
問幼児保育課 ☎445・1363 味
方です！

　昨秋のプロ野球ドラフト会議でオリックス・バファ
ローズから2位指名を受け、入団が決定した鎌ケ谷市
出身の鈴木康平選手が昨年12月、鎌ケ谷市長を表敬
訪問し、「プロ野球の世界は厳しいとは思うが、息の長
い選手になりたい」と、今後の抱負を語りました。
　清水市長は「鎌ケ谷市にとって大変名誉なこと。１年
目から10勝して、ぜひ新人王を取ってほしい。応援し
ます」と述べ、鈴木選手を激励しました。
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●確定申告・住民税の申告 提出はお早めに‼…2・3　●放課後児童クラブ支援員を募集…3　●公民館・児童センターのイベント…6主な内容

幼稚園は
お父さん・お母さんの味方!!
幼稚園は
お父さん・お母さんの味方!!

鎌ケ谷生まれ・育ちの
プロ野球選手を応援しよう！

市長を表敬訪問した鈴木選手（右から2番目）とご両親（左側）

3～5歳児を預かる幼稚園では、教育や生きる力の基礎を培うことを目的に「幼児教育」に取り組んでいます。
現在、市内には9園の私立幼稚園があり、各園が独自の教育理念の下、魅力あふれる教育を行っています。

　昨年6月から改修工事のため休館していた
中央児童センターが、2月1日（木）にリニューア
ルオープンします。
　外壁・室内・トイレなどが新しくなり、より明
るく快適に利用できるようになりました。ぜひ
遊びに来てください！

中央児童センターがリニューアルオープン！

魅力❶　専任講師による教育活動を実施

魅力❷　全ての幼稚園がバス通園を実施

魅力❸ 　市内のほとんどの幼稚園で「預かり保育」を実施

　市では、幼稚園に通園する子どもの保護者への経済的負担を
軽減するため、「私立幼稚園就園奨励費」を支給しています。

魅力❹　市が幼稚園の保育料を補助

★つどいの広場（パネルシアター・ゲームなど）
　　未就学児と保護者
　　2月1日（木）11時〜11時45分
★第五中学校ギター部演奏会&スタンプラリー
　　2月3日（土）10時〜11時
★移動動物園
　中央児童センターの庭が動物園になり
ます。かわいい動物たちと触れ合おう！
　　2月10日（土）10時〜11時30分
（雨天時は17日（土））
　　駐車場は利用できません

リニューアル記念イベント

日時

日時

日時

対象

注意

A

b c

D

保育料　　　　284,500円
就園奨励費　 　79,200円
負担額　　    205,300円

　通常の保育時間外（朝や夕方）も子どもを預けること
ができるため、「子どもに幼児教育を受けさせながら仕
事をしたい」「仕事の都合で夕方まで保育してほしい」
という家庭の希望に応えます。

　全ての幼稚園がバス通園を実施しているため、自
宅から遠い幼稚園にも安全に通うことができます。

　専任の講師による体操指導や英会話教育などを実施
し、質の高い教育活動を行っています。
　また、通常の教育時間外にも、体操・サッカー・英会
話・音楽教室などの専任講師による課外教室が充実し
ているため、子どもの個性を伸ばすための選択肢が
広がります。

外壁が明るい色合いに変わりました

子ども用トイレ 保育室
（授乳スペース確保）

全ての部屋がリニューアル！

問文化・スポーツ課☎445・1531
オリックス・バファローズ 鈴木康平選手を激励

〔鈴木康平選手の経歴〕

1994年1月21日生まれ。初富小学校・第五中学校出身で、在学時は少

年野球チーム「鎌ケ谷ライオンズ」および「鎌ケ谷リトルシニア」に在籍。

これが「幼稚園の魅力」です！これが「幼稚園の魅力」です！

問中央児童センター☎444・0144

3歳児 年　間

幼稚園の保育料（例）
世帯年収：400万円の場合

※参考までに保育園における同じ世帯年収での保育料は、幼稚園の通常の保育時間との差はあり 
　ますが、324,000円となります
※上記幼稚園保育料284,500円は、私立幼稚園9園の平均額です。幼稚園の通常の保育時間外や
　夏・冬・春休みなどに子どもを預ける場合は、別途「預かり保育」 保育料を加算する必要があり
　ます。また、幼稚園によっては、施設整備費や教材費などの諸経費も別途加算する必要があります
※３歳児とは、4月2日から翌年の4月1日までの間に4歳になる子どものことです
※幼稚園就園奨励費は、世帯の所得や家族構成により金額が変わります。詳しくは、「かまっこ応援
　団ホームページ」をご覧ください

