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　「はぐくむこころ あふれるえがお」は、子育て応援のキャッチフレーズです。家庭・学校・地

域・事業者・行政などが社会全体で子どもたちを育んでいき、子どもたちの笑顔が市内のあちこ

ちであふれることをイメージしています。

　市では、この子育て応援キャッチフレーズを掲げ、「子育て世代にやさしい街づく

り」を展開するため、さまざまな子育て支援サービスの充実を図っています。

　今後も保育園への入園申し込みの増加が見込まれているため、民間保育所・駅

チカあっとほーむ（小規模保育事業）の誘致など、待機児童対策を継続します。

●あい・あい保育園新鎌ケ谷園（30年4月開園）　●スクルドエンジェル保育園新鎌ケ谷園（30年4月開園）
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主な内容

子どもの笑顔満開子どもの笑顔満開子どもの笑顔満開

子育て応援号、次ページへ続きます。

　「子どもを連れて楽しめる公園や施設はどこ？」「親子で参加できるイベントはあるの？」などで分からないときは、お気軽

にご連絡ください。地域の児童センター・遊び場を紹介したり、市内の子育てに関する情報を提供したりしています。

　子育てに関する不安や悩みなどの相談には子育てアドバイザー（保育士）が応じます。お気軽にお越しください。

知っていますか？ 子育て支援センター

保育施設が
続々オープン！

問こども支援課
☎445・1320

●たかし保育園鎌ケ谷大仏（30年3月開園）新たな民間保育所

新たな駅チカあっとほーむ
問幼児保育課☎445・1363

問幼児保育課☎445・1363

　各児童センターでは、子育てサロンの他に、「つどいの

広場」を週に3回開催しています。どのセンターでも保育

士などが皆さんのお越しを笑顔でお待ちしています。

　子育て支援センターと市内五つの児童センターでは、月に1～3回、「子育てサロン」を開催しています。今回は、

4月にくぬぎ山児童センターで行われた、1歳児対象の子育てサロン「とことこサロン」を紹介します！

　子どもを抱っこしたまま新聞

の上でじゃんけん大会。負けると

新聞が小さくなって…。

　子どもを抱っこして、音楽に合わせて前後左

右に動きます。大好きなお母さんに揺られて大

きな笑い声が響きます。

市内五つの児童センターで子育てサロンなど開催中

　まずは自由に時間を過ごします。初参加

で不安な親子には、保育士などがお声掛け

します。

　　児童センターに来たら… 　　新聞じゃんけん

　　触れ合い遊び「バスに乗って」

紙芝居など

　　また会おうね！

　身近にある新聞をビリビリ破いたり、ヒ

ラヒラと散らしたり。指先の感触や普段聞

かない音を感じたり、面白い動きを見たり

して、子どもたちはみんな興味深 ！々

　　新聞を使って遊ぼう

　住んでいるところや子どもとよく遊び

に行くところなどを和やかな雰囲気の中

で紹介してもらいます。

　　お母さんたちの自己紹介

はぐくむこころ あふれるえがお 子育て世代にやさしい街づくり

★保育園の一時預かり（一部保育園）
　保育園に入園していなくても、保護者の急病時や育児のリフレッ

シュをしたいときなどに利用できます。

★病児保育（登録制）
　病気の子どもを白井聖仁会病院（白井市）内で一時的に預かります。

★病後児保育（登録制）
　病気の回復期中の子どもを鎌ケ谷総合病院内で一時的に預かります。

★ファミリー・サポート・センター（登録制）
　ボランティア（有償）が保護者の代わりになって、子どもの保育園・幼稚園へ

の送り迎えや保育を行います。アドバイザーがサポートを受けたい人とボラン

ティアの調整を行います。また、初回に顔合わせがあるため、

安心して子どもを預けることができます。詳しくは

ファミリー・サポート・センター（☎445・1354）へ

お問い合わせください。

●南児童センター☎438・5040　　　●中央児童センター☎444・0144

●北中沢児童センター☎442・2011 　●くぬぎ山児童センター☎047・389・1401

●粟野児童センター☎441・7066　　

　子育て
応援号

困ったときの保育サービス

鎌ケ谷は待機児童4年連続０

!!!!!!

