月� 1日㈫

午前9時～午後5時 山武市役所
第1会議室

若杉保育園 12月� 2日㈬
なるとうこども園

生後６カ月
～
就学前

12月� 3日㈭
しらはたこども園 12月� 4日㈮
まつおこども園 12月� 7日㈪
おおひらこども園 12月� 8日㈫
なんごうこども園

12月� 9日㈬五反田こどもの家 10カ月～３歳未満
キッズアップ ３カ月～３歳未満

指定なし 各園による
12月�10日㈭
12月�11日㈮

蓮沼保育園※ 生後57日目～就学前 12月�11日㈮ 午前９時30分～ 11時30分
※申込受付と面接を実施 蓮沼出張所

入園希望施設名 電話番号 面接日時 場所
なるとうこども園 0475（82）1355 令和3年1月�14日㈭

時間等詳細につ
きましては、申
請書類提出時に
別途ご案内いた
します。

各こども園
なんごうこども園 0475（82）2689 令和3年1月�26日㈫
しらはたこども園 0475（82）1755 令和3年1月�19日㈫
まつおこども園 0479（86）2300 令和3年1月�22日㈮
おおひらこども園 0479（86）3456 令和3年1月�21日㈭
日向保育園 0475（88）2505

12月23日㈬ さんぶの森交流センター
あららぎ館若杉保育園 0475（80）9052

蓮沼保育園 0475（86）2193 12月11日㈮午前９時30分～11時30分 蓮沼出張所

入園希望施設名 電話番号 面接
五反田こどもの家 0479（74）8601

面接については、入園希望者に別途ご案内いたします。
キッズアップ 0475（82）0866

園 準入 基

込 法申 方
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感染症対策事業用に
寄付をいただきました

▲�左から大山自衛隊千葉地方協力本部長、
安井氏、松下市長

▲�坂本理事長（左）、浪川代表取締役（右）

市長から記念品が贈られた松﨑さん（写真中央）と
88歳の米寿を迎えた青松苑のみなさん

農業委員会の代表
会長および
職務代理の交代

いつまでもお元気で
長寿のお祝い

地域と自衛隊の橋渡し
自衛官募集相談員を委嘱

善意に感謝
さんむ医療センターへ寄付をいただきました

令和 2年 10 月1日付で、
農業委員会会長および会長職
務代理者が交代になりました。
農業委員会は、農地の効率的

な利用の促進や耕作放棄地の
解消など農業行政の適切な執
行に努めます。

市長が 9月 16 日に特別養護
老人ホーム青松苑を訪問し、99
歳を迎えられた松

まつ

﨑
ざき

美
よし

さん（成
東）に記念品を贈りました。敬老
の節目年をお迎えの皆さま、ご
長寿おめでとうございます。
いつまでもお健やかにお過ご
しください。

６月１日付で、安
やす
井
い
史
し
洋
よう
氏が、

自衛官募集相談員として再委嘱
されました。
自衛官募集相談員の方には、
志願者に関する情報提供や地域
での広報活動等を支援していた
だいておりますので、皆さま方
のご協力をお願いいたします。

株式会社ナミカワ不動産様よ
り、さんむ医療センターへ 500
万円の寄付をいただきました。
浪川啓介代表取締役から坂本昭
雄理事長に贈呈されました寄付金
については、感染防止等運営費と
して利用させていただきます。
� （8月 20日）

会長
雲
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　氏
会長職務代理者
井
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野
の

　敬
けい

一
いち

　氏

株式会社合同資源様よ
り、市の感染症対策事業に
活用していただきたいと
して、消毒液の寄付をいた
だきました。
いただいた消毒液は、市

の感染症予防対策に活用
させていただきます。

高齢者叙勲

旭日単光章

死亡叙勲

旭日単光章

　　　地方自治功労

　　　地方自治功労

小
お

川
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郎
ろ う

　氏
（松尾町武野里）

浪
な み

川
か わ

　瀞
せ い

一
い ち

　氏
（蓮沼ニ）