かまっこ
応援団

幼稚園の場合

外国人講師によるネイティブな英会話教育



○前年の所得金額が300万円以下の人の事業所得、不動

　産所得の申告および個人消費税の申告

○給与・年金所得者の申告

○扶養・社会保険料・医療費控除などの諸控除

※前年の確定申告書・収支内訳書の控えをお持ちください

※分離譲渡所得・適用を受ける最初の年の住宅借入金等

　特別控除・雑損控除等の相談は受け付けできません

○給与・年金所得者の申告

○扶養・社会保険料・医療費控除などの諸控除

※事業所得・譲渡所得・退職所得・消費税申告・住宅借入金

　等特別控除・雑損控除・国外居住親族を扶養親族とする

　人の申告（年末調整済みの人などを除く）・その他複雑

　な内容の申告の相談は受け付けできません

「相談期間B」の相談内容に加え、前年の所得金額300万

円以下の事業所得、不動産所得の申告も受け付けます

○相談者が多数の　

　場合は早めに締め

　切ります

○「確定申告書類の

　提出のみ」の場合

　は受け付けできま

　せん

○定員は各日150人

※16時前に受け　

　付けを終了する場

　合あり

○「確定申告書類の

　提出のみ」の場合

　も受け付けでき

　ます

2/13（火）〜2/16（金）

9：30〜15：30

相談期間 相談内容 備考

2/19（月）〜3/15（木）

8：45〜12：00、

13：00〜16：00

※(土)・(日)を除く

2/18（日）、2/25（日）

8：45〜12：00、

13：00〜16：00

A

B

休
日
開
催

税理士会

市職員

市職員
＋

税理士2人

受付者

内容 対象
期間
連絡先

日時

確定申告・住民税の申告　提出はお早めに！！

次の人は確定申告が必要です

●事業所得などがあり、所得金額の合計額から所

　得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した

　税額から配当控除などを差し引いて残額がある人

●給与の収入金額が2,000万円を超える人

●1カ所から給与の支払いを受けており、給与所得

　と、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超

　える人

●2カ所以上から給与の支払いを受けており、年末

　調整をしていない給与収入が20万円を超えてい

　る人

次の相談内容に該当する人は松戸税務署へ相談を

●土地・建物・株式などの譲渡所得がある人

●所得金額が高額な人

●相談内容が複雑な人

　　2月14日（水）〜3月15日（木）の各9時〜１7時

（8時30分から受け付け）

※（土）・（日）を除く。ただし2月18日（日）・25日　

　（日）の2日間は開設します

　前年に住民税の申告をした人に

は、2月上旬までに申告書を送付し

ます。届かない場合や新たに必要

な場合は課税課にご連絡くださ

い。申告書を提出するだけの人は、

同封した返信用封筒で提出してく

ださい。また、左表の相談期間でも

申告書作成の相談に応じます。

次の人は住民税(市・県民税)の申

告が必要です

●鎌ケ谷市に住所がある人（30年

　1月1日現在）

●鎌ケ谷市に住所はないが、事務

　所・事業所・店舗を有している人

次の人は申告不要です
●所得税の確定申告をした人

●給与所得者のうち、給与以外の

　所得が全くなく、勤務先から市

　役所に給与支払報告書が提出さ

　れている人(源泉徴収票の住所

　が鎌ケ谷市でない場合や、提出

　状況が不明な場合は、勤務先に

　確認してください)

●所得がなく、同一世帯の人の申

　告で控除対象配偶者や扶養親

　族になっている人

　65歳以上で障がい者に「準ず

る」と判断されれば、所得税や住

民税の控除が受けられます。事前

に、高齢者支援課に申請してくだ

さい。

　　介護認定を受けており、6カ月

以上寝たきりか、認知症重度状態

が継続している高齢者

問高齢者支援課☎445・1384

住民税の申告

場所確定申告の受け付け・相談　　　総合福祉保健センター6階

　4月から新しく小・中学生になる子ども

がいる家庭に、入学通知書を1月下旬に

送付しました。まだ届いていない家庭や

記載事項に誤りがある場合は、ご連絡く

ださい。

国・県・私立の小・中学校に入学する場合
は書類の提出を
　2月28日（水）までに次の書類を学務

保健室窓口（市役所５階）へ持参または郵

送（〒273-0195）してください。

●市教育委員会が発行した小・中学校の

　入学通知書

●入学する学校が発行した入学許可証

　明書・入学承諾書・入学許可書などのい

　ずれか（市町村教育委員会提出用）

問学務保健室☎445・1501

　市や図書館の各ホームページのトップページに、

バナー広告（有料）の枠を設けています。バナー広

告から広告主のホームページにリンクすることもで

きます。会社や商店、団体のPRに利用しませんか？

　掲載規格など詳しくは、各ホームページにある

「要綱」「取扱基準」をご覧ください。

        1カ月を単位として、最長で31年３月31日

まで

　　  ●市＝15,000円　

　　　●図書館＝5,000円（いずれも1カ月当たり）

        2月28日（水）までに「広告掲出申込書」

（各ホームページからダウンロード）に会社などの

概要が分かる資料、バナー画像を添付して、次の掲

載希望の係に郵送または持参

市ホームページ

ｕhttp://www.city.kamagaya.chiba.jp

入学通知書は
届きましたか？

掲載期間

申し込み

掲載料

市ホームページ・図書館ホームページ

4月からのバナー広告を募集
広告料
1カ月

5,000円から

バナー広告
スペース

市ホームページのトップページ

広報広聴室バナー広告係（〒273-0195、市役

所３階）☎445・1088

図書館ホームページ

ｕhttp://www.library-kamagaya-chiba.jp

図書館本館バナー広告係（〒273-0124中央

1-8-35）☎443・4946

還付申告ができます

　すでに所得税を源泉徴収(給与や年金などの支給

を受ける際に所得税を天引き)されている、次のい

ずれかの条件に該当する人は確定申告ができます。

●医療費控除・住宅借入金等特別控除・雑損控除な

　どを受ける

●年末調整を受けていない、年の途中で退職した後

　に再び就職しなかった など

確定申告書を提出するだけの人は

　直接松戸税務署に郵送（〒271-8533松戸市小

根本53-3）するか、確定申告書を持参して下表「相

談期間B」の期間中にお越しください。

音声ガイダンスを開設

　確定申告受付相談に関する内容について、自動音

声でご案内します（県内のみ使用可）。

　　　☎0800・800・0986

　　3月31日（土）まで

　　●申告の期間・場所・受付時間

　　●市役所でできる申告内容

　　●松戸税務署の案内

　　●申告の際の注意点

所得税 確定申告　2月13日(火)〜3月15日(木)

ねたきり高齢者等の障害者控除

問●松戸税務署☎047・363・1171

　●課税課☎445・1094

2 平成30年（2018年）2月1日号広報広報確定申告・住民税の申告・市政情報



○医師や歯科医師による診療

　代・治療費

○治療のための医薬品費

○出産費・入院費

○通院費(バス・電車代など)

○介護認定を受けている寝

　たきりの人のおむつ代(医

　師の証明または使用確認

　書が必要。詳しくは、高齢

　者支援課へお問い合わせ

　ください)

○医師などへの謝礼

○親族に支払った療養上の世

　話の費用

○健康診断や美容整形の費用

○通院のための自家用車のガ

　ソリン代・駐車料金

○出産のため実家に帰る交通費

○健康食品の購入費

○治療を受けるために直接必

　要としない近視・遠視などの

　眼鏡や補聴器の購入費 など

○医療費控除の明細書

○医療費通知

○健康保険や生命保

　険などからの補て

　ん金額が分かるも

　の（補てん金がある

　場合） など

○セルフメディケー

　ション税制の明細書

○予防接種の領収書、

　健康診断・人間ドッ

　クの結果通知 など

控除対象となるもの 控除対象とならないもの 必要書類

○健康審査・予防接種など「健

　康の保持および疾病の予防

　への一定の取り組み」に要し

　た費用

○特定一般用医薬品費（要指

　導医薬品および一般用医

　薬品のうち、医療用から転

　用された医薬品）

※「健康の保持・疾病の予防

　への一定の取り組み」を行っ

　た個人が支払い、その個人

　および生計を一にする親族

　の医薬品のみが対象

医
療
費
控
除

︵
控
除
上
限
200
万
円
︶

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

︵
控
除
上
限
8
万
8
千
円
︶

対象

対象

対象

場所
定員

配布施設

配布書類

申し込み

申し込み

連絡先

任期

日時

勤務日時

勤務場所

賃金

□収入金額が分かるもの(源泉徴収票など)

□必要経費が分かるもの(事業所得や不動産所得などがある場合。税理士会による

　相談の際に必要です。事前に集計してください)