子育て支援センター・児童センターに遊びに行こう！子育て支援センター・児童センターに遊びに行こう！子育て支援センター・児童センターに遊びに行こう！子育て支援センター・児童センターに遊びに行こう！

※さらに、30年10月に民間保育所（定員60人）、31年4月に駅チカあっとほーむ（定員19人）を1園ずつ整備予定

※国基準 30年4月1日時点

ゼロ

※子育てサロンの内容は、各児童センター・時期により異なります

たくさん遊んで笑ったら、保育士とハイタッチでバイバイ！

そ
う
だ
！

行
っ
て
み
よ
う

問子育て支援センター（粟野児童センター内）☎441・8905
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11：15
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11：45

12：00

ってどんな感じかな？
子育てサロン

2月にリニューアル
しました！



　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、体操指

導や英会話教育などの専任講師による魅力あふれる教育活動や、朝・夕方など

に子どもを預かる「預かり保育」などを行っています。

　また、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。詳しくはお問い合わせください。

問幼児保育課☎445・1363

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！

計画的に接種しましょう
子どもの定期予防接種

　次の予防接種は公費負担のため無料で受けることができます。乳幼児の予防接種関係書

類は、生後2カ月になる前の月末に個別通知しています。転入者には、転入時に健康増進課窓

口（総合福祉保健センター2階）で配布しています。なお、全ての定期予防接種は指定医療機

関での個別接種です。

対象14年4月2日〜19年4月1日生まれ

接種回数3回

※現在接種を積極的にはお勧めしていません。接種

　を希望する人は健康増進課へお問い合わせくだ

　さい

子宮頸がん予防ワクチン（HPV）

対象［1期］生後6カ月から7歳6カ月未満

［2期］9歳から13歳未満

※9歳の誕生月の前月末（転入者は転入した翌月の

　月初め）に個別通知

接種回数［1期初回］6〜28日の間隔をおいて2回

［1期追加］1期2回目の接種終了後、おおむね1年後に

1回

［2期］1回

※1期を3歳未満で接種する場合は、接種量が異なる

　ため健康増進課へお問い合わせください

日本脳炎

対象水痘にかかったことのない1歳から3歳未満

接種回数2回（1回目の接種終了後、6カ月〜1年後に

2回目）

水痘(水ぼうそう)

対象［1回目］1歳から2歳未満

［2回目］小学校に入学する前の5・6歳（24年4月2

日〜25年4月1日生まれ）

接種回数2回(なるべく早めに受けましょう)

