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広報活動
問政策推進課　☎56-1288

 広報誌
市では毎月1日、広報誌「広報きみつ」を発行し、次の方法
により市民の皆さんへお届けしています。
●新聞折り込み
新聞を購読されている方には、新聞折り込みにてお届けし
ています。
●ポスティング
新聞を購読されていない方むけに、無料でポスティングに
よる配達を行っています。
配達を希望する方は、政策推進課
(☎56-1288)までご連絡いただくか、右の
申込フォームからお申し込みください。

●広報誌設置施設
公共施設のほか、JR君津駅、郵便局（市内の全局）、商業施
設、コンビニエンスストア（一部店舗を除く）でも配布にご協
力いただいています。
※それぞれ配布部数には限りがあります。

▶公共施設
　市役所一階総合案内、各行政センター、各公民館、君津中
央図書館、保健福祉センターふれあい館等

 多言語音訳アプリ
　  「Catalog Pocket（カタログポケット）」で配信

無料アプリ「Catalog Pocket（カタログポケット）」を使って
広報誌をデジタル配信しています。アプリに
は高性能翻訳エンジンや音声読み上げ、テキ
スト表示など、便利な機能が搭載されており、
高齢者・障害のある方・外国人など、世代を
問わずどなたでもご利用いただけます。
●導入方法
1　アプリストアで「カタポケ」
　　と検索してアプリをダウン
　　ロードしてください。
　　こちらのQRコードからも
　　ダウンロードできます！ iPhone 版 Android 版
2　アプリを起動して「君津市」と検索してください。
3　広報きみつを選択して、 ☆ マイコンテンツに追加
　　のボタンをタップしてください。
4　�「日本語で読む」を選択すると紙面を読む
ことができます。
詳細は市ホームページで公開しています。

 携帯メール配信サービス
君津市では、安心・安全で快適な生活を送るために必要な
市の情報を電子メールで配信しています。
●配信情報
▶防災情報
大雨、洪水、光化学スモッグ、地震など、気象や災害に関
する情報など
▶火災情報
火災の発生と鎮火の情報など

▶安心・安全メール
行方不明者情報、不審者情報など

▶市からのお知らせ
市の行事、イベント情報など

●携帯電話からの登録方法
次のいずれかの方法で空メールを送信し、その後に返信さ

れたメールから登録画面を開いて登録してください。
▶「t-kimitsu@sg-p.jp」へ直接空メールを送信する。
▶QRコードを携帯電話のカメラで
　読み込み、空メール送信画面から送信する。

■登録にあたっての注意
市からのメールを受信するには、あらかじめ�@city.kimitsu.
lg.jpからのメールが受信できるように設定しておいてくださ
い。
なお、携帯電話のメール受信設定方法がわからない場合は、
コールセンター(☎0570-055-783)、又は携帯電話販売店等
にお問い合わせください。
詳細は市ホームページで公開しています。

 君津市公式SNS
さまざまなSNSを通じて君津市の情報をお届けしています。
読み取りたいQRコード以外は隠して読み取ってください。

●君津市LINE公式アカウント
君津の最新情報をお届けします！

●君津市公式ツイッター
君津の最新情報を広く発信しています！
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

207
063

ドコモショップ君津店 御中

ケータイで暮らしをサポート エリアマップ1図 C‐3

ドコモショップ君津店
携帯電話をはじめとするドコモ商品の販売など、お客様
にご満足いただけるサービスの提供に努めています。
■君津市東坂田1-6-5
■ 0120-376-565 ■営業時間／10:00～19:00
■定休日／第二火曜

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

208
123

auショップ君津（ケイ・ワイ・コーポレーション） 御中

携帯電話 エリアマップ6図 E‐2
真心ある接客で誰からも愛されるお店

auショップ 君津
携帯の購入はもちろん、毎月の料金の見直しや、固定電話・インターネットの
ことまで幅広くご対応致します。皆様のご来店、心よりお待ちしております。
■君津市南子安4-21-8
■TEL:0439-57-6677
■営業時間／10:00～19:00 ■定休日／第2水曜
■URL:https://kyc21.co.jp/aushop.html#au_kimitu あり

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
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　　きみつ公式プロモーション動画を配信中！
君津市公式YouTubeチャンネルでは、春・夏・秋・冬、君津の魅力がギュッと詰まった

プロモーション動画を配信しています！ドローンで空撮した絶景動画を、ぜひご覧ください！

　　　　　◀四季編 ◀春夏編 ◀秋冬編

　　きみつフォトバンク・ムービーバンクで無料ダウンロード！
　君津市には、清水渓流広場（濃溝の滝・亀岩の洞窟）をはじめ、九十九谷の雲海や
久留里城などSNS映えするスポットが数多くあります。
　きみつフォトバンク・ムービーバンクは、そんな魅力溢れる君津の写真やドローン
で空撮した映像をダウンロードできるサイトです。
　サイト内の写真・映像は、すべて無料で自由にダウンロードすることができます。
　ハガキ、名刺、壁紙などのほか、商品パッケージなどの商業利用も可能です。
　なお、利用の際は、ホームペジに記載の“利用用途の制限”と“取り扱い上の注意”を
よく読んでください。

写真や映像をダウンロードできます！

君津の魅力を再発見！

●君津市公式フェイスブック
君津の魅力情報をお届けします！

●君津市観光フェイスブック
君津の観光情報を発信します

●君津市公式YouTube チャンネル
きみつ公式プロモーション動画も配信中です！

●きみぴょんツイッター
きみぴょんの日常や出演するイベント情報
などをつぶやくよ！

●きみぴょんインスタグラム
きみぴょんが出演したイベントの様子や
君津の魅力スポットなどを紹介するよ！

●きみぴょんLINEスタンプ

広聴制度
 市長への手紙
市では、市民の皆さんの意見、要望、疑問などをお寄せい
ただく制度として「市長への手紙」を受け付けています。
内容は、原則、市長が拝見し、回答には一定のお時間をい
ただきます。
また、内容に応じて、担当部署から直接ご連絡させていた
だく場合もあります。
●「市長への手紙」の出し方

①メール
　 市ホームページにある専用フォームから送信してくださ

い。
②封書
　 記入用紙と封筒（料金受取人払）を市役所、各行政センター

等に設置しています。

詳細は市ホームページで公開しています。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

きみぴょんの
LINEスタンプも販売中だよ！
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

209
051

（有）萩原商会 御中

建物解体・産業廃棄物収集運搬 エリアマップ11図 B‐1
地域密着信頼ある地元解体業者

（有）萩原商会
地域のみなさまのご支援をいただき、日々工事現場の品質向上に努めております。
解体工事に関することなら、何でもお気軽にお問合せください。
■木更津市矢那934-7
■TEL:0438-52-3209 ■FAX:0438-52-3219
■URL:http://www.hagiwarashokai.co.jp/
■E-mail:info@hagiwarashokai.co.jp

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

210
141

（株）渡保険センター君津支店 御中

総合保険コンサルタント エリアマップ6図 E‐2
あなたの暮らしを365日360度しっかり守ります。

自動車保険や火災保険などの損害保険はもちろん、終身保
険や医療保険などの生命保険もご相談お受けいたします。
■君津市外箕輪3-2-18
■TEL:0439-50-3451 ■FAX:0439-50-3452
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／土曜、日曜、祝日
■URL:http://watarihoken.com ■E-mail:kimitsu@watarihoken.com

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済