□控除額が分かるもの

　▶配偶者の所得が分かるもの　　　　▶生命保険・地震保険などの控除証明書

　▶国民健康保険料の領収書・証明書　▶介護保険料の領収書・証明書

　▶国民年金保険料の控除証明書※1

□マイナンバーカードなどの本人確認書類※2の写し

□印鑑・筆記用具・電卓など

□申告者名義の預金口座番号・銀行名・支店名が分かるもの（還付を受ける場合）

※この他、医療費控除を受ける場合は、下表をご覧ください

※1：控除証明書の発行などは、ねんきん加入者ダイヤルへ
　　　☎0570・003・004(050で始まる電話からは☎03・6630・2525)へ

　　　 （月）〜（金）の各9時〜19時、第2（土）の9時〜17時　※（祝）は利用不可

　　市役所では、控除証明書の交付や納付額の確認はできません

※2：前年の申告においてマイナンバーの記載を行った人も本人確認書類が必要
　マイナンバーカードまたは、通知カード（マイナンバーが記載された住民票の

写しでも可）と運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類（顔写真付きのも

のがない場合は、健康保険証などの2種類の本人確認書類）をお持ちください。

●給与所得控除の見直し
　給与所得控除の上限が適用される給与収入が、29年分以後は

1,000万円（控除額220万円）に引き下げられました。

●医療費控除の明細書の添付が義務化
　医療費の領収書は、提出が不要になりますが、5年間は自宅で保

存してください。なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知（健

康保険組合・市などが発行する「医療費のお知らせ」など）を添付す

ると、明細の記入が省略できます。

※31年分までの申告については、経過措置として従来どおり領収書

　の添付による申告もできます

※医療費通知の記載額が、実際の負担額と異なる場合は訂正してく

　ださい

※医療費通知に療養を受けた病院名・薬局名などが記載されていな

　い場合は対象外

●セルフメディケーション税制の創設
　自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当て

することを推進するため、年間1万2,000円を超える特定一般用医

薬品等（スイッチOTC医薬品）を購入した場合の医療費控除の特例

が設けられました。

※この特例を受ける場合は、従来の医療費控除は受けられません

　　健康の保持および疾病の予防への一定の取り組みを行い、特定

一般用医薬品等を購入した人

一定の取り組みとは
▶医療保険者（健康保険組合・市など）が実施する健康診査（人間

　ドック・各種健（検）診など）

▶予防接種（定期接種・インフルエンザ予防接種）

▶勤務先で実施する定期健康診断（事業主健診）

▶特定健康診査・特定保健指導

▶市町村が実施するがん検診

　　　　●課税課窓口（市役所2階。申告期間中を除く） ●総合福祉

保健センター6階（申告期間中のみ） ●まなびぃプラザ ●学習セン

ター（各公民館） ●右京塚連絡所

　　　　●確定申告書Ａ・Ｂ ●住宅借入金等特別控除の各明細書 

●事業所得・不動産所得の各収支内訳書 ●住民税申告書

※その他の書類については課税課にお問い合わせください

※今年から領収書の提出義務がなくなったため、「医療費の領収書提

　出用の封筒」の配布はありません

※市役所から確定申告書類の郵送による配布はできません。松戸税

　務署へお問い合わせください

医療費控除・セルフメディケーション税制の控除対象と必要書類

　市では、ヘルパーの資格がなくても介護を必要とする人の家で、

調理・洗濯などの家事援助ができる「市認定ヘルパー」制度を制定し

ています。

※市認定ヘルパーになるには、次の研修を受講し、市内の訪問介護

　事業者に雇用される必要があります

認定ヘルパー養成研修

　　全3回受講できる18歳以上の人（学生を除く）

　　●2月22日（木）9時〜15時

　　●3月12日（月）9時〜15時

　　●3月19日（月）10時〜14時

※その他に、介護サービス利用者宅への同行訪問研修あり

　　総合福祉保健センター3階 集団指導室

　　20人

　　　 高齢者支援課☎445・1384

　就労などで保護者が昼間家庭にいない小学生に、生活や遊びの支援を行う

放課後児童クラブ支援員を募集します。

　　健康で、子どもと関わるのが好きな人

　　4月1日（日）〜31年3月31日（日）（勤務実績により更新あり）

　　　 年末年始を除く（月）〜（土）のうち週3日程度のシフト制で

●授業がある日＝放課後（13時30分ごろ）〜19時のうち、5〜6時間程度

●授業がない日（（土）・長期休みなど）＝8時〜19時のうち、5〜6時間程度

　　時給①有資格（保育士・幼稚園教諭など）の場合＝1，100円

　　　　②その他＝1，000円

※いずれも交通費支給。①の資格内容について詳しくはお問い合わせください

　　　 南部・北部・西部・道野辺小学校のいずれかの放課後児童クラブ

　　　 こども支援課に事前連絡の上、写真を貼った履歴書を同課窓口（総合

福祉保健センター2階）へ本人が持参（当日面接を実施）

問こども支援課☎445・1320

一歩踏み出してみませんか？誰かのためにできること

子どもと関わる仕事に興味がある人 必見！

放課後児童クラブ支援員を募集

受講者募集
鎌ケ谷市認定ヘルパー養成研修

電話de詐欺に注意！「すぐにお金が必要だ」そんな電話があったら
電話de詐欺相談専用ダイヤル☎0120・494・506に相談を！

忘れずにお持ちください(確定申告・住民税申告共通)