※2回目の接種期限は31年3月31日

麻しん風しん混合（MR）

対象生後5カ月から1歳未満

※ワクチンの効果や感染予防のため生後5カ月から

　8カ月未満を推奨

接種回数1回

BCG

対象生後3カ月から7歳6カ月未満

接種回数［1期初回］20〜56日の間隔をおいて3回

［1期追加］1期3回目の接種終了後、おおむね1年

後に1回

四種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合）

対象生後2カ月から1歳未満

接種回数27日以上の間隔で2回目を接種。1回目の

接種終了後、139日（20週）以上の間隔をおいて3回

目を接種

B型肝炎

対象生後2カ月から5歳未満

接種回数［初回］27日以上の間隔をおいて3回接種

［追加］初回3回目の接種終了後、60日以上おいて1回

小児用肺炎球菌

対象生後2カ月から5歳未満

接種回数［初回］27〜56日の間隔をおいて3回

［追加］初回3回目の接種終了後、7〜13カ月おいて1回

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）

　「かまっこ応援団」の新着情報をスマートフォ

ンでチェックできる他、複雑な予防接種の日程

を管理できるスケジュール機能もあります。

　妊娠・出産時の手続き、保育サービス・手当・助成な

どの基本情報はもちろん、各児童センターのイベント

など、さまざまな最新情報を配信しています。

　子育て相談に応じるコーディネーターが、市内の子

育て情報や子どもと一緒に楽しめるイベントなどを、

ママ目線で情報発信しています。

　4月にリニューアルし、こども支援課窓口（総合福祉

保健センター2階）・各児童センターで配布しています。

◀かまがや子育て応援アプリ

子育て支援コーディネーターの部屋

かまがや子育てガイドブック・ガイドマップ

子育て子育ち応援サイト「かまっこ応援団」

妊娠・出産時

の手続き

子育てに役立つ情報、たくさん掲載！

手当・助成

について

健診・医療に

ついて

マ
マ
の
目
線
で

お
伝
え
し
ま
す

　通常の公園で禁止されている事項

を緩めることで、子どもたちが「自分の

責任で自由に遊ぶ」ことを目的とした

遊びの広場です。

内容 綱渡り、手作りロープブランコ、

竹馬、バンブーダンス、ものづくり（紙

のかぶと、バルーンで刀づくり）など

日時 5月3日・13日、6月3日・17日、7

月15日、9月30日、11月4日の各

（日）11時〜15時（5月3日のみ（木））

場所市制記念公園

注意小学校３年生以下は保護者同伴

問●雨天時の開催可否＝開催日の9

時以降に市制記念公園管理事務所

☎445・0285

●その他＝こども支援課☎445・1320

市内私立幼稚園一覧

桃色の表紙が目印!

あそびのプレーパーク

私立幼稚園の紹介

対象小学校6年生に相当する子ども（18年4月2日〜

19年4月1日生まれ）

※年度初め（転入者は転入した翌月初め）に個別通知

接種回数1回（接種期限は31年3月31日）

二種混合（ジフテリア・破傷風）

最新の子育て情報発信中

かまっこ応援団

問健康増進課☎445・1390

問こども支援課☎445・1320

●鎌ケ谷ふじ幼稚園　●かまがや幼稚園　　　●鎌ケ谷みどり幼稚園

●みちる幼稚園　　　●鎌ケ谷ひかり幼稚園　●鎌ケ谷ふじ第二幼稚園

●わたなべ幼稚園　　●さつま幼稚園　　　　●鎌ケ谷さくら幼稚園

予防接種ごとに接種に

適した時期があります。

対象年齢になったら早

めに接種しましょう。

(「かまっこ応援団」内)
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　全国の皆さんから市に寄せられた「ふるさ

と納税（寄附）」は、467件（614万2,000円）

でした。

　ご支援ありがとうございました。今後の市

政運営に活用します。

問財政室☎445・1079

　5月上旬に自動車税事務所から納税通知書が

送付されますので、最寄りの金融機関やコンビ

ニエンスストアなどで納期限までに納めましょ

う。また、インターネットや金融機関設置のＡＴ

Ｍを利用したペイジー納付ができるようになり

ました。詳しくは納税通知書に同封のしおりを

ご覧ください。

問●自動車税事務所☎043・243・2721

　●松戸県税事務所☎047・361・2193

　7月8日（日）に予定している市長選挙および

市議会議員の補欠選挙に立候補を予定して

いる人は、必ず出席してください。

　なお、出席者は1候補予定者につき3人まで

です。

日時5月24日(木)14時から（13時30分から

受け付け）

場所総合福祉保健センター6階

問選挙管理委員会事務局☎445・1539

市長選挙および

市議会議員の補欠選挙

立候補予定者説明会

納期限は5月31日（木）

自動車税
納期限までに納めましょう

29年度
ふるさと納税の受け付け状況

5月12日は民生委員・児童委員の日
　民生委員・児童委員は、法律により住民の中から選ばれ、厚生労働大臣が委嘱し、

常に住民の立場に立って、安心で暮らしやすい地域社会をつくるために活動しています。

　民生委員・児童委員は担当する地区を持っています。担当については社会福祉課へ

お問い合わせください。

※民生委員・児童委員は守秘義務があり、相談内容や秘密が漏れることはありません

困ったときはお気軽に相談を
●高齢者の一人暮らしに不安を感じたら　●子育てに悩

んだら　●虐待かな？と感じたら　●災害時の避難など

に不安を感じたら　●いろいろな事情で生活に困ったら

※命に関わる場合は、警察へ連絡してください

問社会福祉課☎445・1286

心配ごと相談、福祉サービス利用のための手伝いをしています
～広げよう地域に根ざした思いやり～

民生委員

児童委員

　新たに空き店舗で出店を目指す人へ、店舗改装費などを補助します。

対象個人または法人

※市内在住の個人または市内に登記を有する法人に限り、フラ

　ンチャイズチェーン方式による出店も対象です

補助率店舗改装費と備品購入費の合計の2分の1（上限100万円）

注意本補助における「空き店舗」とは、市内で3カ月以上の間、事

業に使われていない、1・2階部分の店舗です

申し込み5月15日（火）〜12月21日（金）に、市ホームページおよ

び商工振興課などで配布する必要書類に記入して、同課窓口

（市役所２階）

※交付決定を受けてから工事に着手してください

問商工振興課☎445・1240

空き店舗を活用した出店を支援

店舗改装費 補助金最大100万円

29年度は、医療福祉業など４業種、計５店舗が開店しました

コミュニティビジネス事業・

ベンチャービジネス事業

補助金 問商工振興課☎445・1240

市内事業者は最大100万円まで補助

募集期間5月30日（水）まで（消印有効）

閲覧場所 市ホームページ・消防本部予防課・情報公開コーナー（市役所３

階）・各コミュニティセンター・まなびぃプラザ・図書館・学習センター（各

公民館）

提出方法意見と住所・氏名（団体の場合は団体名・所在地・代表者名）を記

入した書面（様式自由）を消防本部予防課ゆ〒273-0102右京塚10-12／

ｆ445・1224／ｍhonbuyobo@city.kamagaya.chiba.jp

※電話など口頭による意見や匿名の意見は、パブリックコメントの扱い

　となりません

※意見に対する市の考え方は、個人情報を除いて市ホームページで公表

　します（個別回答は行いません）

問消防本部予防課☎444・3272

　鎌ケ谷市火災予防条例の一部を改正するため、意見を募集します。

　重大な消防法令違反のある建物の危険性に関する情報を公

表し、利用者の選択や判断を通じて防火安全に対する認識を高

め火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物関係者による防

火安全体制の確立を促進します。

改正の目的

火災予防条例の一部を改正する条例（案）
パブリックコメント意見募集

　地震・津波などの災害やミサイ

ル攻撃などの緊急情報を、人工衛

星から瞬時に伝達する全国瞬時

警報システム（J-ALERT）の情報

伝達訓練を行います。防災行政