確定申告・住民税申告書類を配布します（なくなり次第終了）

主な改正

注意
受付時間
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市役所1階
南部公民館

保育

千葉県知事表彰
功労章
第1分団団員　　川島祐治

精勤章
第3分団団員　　飯田展久

第3分団団員　　大石和美

第5分団団員　　皆川勝

第6分団団員　　澁谷紀和

第7分団班長　　綿貫辰哉

第8分団団員　　石井賢次

千葉県消防協会長表彰
功労章
第6分団分団長　篠宮達也

精勤章
第2分団団員　　鈴木肇

第6分団班長　　石井幸一

第6分団団員　　髙森明彦

1月6日に消防出初式が
行われました

消防団員などを表彰

　消防業務の発展に功績があった人や、消防団員として模範となる活動を行った団員の表彰が1月6日に福

太郎アリーナで行われ、今年の消防活動が始まりました。表彰された人は、次のとおりです（敬称略）。

問消防本部警防課☎444・3235

情報ひろば

　　　　　 2月8日（木）・9日（金）の各

22時〜翌5時（予備日は10日（土））

※歩行者・自転車は通行できます

問道路河川整備課☎445・1435

新京成線連続立体交差事業試掘工事
に伴う夜間車両通行止め

　自治会は、地域の見守りや環境美化、防犯・防災

活動など、住民の生活環境を向上するための活動

をしています。

　市と市自治会連合協議会では、2月を「自治会加

入促進月間」とし、市役所内の各窓口でミニのぼ

りを設置したり、未加入世帯や転入・転居者への

声掛けやチラシの配布をしたりします。

　この機会に、加入を考えてみませんか？

問市民活動推進課☎445・1252

2月は「自治会加入促進月間」

自治会への加入啓発活動実施中！

　「自己理解とキャリアプラン」「就職

スキル」をテーマとしたセミナーを開

催します。

対再就職を考えている子育て中（後）

の女性

時2月23日（金）10時〜12時30分

所総合福祉保健センター3階

定20人（申込先着順）

　　未就学児、先着10人（100円。2月

16日（金）までに要申込）

他●個別就労相談会を同日13時30

　　分から実施（4人まで。申込先着順）

  ●雇用保険受給者の活動実績に　

　　なります

申商工振興課☎445・1240

子育てお母さんの再就職支援セミナー
in鎌ケ谷＆就労相談会

通行止め期間

　中学校1年生を対象に募集した税の

標語で、4,760点の応募があり、市内

の中学生が次のとおり入賞しました。

松戸税務署長賞

「あなたの税 今日もどこかで 役に立つ」

木本涼真（鎌ケ谷中）

鎌ケ谷市長賞

「これからも 未来支える 消費税」

和田あかり（第五中）

鎌ケ谷市教育長賞

「僕たちの 暮らしに活きる 消費税」

荒木智康（鎌ケ谷中）

松戸間税会金賞

丸山凜（第二中）

手塚蓮太郎（第五中）

問松戸間税会☎047・344・4895

「税についての標語」入賞作品決定

内30年度同組合予算の審議など

時2月21日（水）14時から

所船橋市役所

他傍聴希望者はお問い合わせください

問同組合☎436・2772

四市複合事務組合議会 第1回定例会

　電気を上手に使い、省エネ機器への

設備更新、自然災害に備える設備保全

を進めましょう。

問（一財）関東電気保安協会柏事業所

☎04・7166・8720

2月は省エネルギー月間

内インディアカ、シャッフルボード、ト

ランポリン、卓球、バドミントン、バッ

ゴー、オーバルボールなど

時2月17日（土）13時30分〜16時

所福太郎アリーナ

費50円（当日持参）

持飲み物・室内履き

問文化・スポーツ課☎445・1531

みんなのスポーツDay

お知らせ・相談

登録番号 150000〜169999
▼

　自動交付機は、印鑑登録証明書と住民票※の取得ができ、大変便利です。

　利用には暗証番号を設定した「印鑑登録証・かまがや市民カード」が

必要です。

※：マイナンバー・住民票コードが記載された住民票は、自動交付機で

　 発行できません

自動交付機の利用時間

　　　　 ●（月）〜（金）＝8時30分〜20時　●（土）・（日）＝9時〜16時

　　　　 ●（月）〜（金）＝9時〜20時　●（土）・（日）＝9時〜16時

※いずれも（土）・（日）に当たらない（祝）、年末年始、臨時休館日は利用

　できません

　素材の性質により劣化が早

く、割れやすくなっています。無

料で新しいカードと交換できる

ため、市民課窓口（市役所１階）

までカードをお持ちください

（代理申請可）。

問市民課☎445・1195

150000〜169999番のカードをお持ちの人へ

自動交付機の利用が便利

（土）・（日）でも住民票などを取得できます

東葛飾支部長表彰
功労章
第2分団団員　　　小金健太郎

第8分団団員　　　首藤茂

精勤章
第2分団班長　　　澤潟直也

第3分団班長　　　秋元一之

第4分団分団長　　上村勇

第4分団班長　　　小林弘太

第6分団団員　　　伊藤将平

第7分団団員　　　秦隆二

千葉県防災危機管理部長表彰
防災危機管理部長章
第2分団団員　　　鈴木秀利

第4分団班長　　　大出啓一

第4分団団員　　　小杉洋平

第4分団団員　　　大西康之

第7分団副分団長　渋谷将重

鎌ケ谷市長表彰
功績章
第2分団班長　　皆川智寛

第7分団分団長　瀨戸誠司

第7分団団員　　石井朗

鎌ケ谷市消防団長表彰
功績章
第2分団班長　　澤潟直也

第3分団班長　　秋元一之

第4分団分団長　上村勇

第4分団班長　　小林弘太

第6分団団員　　伊藤将平

功績章2号
第6分団班長　　石井幸一

第6分団団員　　澁谷紀和

第6分団団員　　伊藤将平

第6分団団員　　渋谷昌平

第6分団団員　　石原裕介

第6分団団員　　石井治由己

第6分団団員　　石原寛之

第6分団分団長　篠宮達也

優秀分団
第6分団

鎌ケ谷市長感謝状
つばさクリニック

戸嶋まりゑ

藤原美智子

鎌ケ谷市消防長感謝状
鎌ケ谷自動車学校

鎌ケ谷小学校音楽部

スポーツ

新鎌ケ谷駅

病院

交番

通行止め区間 北総線

東
武
野
田
線

新京成線

自治会に
入ろう！！
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業服・安全帽・軍手・剪定（せんてい）ば