無線で右の試験放送を流します。

問安全対策課☎445・1278

①チャイム音
②「これは、テストです。」
　（３回繰り返し）
③「こちらは、防災かまがやです。」
④チャイム音

Ｊ-ALERT
全国一斉の情報伝達訓練を実施

試験放送

5月16日（水）
11時ごろ

　30年度に実施する、「コミュニティビジネス事業」と「ベンチャービジネス事業」の

経費の一部を補助します。

条件 補助率

補助率

条件

●市内に１年以上居住している

●25歳以上である

●市税を滞納していない

新サービス・新製品・新技術の開発を

市内で開始する事業者
市内で新たに開業する個人

●市内で１年以上継続して同一の事業

　を営んでいる

●個人事業者の場合は25歳以上である

●市税を滞納していない

４分の３（上限100万円）２分の１（上限50万円）

　２９年度補助金交付決定者が、

事業内容やノウハウなどについて

発表します。

対補助金申請を予定している人

時5月13日（日）13時〜14時

実績報告会を開催します！

所市役所3階 303会議室

定30人

申商工振興課☎445・1240

コミュニティビジネス事業とは？

　子育て・福祉・環境などの地域課題

を、従来にない新たな仕組み・手法によ

りビジネスとして解決する事業のことです。

ベンチャービジネス事業とは？

　市の商工業の発展に寄与する、地域

資源を活用した新商品や独創的な新製

品・新技術などを開発・提供する事業の

ことです。

　　　　　下表参照

申し込み 市ホームページなどで配布する申請書などの必要書類に記入して、6月8日

（金）までに商工振興課窓口（市役所2階）

※審査の上、交付の可否を決定します

平成30年（2018年）5月1日号広報広報 市政情報 3



　働きながら学ぶ人や学生のための中級英語講座です。トピックに

ついて会話しながら、文化・風習の違い、文法や発音も学べます。

　　5月25日〜31年3月15日の原則月2回（金）19時30分〜21時

　　まなびぃプラザ

　　15人（多数抽選）

　　20,000円（会員割引あり。テキスト代・保険料などは別途）

　　　 5月15日（火）まで（必着）に、往復はがきに「Progress 

English 申し込み」と住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・E

メールアドレス・会員番号（会員の場合）を記入して、市国際交流協

会ゆ〒273-0101富岡1-1-3

問（月）・（水）・（土）の各9時〜12時・13時〜16時に市国際交流協会

☎442・1860またはｍmain@kifa.gr.jp

対象

対象

場所

場所

定員
定員
費用

申し込み
申し込み

日時

日時

Progress English講座（中級）

鎌ケ谷市国際交流協会

　鎌ケ谷交通安全協会から新1年生に「黄色いランドセルカバー」、

「交通安全下敷き」、「交通安全しおり」が贈呈されました。

　ランドセルカバーには、（株）北海道日本ハムファイターズの協力

でファームマスコット「カビー・ザ・ベアー」が描かれています。

問学務保健室☎445・1501

子どもたちに黄色いランドセルカバーが
贈呈されました

　　平成10年4月2日〜11年4月1日生まれの市民

（対象者には12月上旬に案内状を送付します）

※市外に住所を移している人で参加を希望する場合は、10月以降にお問い

　合わせください

　　31年1月13日(日)10時30分から（9時30分から受け付け）

　　福太郎アリーナ

問生涯学習推進課☎498・6101

イベント

情報ひろば

対1歳以上の未就園児と保護者

時5月29日（火）10時〜11時

所鎌ケ谷保育園

定20組（申込先着順）

師保育シンガーソングライターの荒巻

シャケさん

申5月1日（火）9時以降に同園☎441・

1924／☎442・0525／窓口

親子ふれあい遊び

　原爆の惨事が繰り返されないよう、

願いを込めた展示です。

時5月2日（水）〜15日（火）

所まなびぃプラザ

問市原爆被爆者折鶴会 小中☎443・

9684

「原爆の画」展示会

　マンドリンとギターの演奏。

時5月19日（土）14時から

所きらりホール

定540人（当日先着順）

問同クラブ 神田☎446・0415

フェリーチェ マンドリンクラブ
第6回定期演奏会

服装

コース

　佐津間地区周辺は佐津間城跡や渋

谷総司資料室、粟野の森など、歴史と

自然が豊かな地域です。一緒にまちを