さみなど

申住所・氏名・電話番号・講座名、テキ

スト希望の有無、所属（勤務先・学校名

など）を記入して、2月13日（火）まで

に同校ゆ〒283‒0001東金市家之子

1059／ｆ0475・54・0630／窓口

問同校☎0475・52・5140

雨水浸透桝

穴の開いた雨水桝に

雨水を集めて地下に

浸透させるもの

側溝へ接続

浸み込む※浸透施設の周辺に

　は砕石を敷く

内庭園の平面図・透視図の書き方、設

計した小庭園（坪庭）作り

時2月21日（水）〜23日（金）（全3回）

所県立農業大学校（東金市）

定30人（申込先着順）

費2,360円

持筆記用具、昼食・飲み物、帽子●21･

22日＝製図用具（要相談）●23日＝作

農業大学校講座
「庭園設計と作庭講座」

注意
申し込み

展示期間

　絵画・書道・写真などの作品を展示できるスペース「ミニギャラリー」を

約半月ごとに貸し出します。

　　　 各月2日〜15日または17日〜末日（1団体につき約14日間）

※市が使用する期間を除く

　　宗教・政治・営利を目的とするもの、公序良俗に反するものは展示不可

　　　　生涯学習推進課☎446・1111

まなびぃプラザ ミニギャラリー
出展団体 募集

日頃の活動の成果を
発表しませんか？

30年度の申し込み受け付けを開始

　仲間づくり・生きがいづくり・社会参

加をしませんか？

対県内在住で原則60歳以上の人

申県ホームページや市高齢者支援課

窓口（総合福祉保健センター２階）な

どで配布する願書に記入して、2月9

日（金）〜28日（水）に同校へ郵送

他詳しくはお問い合わせください

問同校☎043・266・4705

30年度千葉県生涯大学校学生（二次）

　本業を持ちながら、第二の活動をす

る「パラレルキャリア」や、ソーシャル

ビジネスの起業などの活動について

意見を交換して、「働く世代」と地域の

関わりを考えます。

時2月18日（日）13時15分〜16時45

分（12時45分から受け付け）

所まなびぃプラザ3階　

定40人

師●（株）PLUS-Y代表取締役の永田

洋子さん●日本政策金融公庫の石川

智章さん●おやこカフェ代表の佐藤

紘孝さん●（一社）コレカラ・サポート

代表理事の千葉晃一さん

申住んでいる市町村・氏名・電話番

号、団体名（所属している場合）を記

入して、2月13日（火）までに県県民

活動・文化課ｆ043・221・5858／

ｍnpo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp

または☎043・223・4133

協働まちづくり交流会in鎌ケ谷

講座・講演

　市街化が進み、住宅やアスファルトなどで地表が覆われたことで、雨

水の流出量が増え、水害がたびたび発生しています。そこで、家庭の雨

水流出量を減らすことができる「雨水浸透桝」を普及させるため、市が

皆さんの敷地内に雨水浸透桝を2・3基設置し、雨水の浸透状況などに

ついて報告をするモニターを募集します。

問道路河川整備課☎445・1440

1 まずはご連絡を！

　設置希望者の住宅が設置に適している地域か、また実際に市職員

が希望者宅を訪れ、設置可能な状況であるかを確認します。

※地域や敷地の形状などにより、設置できない場合あり

2 設置工事を実施

　市が工事費用を全額負担し、

希望者宅の敷地内に設置します。

3 モニター（報告）の実施

　設置後3年間は、モニターとし

て浸透状況などの報告をお願い

します（年3回）。

※モニター期間の終了後、浸透桝

　は申請者の所有になります

雨水浸透桝モニターを募集

水害を防ぐためにできること
うすいしんとうます

伝言板
　　　　　  　 会員募集は年１回、催しは年６回まで掲載可　  市内

公共施設を会場とするものは各施設へ　  締め切りは発行日の１カ月

半前（原則として１日か15日）　  その他掲載について不明な点は広報

広聴室☎445・1088へ

掲載のきまり

▶わくわく体操
ストレッチ・筋力づくり。対成人女性時2月5日・19日の各（月）9時30分〜

11時所北中沢コミュニティセンター定各5人（申込先着順）申たんぽぽ

（3B体操） 鈴木☎090・9320・8045

▶親子で楽しむ初めてのリトミック
リズム遊び・歌。対未就園児と保護者時2月13日（火）・16日（金）の各11

時〜11時40分所粟野コミュニティセンター定各15組（申込先着順）費各

500円申はっぴーまーち 泉☎080・9989・7754

▶講演会「自衛隊を憲法に明記する」
憲法改正案を学びましょう。時2月11日（日）13時30分から所まなびぃ

プラザ定70人費300円師龍谷大学名誉教授の元山健さん問「九条の会

鎌ケ谷ーこの指とまれー」「戦争させない1000人委員会鎌ケ谷」 菊池☎

443・3597

▶水彩画展
時2月4日（日）〜10日（土）の各10時〜16時（初日は12時から、最終日は

15時まで）所きらり鎌ケ谷市民会館ロビー問絵筆の会 牧田☎447・

2638

▶鎌ケ谷将棋クラブ
時毎週（日）13時〜17時所南初富コミュニティセンター定5・6人月成人

男性のみ500円、その他無料申西野☎090・4816・6756

▶もくせい会
内①民踊②新舞踊時第2・3・4（木）①＝13時〜15時②＝15時〜17時

所道野辺中央コミュニティセンター定若干名月①＝3,000円②＝

4,000円申四元☎444・7599

▶中部ダンスサークル
社交ダンス。対初心者（シニア歓迎）時毎週（土）10時〜12時所南部公民

館定2・3人月2,000円申田尻☎090・3962・5745

▶絵筆の会
水彩画。対成人時第1・3（火）9時30分〜12時30分所東初富公民館定若

干名入1,000円月1,000円申牧田☎447・2638

会員募集

催しなど

募集

内郷土資料館の講座・教室や、市内小・

中学校への出前授業などの事前準備

や当日の補助など

対市内在住・在勤で18歳以上の人

定5人程度

申市ホームページおよび郷土資料館

窓口で配布する申込用紙に記入して、

2月28日（水）までに同館ｆ443・

4502／窓口へ持参／ｍkyodo@city.

kamagaya.chiba.jp

問同館☎445・1030

郷土資料館イベントボランティア

あなたの特技を生かしませんか？

　元バスケットボール日本代表のスポーツ指

導者が、多角的な視点から、学習・スポーツ・子

育てで生かせる、強いメンタルや効果的な体

力づくりの秘訣（ひけつ）を伝授します。

　　2月24日（土）10時〜12時

　　北部公民館

　　30人（申込先着順）

　　パシフィックバスケットボールアソシエー

ション代表の羽賀篤史さん

　　未就学児、先着5人（2月15日（木）までに

要申込）

　　   北部公民館☎446・1076／窓口

元
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

日
本
代
表
の

羽
賀
篤
史
さ
ん

◀

内心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど

対中学生以上

時2月17日（土）●市民向け＝9時〜

12時●一定頻度者向け＝9時〜13時

所消防本部

定20人（申込先着順）

持筆記用具・普通救命講習修了証（再

講習の場合）

申中央消防署☎444・3222

問消防本部警防課☎440・8125

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ

北部家庭教育セミナー

こどものやる気スイッチONココロとカラダの発育について

保育

日時
場所
定員
講師

申し込み
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内：内容　対：対象　時：日時　所：場所　定：定員　入：入会金　年：年会費　月：月会費　費：費用　師：講師　持：持ち物　他：その他　注：注意　申：申し込み

問：問い合わせ　※原則として、費用の記載のないものは無料、申し込みの記載のないものは申し込み不要です



まなびぃプラザ パソコン講座

　　まなびぃプラザ3階 

研修室2

　　26人（申込先着順）

　　1,000円（返金不可）

　　まなびぃパソコン普及会

　　　USBメモリー

　　 ●Windows10、Office

　2016を使用します

●詳しくは市民活動推進センター

　ホームページをご覧ください

●まなびぃ100対象

　　車での来館はご遠慮ください

情報ひろば

　年齢・職業・経験などの異なる人が

自由で平等に対話するために、隠れた

思いやアイデアをブロック玩具で「見

える化」して、市の未来に必要なもの

について考えます。

時2月10日（土）14時〜16時

所市民活動推進センター

定20人
保育 未就学児、先着5人（2月5日（月）

までに要申込）

申住所・氏名（ふりがな）・電話番号、保

育希望者は子どもの氏名（ふりがな）・

生年月日・性別を記入して、2月8日

（木）までに市民活動推進課ｆ445・

1400／ｍsikatu@city.kamagaya.

chiba.jpまたは☎445・1274

　サークル・団体の発表や、展示・体験コーナー、出店な

ど見どころいっぱい！小・中学校の皆さんも参加します。
内容●発表＝ダンス・楽器演奏・コーラスなど

　　●展示＝絵画・書道・生花・手芸など

　　●体験＝脳のトレーニングなど

　　●出店＝ポップコーンなど
日時 2月24日（土）・

25日（日）の各9時〜

16時
場所中央公民館
注意車での来館はご

遠慮ください

問ふれあいまつり実

行委員会（中央公民

館内）☎445・2012

中央公民館ふれあいまつり
〜であい・ふれあい・たすけあい〜

交流サロン
〜レゴシリアスプレイを通して
　　　　鎌ケ谷の未来を考えよう〜

イベント

内：内容　対：対象　時：日時　所：場所　定：定員　入：入会金　年：年会費　月：月会費　費：費用　師：講師　持：持ち物　他：その他　注：注意　申：申し込み

問：問い合わせ　※原則として、費用の記載のないものは無料、申し込みの記載のないものは申し込み不要です

　　　　10時〜21時にまなびぃプラザ☎446・1111／窓口へ

※申込番号

申し込み

日程

対象

場所

定員
費用

講師
持ち物
その他

リサイクル情報

　品物の交渉は当事者間で行い、

交渉が成立したらクリーン推進課

☎445・1223へ。

ガラスケース付き雛人形・五月人形

　取りに来られる人に無料で。

問18時までに伊藤☎444・6863

　インターネット閲覧ソフト「Edge」の活用法を学びます。

ウィンドウズエッジ連続2日間

韓国の民族衣装をまとった人形2体・

西洋人形1体

　いずれも42〜56cmでケース入

り。無料で。

問清水☎412・1432

ゆずります

●収集しません・自己搬入できま

せん＝2月12日（月）

●南部小＝1日(木)　●初小＝5

日(月)　●鎌小＝9日(金)　

●道小＝13日(火)　●中部小＝

14日(水)　●北部小＝19日(月)

●五小＝21日(水)　●西部小＝

22日(木)　●東部小＝26日

(月)

問クリーン推進課☎445・1223

祝日などのごみの収集・
自己搬入

2月の有価物回収

外国家庭料理講習会「ウズベキスタン
料理の調理実習と試食パーティー」

内①調理実習＝ウズベキスタン風ピ

ラフ、マスタワなど

②試食パーティー＝試食しながら、ウ

ズベキスタンの文化などを紹介する

交流会

時2月18日（日）①＝9時45分から

（9時30分から受け付け）

②＝12時30分〜14時30分

所南部公民館

定●①・②両方＝24人●②のみ＝16

人（いずれも申込先着順）

費1,500円（会員割引あり。当日持参）

師ウズベキスタン出身のカユモワ・オ

ゾダさん

申2月10日（土）までの（月）・（水）・

（土）の各9時〜12時・13時〜16時

に、市国際交流協会☎442・1860／

ｍevent@kifa.gr.jp

　東京おもちゃ美術館からたくさん

のおもちゃがやってきます。おもちゃ

の使い方や選び方に詳しいコンサル

タントもいます。

対乳幼児の親子

時2月3日（土）10時〜11時30分

所粟野児童センター

問同センター☎441・7066

おもちゃの広場に遊びにおいで！
パート4

　親子で上質なおもちゃで遊びます。

また、パパ同士の情報交換もしましょう。

対未就学児と父親

時2月3日（土）10時〜11時30分

所粟野コミュニティセンター

問粟野児童センター☎441・7066

イクメン集まれ！パパサロン

公民館・児童センターのイベント

ファミリーの集い

　明るい家庭づくりの体験発表など

を行います。

時2月11日（日）10時〜11時30分

所東部学習センター

定150人（当日先着順）
保育あり（2月10日（土）までに要申込）

問（一社）実践倫理宏正会 伊藤☎080・

5657・2120

市内の自然に触れることができます

ブロック玩具と教材を活用した

ワークショップ

春の自然観察会
初春の中沢地区の自然に親しもう

　春まだ浅い八幡・春日神社の境内や

根郷川沿いで鳥や植物を観察してみま

せんか？

時3月4日（日）9時30分中沢自治会

館集合〜12時解散

※荒天時は10日（土）

定30人（申込先着順）

費50円

師都市鳥研究会顧問の唐沢孝一さん
服装歩きやすいもの・運動靴

注車での来館はご遠慮ください

申郷土資料館☎445・1030

　退職・現職教職員による絵画・書道・

手工芸・写真・文芸など約150点の作

品を展示します。

時2月20日（火）〜25日（日）の各9時〜

17時（初日は11時から、最終日は

16時まで）

所さわやかちば県民プラザ1・2階（柏市）

問同祭実行委員会 小澤☎04・7149・

0536

春のお楽しみ会「クラウンゆーすけの
サウンドパフォーマンスショー」
内容 みんなが笑顔になれるパントマイム、

ジャグリングショー
対象幼児の親子、小学生
日時2月24日（土）14時30分〜15時（14

時15分開場）
場所 粟野児童センター
 　　当日はイベント

の間のみ開館

問同センター☎441・

7066

注意

クラウンゆーすけさん

北部劇場
「あの『新宿ともしび』が鎌ケ谷へやってくる！」

注意

第21回東葛教育芸術祭

32

　　簡単な文字入力とマウス

操作ができる人

　　2月22日（木）・23日(金)

の各9時30分〜12時30分

よみがえる歌声喫茶！ 日頃の成果を発表します

　思い出の曲と共に、世代を超えて一緒に集い、

歌いませんか？
日時2月17日（土）13時30分〜15時30分

（13時開場）
場所北部公民館
定員100人（申込先着順）
費用200円（歌集

レンタル料）
出演新宿ともしび
　　　 飲み物
       　　　同館

☎446・1076／

窓口

持ち物

申し込み

市民サロン

　地域で集って親睦を深めませんか？

内懇談・輪投げなど

時2月5日（月）10時〜15時

所道野辺中央コミュニティセンター

申シルバー人材センター☎443・

4145
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　：１日（木）8時30分から予約開始（先着順）　　：要予約　 　センター：総合福祉保健センター　 　センター：習志野健康福祉センター　※1：予約は開催日の2日前まで

※2：場所は予約時にお知らせ　※3：HIV抗体検査は　 の結果のみ即日通知　　　　　　　　　　●南＝１１日（日）●くぬぎ山＝1９日（月）●北中沢＝2日（金）12時から●粟野＝24