歩き、鎌ケ谷市の魅力を再発見しま

しょう。

　　　渋谷総司資料室〜大宮神社〜佐

津間城跡〜宝泉院〜粟野の森

時5月19日（土）9時北部公民館集合〜

15時帰着（雨天時は26日（土））

定20人（申込先着順）

費100円

持弁当・飲み物など

　　歩きやすいもの

申5月12日（土）までにぶらり鎌ケ谷 

上開地（かみかいち）☎445・7868

（留守番電話の場合は、住所・氏名・電

話番号を録音）

第23回 ぶらり鎌ケ谷
佐津間幕末の歴史と新緑の森を
楽しむ

対既婚または35歳以上の未婚の女性

で構成されたチーム

時5月27日（日）9時から

所福太郎アリーナ

費1チーム3，000円

申5月11日（金）17時までに参加費を

持参して、文化・スポーツ課窓口（市役

所5階）

問同課☎445・1531

家庭婦人バレーボール（9人制）
前期市民大会

　ルールやボールの投げ方など指導

も受けられます。

対市内在住・在勤・在学の人（初心者

歓迎。1人での参加可）

時5月13日（日）9時30分〜15時（9

時から受け付け。小雨決行）

所五本松小学校 校庭

定50人（申込先着順）

費500円（当日持参）

　　動きやすいもの

持弁当・飲み物・タオル・ボールを拭

く布

申5月8日（火）までに市ペタンク協会 

綾部☎080・5442・4905

ペタンク春季市民大会

種目　　男子・女子・シニアの部

対市内在住の人（学生を除く）

時6月11日（月）

所鎌ケ谷カントリークラブ

定240人（申込先着順）

費18,000円（昼食代を含む）

申5月17日（木）までに参加費を持参

して、鎌ケ谷ゴルフセンター／ゴルフレ

ンジニューミナト／ゴルフショップ

こがね／文化・スポーツ課窓口（市役

所5階）

問鎌ケ谷ゴルフセンター 鈴木☎445・

1241

第34回市民ゴルフ大会

対中学生以上の初心者（アーチェリー

部に所属している生徒・学生を除く）

時●一般の人＝6月2日・9日の各（土）

17時〜19時

●60歳以上の人＝6月6日・13日の各

（水）17時〜19時

所弓道場・アーチェリー場

定各8人（申込先着順）

費●市内在住・在勤・在学の人＝2,500

円（中学・高校生＝700円）●その他＝

3,000円（中学・高校生＝1,100円）

※いずれも用具代を含む。初回時に持

　参。返金不可

申5月15日（火）〜25日（金）に弓道

場・アーチェリー場窓口／☎446・5910

生涯スポーツを楽しもう！
30年度アーチェリー教室

服装

内①犬のしつけ方教室（基礎講座）

②犬のしつけ方教室（実技講座）③譲

渡会（保護された成犬・成猫の譲渡）

④飼い主さがしの会（犬猫が欲しい人

とあげたい飼い主の出会いの場）

時①＝5月8日（火）、6月9日（土）②＝

5月23日（水）、6月27日（水）③＝5月

10日（木）、6月9日（土）④＝5月16日

（水）、6月20日（水）

所県動物愛護センター東葛飾支所（柏市）

費②のみ3,240円

他詳しくはお問い合わせください

申同支所☎04・7191・0050

県動物愛護センターの教室・催し

対市内在住の60歳以上の人

時5月20日、7月15日、9月16日の各

（日）9時30分〜12時

所社会福祉センター

定30人（申込先着順）

申各開催月の1日以降に同センター窓

口で参加者本人が直接申し込み

問同センター☎444・0121

カラオケ発表会

内表千家（三橋宗鶴）と皇風煎茶禮式

（大島香千）の2席

時5月20日（日）10時〜15時

所道野辺八幡宮

定130人（申込先着順）

費2,000円

申同協会 細川☎・ｆ444・9214

第13回 市茶道協会茶会

スポーツ

31年成人式を開催
1月13日（日）福太郎アリーナ

成人式実行委員を募集しています

新入学児童の交通安全を願い

　成人式記念行事の企画、当日運営を行う

実行委員を募集します。

　　20歳前後の市民

※新成人の人歓迎

　　若干名（実行委員は全体で20人程度

を予定）

Eメール

　　　 5月25日（金）までに生涯

学習推進課ｍsyougaku@city.

kamagaya.chiba.jp／☎498・

6101

黄色いランドセルカバー

一緒に成人の晴れ舞台を
　　　　　　　作り上げよう！
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図書館ボード図書館ボード
記載がないものは所図書館本館