日（土）午前・15時から

福 習注 予

各児童センターの休み昼

　初心者からレパートリーを増やしたい人まで

誰でも参加できます。

内●ヘルスメイト（食生活改善推進員）による

健康づくりの話●調理実習（揚げ焼き酢豚と

たっぷり野菜、高野豆腐と青菜の白あえなど）

●汁物の塩分濃度測定

時2月21日（水）10時〜14時

所総合福祉保健センター3階

定30人　費400円

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾、家庭で飲

んでいる汁物50cc程度

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

健康づくり料理教室 「野菜たっぷりクッキング」

主な施設の
休み

●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週（火）、1１日（日）・１２日（月）　●図書館＝

毎週（月）（12日を除く）、13日（火）・28日（水）　●スポーツ施設（弓道場・アーチェリー場を除く）＝

１４日（水）　●郷土資料館＝毎週（月）、１１日（日）

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

酒害相談

心配ごと相談

心の相談

HIV抗体検査（エイズ）、
梅毒・クラミジア検査、
B型・C型肝炎検査

精神保健福祉相談

ピアサポート相談

子育て相談

　センター／　センター

☎475・5154

習 習

　センター／　センター

☎475・5152

習習

　センター／　センター

☎475・5153

習福

　センター3階／　センター

☎475・5152

福 習

　センター５階／市社会福祉

協議会☎444・6921

福

①＝まなびぃプラザ②③＝中央

公民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①15日（木）18時〜20時30分

②18日（日）13時〜15時30分

③27日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

13日（火）14時から

20日（火）9時15分から

8日（木）9時30分から

16日（金）13時30分から

精神障がい相談

福　センター４階／サポートネット鎌

ケ谷☎443・9850（（土）・（日）・

（祝）を除く９時30分〜16時30分）

14日（水）９時30分から

知的障がい相談

福　センター４階／障害者支援施

設もくせい園☎443・3408（９時

〜17時）

27日（火）９時から

●2月15日・3月1日の各（木）＝　　 

●2月1日（木）＝

　  ＝13時〜14時　 ＝17時

15分〜18時15分　　

夜昼

昼

昼 夜

※3

就学相談 予

予

予

予

予

予

予

予

市役所／指導室☎445・1518毎週（月）〜（金）９時〜17時

健康・福祉ボード
申問 宛先の記載のないものは健康増進課

対平成4年4月2日〜24年4月1日に生まれた

市民（自覚症状がないこと）

時2月17日（土）13時30分から

所かまがや診療所（東中沢）

定25人（申込先着順）

費3,000円（生活保護世帯・非課税世帯は無料）

申2月13日（火）までに、印鑑を持参して健康増

進課窓口（総合福祉保健センター1階）／☎445・

1393

子どもの甲状腺超音波検査

　食生活全般（離乳食・子どもの食事、糖尿病

の食事・ダイエットなど）の相談に栄養士が応

じます。

時2月8日（木）・14日（水）・20日（火）・26日

（月）の各13時〜16時

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

個別栄養相談

　食材の種類・量の増し方や、調理法などを栄

養士が教えます。保護者による試食もあります。

対7〜8カ月児の親

時2月14日（水）10時〜11時30分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

離乳食教室
「離乳中期から完了期の食事について」

内①生活編「子育て情報・妊婦体操・出産の準

備」②食事編「プレママクッキング」③歯の健康

編「歯科健診・虫歯予防」④出産・育児編「沐浴

実習・妊婦疑似体験」

対初めてお母さんになる妊婦（妊娠5カ月以上

を推奨。第2子以降の人は要相談）

※④は両親での参加可

時①＝2月15日（木）②＝2月28日（水）③＝3

月8日（木）④＝4月未定（1回からの参加も可）

①②④＝9時〜9時15分③＝13時〜13時15分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1393