問図書館本館☎443・4946

場所
持ち物

申し込み

日時

対象住宅

お知らせ・相談

　大地震時の家の倒壊を防ぐために、住宅の耐震性を高めましょう。自宅

が現在の耐震基準を満たしているか、建築士と共に確認します。

　　　　市内で昭和56年5月31日以前に木造在来工法・枠組み壁工法によ

り建築された専用住宅（2階建て以下）または併用住宅（居住部分が2分の1

以上）

※建築年・工法などが分からない場合は、お問い合わせください

　　 　　下表参照

　　　住宅の平面図

※お持ちでない場合は職員が希望者宅を訪問し図面を作成するため、

　ご連絡ください

　　　 申込期限まで（必着）に建築住宅課

☎445・1466／ｍsidou@city.kamagaya.chiba.jp

耐震診断・改修費用を補助します

　木造住宅の耐震診断・改修にかかった費用を最大60万円ま

で補助します。対象住宅など詳しくは相談会でご案内します。

※相談会に参加できない場合はお問い合わせください

30年度 
木造住宅の無料耐震相談会

木造住宅の無料耐震相談を受けませんか

　裁判所では5月3日の憲法記念日を

中心に、5月1日〜7日を憲法週間と定

めて、「法廷等見学ツアー」や各種説明

会などの憲法週間行事を行っていま

す。詳しくは裁判所ホームページをご

覧ください。

問千葉地方裁判所事務局☎043・333・

5238

5月1日〜7日は憲法週間

　会社やアルバイト先の労働時間、賃

金、パワハラ・セクハラ、解雇などの労

働問題全般についての相談を、電話・

インターネット・窓口で受け付けてい

ます。弁護士やメンタルヘルスの専門

家による相談も実施しています。詳し

くは県ホームページをご覧ください。

問県労働相談センター☎043・223・

2744

職場の悩みの相談窓口

　日本赤十字社は災害救護・献血・医

療事業など、国内外においてさまざま

な人道的活動を行っています。これら

の活動は、賛同する個人・団体からの

活動資金の協力によって支えられてい

ます。現在、各自治会や市赤十字奉仕

団の協力で、活動資金のお願いに回っ

ていますので、ぜひご協力ください。

活動資金の一部は交付金となり、市に

おける赤十字活動（災害時の支援、青

少年赤十字、講習会の開催など）に活

用されます。なお、活動資金の受け付

けは社会福祉課（総合福祉保健セン

ター4階）でも行っています。

問社会福祉課☎445・1286

5月〜6月は赤十字運動月間
活動資金にご協力ください

　皆さんに大好評の「鎌ケ谷朝市」の

開始時間が変わります。収穫したての

新鮮な野菜を取りそろえて、お待ちし

ています。

時毎週（土）7時から（売り切れ次第終了）

所市役所駐車場

問鎌ケ谷市朝市組合事務局（JAとう

かつ中央鎌ケ谷支店内）☎443・4010

「鎌ケ谷朝市」開始時間の変更
5月〜10月は7時から開始

新鮮な野菜が
買えるたん！

さくらんぼぐみ　対0〜2歳くらい　時5月9日（水）・23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）

定各10組（当日先着順）

ひまわりぐみ　対小学校低学年以下　時5月6日（日）11時〜11時30分

いちごぐみ　対小学校低学年以下　時5月13日（日）14時〜14時30分

所図書館東部分館

絵本の読み聞かせ

　「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5月12日（土）●11時から●15時から

小学生のためのおはなし会 日にち 場 所 申込期限

5月26日(土)

7月28日(土)

9月22日(土)

11月24日(土)

30年2月2日(土)