Welcome Baby School マタニティ教室

内身体計測、血圧測定、尿検査、助産師・保健

師・栄養士・歯科衛生士による個別相談

時①2月13日（火）②14日（水）の各9時30分〜

11時受け付け

所①＝総合福祉保健センター②＝くぬぎ山コ

ミュニティセンター

持母子健康手帳（乳幼児の場合）・健康手帳（お

持ちの場合）・歯ブラシ（歯みがき指導を希望

の場合）

問☎445・1393

地区健康相談

　減塩についてのグループワークと調理実習。

時2月22日（木）10時〜13時30分

所総合福祉保健センター3階

定30人

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾
保育 1歳6カ月以上の未就学児、先着5人（2月

9日（金）までに要申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

すこやかライフ講座
「知って実践！高血圧対策！」

　「オーラルフレイル（口の虚弱状態）」と、その

有効な予防・改善方法について学びます。

時2月21日（水）14時〜15時30分（13時30

分から受け付け）

所総合福祉保健センター3階

定80人

師東京都健康長寿

医療センター歯科

口腔外科部長の平

野浩彦さん

申2月20日（火）ま

でに☎445・1394

ささいなお口のトラブルを見逃すな！
歯と口の健康づくり研修会

　千葉県における28年の薬物事犯による検挙

者数は700件に上り、依然として深刻な状況

です。ちょっとした好奇心で薬物に手を出す

と、二度と健康な身体を取り戻すことができな

くなり、家族や社会全体に大きな迷惑を掛け

ます。一人一人が、薬物の危険性を正しく理解

し、地域が一体となって薬物乱用を絶対に許さ

ない社会環境をつくることが大切です。
相談先●県薬務課☎043・223・2620●県精

神保健福祉センター☎043・263・3892●習

志野健康福祉センター☎475・5151●県警ヤ

ング・テレホン☎0120・783・497●鎌ケ谷

警察署☎444・0110

問県薬務課☎043・223・2620

地域で築こう！
薬物乱用を許さない社会環境づくり

!2月のお知らせ

各種相談など（相談は全て無料）

※1

職業紹介

家庭児童相談

教育相談

青少年相談（非行関係など）

登記・不動産相談

法律相談（弁護士在室）

行政相談

住宅増改築修繕相談

交通事故相談

行政書士相談

人権擁護相談

女性のための相談

消費生活相談

就職相談
市役所／まつど地域サポートス
テーション☎047・703・8301

市役所／市民活動推進課

☎445・1252（つながらない

場合は☎445・1141）

市役所ほか／男女共同参画室

☎445・1277（つながらない

場合は☎445・1141）

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷

☎445・1240

市役所／消費生活センター

☎445・1246

まなびぃプラザ２階／ふれあい

談話室☎445・4953

まなびぃプラザ1階／青少年

センター☎445・4307

　センター２階／家庭児童相談室

☎445・1349

福

1９日（月）13時〜15時

1４日（水）10時〜12時

1９日（月）13時〜16時

1６日（金）10時〜15時

2２日（木）13時〜16時

８日（木）13時〜15時

毎週（月）〜（金）●10時〜12時

●13時〜16時

毎週（月）〜（金）●10時〜12時

●13時〜16時

毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

毎週（月）〜（金）９時〜16時

毎週（月）〜（金）13時〜16時

７日・1４日・2１日・２８日の各

（水）●9時30分〜12時30分

●13時30分〜14時30分

２０日（火）●１３時から●1４時か

ら●1５時から

６日・1３日・2０日・２７日の各
（火）13時〜17時

※2

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

注

注

予

予

予

予

予

予

予

予
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記載がないものは 所図書館本館

問図書館本館☎443・4946

平成30年（2018年）2月1日号 広報

【下総基地の米軍機使用絶対反対】

二次元コードを読み取ることで接続できます

トップページに
接続します。

市ホームページ
市の防災・防犯情報や子どもの安全
情報などをＥメールで提供します。

かまがや安心eメール
☎445・5251火災などの情報▶夜間・休日の急病診療▶☎445・2300 ☎0800・800・2760防災行政無線内容▶

古紙パルプ配合率70%

再生紙を使用

住民基本台帳人口      109,919人（前月比-18）

男　54,398人　女　55,521人

世帯数　 48,636世帯（前月比＋13）

〔30.1.1現在〕

    高校生以上の市民

    各5人

       各体験日の2日前までに

ボランティアセンター☎442・

2940または住所・氏名・電話番

号・希望する団体（施設）名を記入

してｆ446・4545

図書館ボード図書館ボード
かこさとしの本展示 第1弾
おはなしの絵本のまき

　長く読み継がれてみんなに親しまれて

いる、かこさとしさんの絵本を中心に展示

します。

    2月1日（木）〜18日（日）

シネマトーク付き上映会
映画「ティファニーで朝食を
（字幕）」

創作教室　ザ・チャレンジ
「しおりをつくろう！」
対小学生（保護者同伴であれば5歳か

ら可）

時2月17日（土）13時30分から

所くぬぎ山コミュニティセンター

定20人（申込先着順）

師日本レクリエーション協会インストラク

ターの太田充子さん

申2月1日（木）10時以降に図書館本館へ

電話

　自由気ままに生きてきたホリーは、お金

持ちとの結婚を夢見ていた。そんなホリー

がさまざまな問題を乗り越え、真実の愛に

たどり着くまでを描いたラブストーリー。

時2月24日（土）13

時30分〜15時30分

所東部学習センター

定95人（申込先着順）

申2月1日（木）11時

以降に図書館本館へ

電話

さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度

時2月14日（水）・21日（水）●11時〜11時

15分●11時15分〜11時30分（いずれも

15分前から受け付け）

定10組（当日先着順）

ひまわりぐみ

対小学校低学年以下

時2月4日（日）

11時〜11時30分

いちごぐみ

対小学校低学年以下

時2月11日（日）

14時〜14時30分

所東部分館

絵本の読み聞かせ

小学生のためのおはなし会

　シンデレラの話を基にしたオリジナルストーリーで、子ども

から大人まで楽しめるオペラです。開始1時間前からロビーで、

「マスケラ（仮面）」を作るコーナーがあります。

    3月18日（日）●11時から（10時30

分開場）●14時30分から（14時開場）

   ●一般＝1,500円●3歳〜中学生＝

500円●親子ペアチケット＝1,700円（2

歳以下は膝上無料）      河内夏美（ソプ

ラノ）、松本やす子（メゾソプラノ） 他

      全席指定

0歳から入場可！ 親子で楽しむオペラ「シンデレラ物語」

KAMAGAYA KIRARI HALL

　山あいの小さな村でただ一人の医師、伊野（笑福亭鶴瓶）が

突然失踪する。失踪前、診療していたかづ子（八千草薫）の嘘を

伊野が引き受けたとき、自身がひた隠しにしてきた嘘も浮かび

上がり…。

    3月9日（金）●10時から（9時

30分開場）●14時30分から（14時

開場）      500円      先着5人

（要申込）       ●全席指定●親子

席（先着8席。要申込）に限り未就学

児入場可

チケット予約は電話で。
チケット購入は、代金を
持参して窓口で支払いを

☎441・3377

    〒273-0101富岡1-1-3

    https://www.kirari-kamagaya.jp

場所
URL

きらり☆シネマvol.7「ディア・ドクター」

その他のイベントも
チェック

　「おはなしのつばさ」による世界の民話

や日本のむかし話の素語り。

時2月10日（土）15時から

鎌ケ谷朗読

「はなしの小箱」

●定例会に参加（発声・音訳練習）

●活動紹介

2/20(火)

10：00〜12：00
総合福祉保健センタ－５階 筆記用具

聴覚障がい者との交流と手話を体

験します

●2/14(水)

　19:00〜21:00

●2/15(木)

　10:00〜12:00

総合福祉保健センター５階 筆記用具
手話サークル

「みどりの会」

総合福祉保健センタ－４階
鎌ケ谷おもちゃの図書館

「あ・そ・ぼ」

おもちゃの搬入・搬出と、子どもた

ちとおもちゃを通して遊びます

2/10・24の各(土)

12：30〜16：00

動きやすい

服装

内 容 日 時 場 所 持ち物団体（施設）

●点字の読み書き

●点字器体験

2/16(金)

10:00〜12:00
総合福祉保健センタ－5階 筆記用具鎌ケ谷点訳友の会

一人暮らしの高齢者宅へ届ける弁

当を作ります

2/22(木）

9：00〜12：00

マスク、

アームカバー
総合福祉保健センタ－５階友愛ボランティア

きんぎょ草の会
一人暮らしの高齢者に贈るプレゼ

ントを作ります

2/7・21の各（水）

9：00〜12:00
南部公民館

新鎌ケ谷ケアセンター

「そよ風」

施設利用者と折り紙を通して交流

します

2/22（木）

13：00〜15：00
そよ風（初富本町）

市民ボランティア体験学習（後期）

気軽に始められそうな活動や
自分に合った活動を見つけてみませんか？

▲市内に残る古い民家

最新の調査・研究の成果で知る
歴史発見の物語

渋谷総司没後150年memorial「講演会」

申し込みはこちら

　市域出身の幕末草莽の志士「渋谷総司」に関する歴史資料の掘り起こしと、地域に

所在する古い建物についての調査成果を紹介します。歴史を探求することの楽しさを

学びましょう！

    ●150年目の赤報隊と渋谷総司

〜近年の史料発掘から見えてきたもの〜

　（赤報隊研究者の西澤朱実さん）

●渋谷総司復権・贈位の軌跡

　（郷土資料館職員）

    3月3日（土）13時〜16時

    佐津間自治会館

    70人（申込先着順） 郷土資料館☎445・1030

郷土資料館

歴史講演会

歴史講演会Ⅰ 歴史講演会Ⅱ
    私たちの建造文化財をみつける

〜歴史ある場所の伝え方〜

　（市文化財審議会委員の金出ミチル

　さん）

    3月11日（日）14時〜16時

    中央公民館 学習室1

    70人（申込先着順）

内容

内容

日時
場所
定員

日時
場所
定員

対象

期間

定員

日時

日時

費用 保育
その他

費用

その他

出演

魁塚の図▶

申し込み

河内夏美さん

そうもう

さきがけづか