北部公民館

東初富公民館

まなびぃプラザ

くぬぎ山コミュニティセンター

東部学習センター

5月12日（土）

※時間はいずれも10時〜15時を予定

開催日が近づき次第、

広報かまがやに掲載し

ます

　「マリーゴールド・ホテルで会いましょう」

の続編。インドのおんぼろホテルで第2の人

生を満喫するイギリス人のシニアたちを描く

ヒューマンドラマ。

時5月26日（土）15時〜17時15分

所東部学習センター

定40人（申込先着順）

申5月2日（水）11時から図書館本館へ電話

シネマトーク付き上映会
映画「マリーゴールド・ホテル
　　 幸せへの第二章（字幕）」

問建築住宅課☎445・1466

　消費者問題で悩んでいる人を対象

に、弁護士による無料相談会を開催し

ます。鎌ケ谷・松戸・柏・野田・流山・我

孫子市のいずれかに在住の人なら、ど

の会場でも相談できます。

定各12人

申5月2日（水）以降に希望する会場の

予約先に電話

消費者問題無料相談会
気軽にご相談ください！

日にち

（5月）

12日（土）

14日（月）

15日（火）

16日（水）

17日（木）

19日（土）

場 所

予約先（各市消費生活センター）

我孫子市消費生活センター

☎04・7185・1469

松戸市消費生活センター

☎047・366・7329

流山市消費生活センター

☎04・7158・0999

野田市役所1階

☎04・7123・1084

鎌ケ谷市役所1階

☎445・1240

柏市消費生活センター

☎04・7163・5853

※時間はいずれも10時〜16時、1人1

　時間

注意

　非常に攻撃的で、刺されると強いアレルギー症状を

引き起こすスズメバチが、近年の都市化により増加して、

被害が多くなっています。被害を防ぐために、屋外にできた

巣に限り、巣ができた場所の所有者または管理者からの申請で、

委託業者が駆除しますので、ご相談ください。

　　●スズメバチ以外のハチの巣、屋内にある巣、不動産会社の管理物件に

　　　できた巣の駆除は対象外

　　●特殊な作業が必要な場合は自己負担

問環境課☎445・1229

スズメバチの駆除で困ったら

対象
日時
　　市内在住の小学生

　　毎月第2・4（土）15時から

　　　 ●鎌ケ谷浴場（富岡）　●ニコニコ湯（東道野辺）

　　　 入浴する時に、名簿に住所・氏名・学校名を記入

第2・4（土）は「ふれあいお風呂の日」
小学生は入浴料が無料小学生は入浴料が無料

●走ったり大きな声を出したりしない　

●脱いだ服はきれいにたたむ

●湯船に入る前に体を洗う　　　　　　

●湯船で泳がない

●使用したもの（洗面器・腰掛け）は元に戻す

●濡れたままの体で脱衣場に出ない　

●他の人の迷惑になることはしない

問環境課☎445・1229

利用方法
実施浴場

利用のルール
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　　　　　  　 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

伝言板

内容

対象

対象

場所

場所

定員

定員
講師

費用
服装

持ち物

申し込み

申し込み

日時

日時

保育

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

日程

▶まなびぃオカリナ
対初心者歓迎時第2・4（土）13時〜16時

所まなびぃプラザ定若干名月2,000円申亀

下☎080・2013・6299

▶Kid’s English
子ども英語。対3〜6歳の幼児時月3回（月）

17時〜18時所東部学習センター定5人

入1,000円月2,000円申山後☎430・2282

▶吟瑛会
詩吟。対市内在住の人時第1・3（木）12時30

分〜15時30分所中央公民館定若干名

入1,000円月2,000円費月額500円申平

山☎090・2542・8930

▶墨翠会
水墨画。対初心者可時第1・3（土）12時〜15

時所中央公民館定若干名月1,500円申堀

井☎080・5184・5580

▶大正琴たんぽぽの会
時第2・4（水）10時〜12時所中央公民館

定5人入2,000円月2,000円申望月☎446・

8776

▶大正琴コスモスの会
時第2・4（金）13時〜15時所中央公民館

定7人入2,000円月2,000円申佐藤☎444・

1926

▶鎌ケ谷詩吟友の会
時第1・3（金）13時30分〜15時30分所中

央公民館定2・3人月2,000円申須田☎445・

7332

▶太極拳中央
時毎週（月）13時30分〜15時30分（（祝）を

除く）所中央公民館定若干名月2,000円

申芳野☎446・5652

　古事記や日本書紀を読んで、亡くなった人の魂や死の悲しみが、万葉集

に出てくる挽歌（ばんか）として、どのように詠まれてきたのか、古代と現代

の日本人の死に対する捉え方の違いについて古典を通じて考えます。

　　6月8日・15日・22日、7月6日・13日の各（金）10時〜12時（全5回）

　　市内在住・在勤で、全て受講できる人

　　中央公民館 学習室1　　　50人（申込先着順）

　　元県立高等学校教諭の丸藤晃さん　　　　筆記用具

　　先着5人まで（100円。5月31日（木）までに要申込）

　　　　中央公民館☎445・2012／窓口

▶無料太極拳教室
対初心者中心時5月7日（月）10時30分〜12時所くぬぎ山

コミュニティセンター定10人（申込先着順）申ふれあい太

極拳 中村☎090・6520・7768

▶運動週間キャンペーン
内ロコモ予防、健康体操対成人女性時5月8日・15日の各

（火）9時30分〜11時所北中沢コミュニティセンター定10

人（申込先着順）申3B体操はなみずき 石澤☎080・4060・

4078

▶リウマチ懇親会
内親睦・相談・情報交換対リウマチ患者と関係者時5月22

日（火）13時〜15時所市役所地下問鎌ケ谷リウマチの会 

澤村☎443・9511

▶無料公開講座
　　●5月2日＝午前「ウォーキング教室、第2の人生等」、午

後「富士山と信仰」●16日＝午前「ウォーキングにおけるリ

スクマネージメント」、午後「歯痛緩和とアレルギー対応」

●6月6日＝午前「防犯と交通事故防止」、午後「電力自由化

対応について」●20日＝午前「認知症サポーター養成講座」、

午後「身近な植物と健康」（いずれも（水）、午前は10時〜11

時30分、午後は13時〜14時30分）対55歳以上の人所東

部学習センター定30人（新規受講者優先）申シニアサークル

シルバー大学院 笠原☎・ｆ443・3813／奥本☎・ｆ443・

2543

▶前期洋蘭展示会
時5月12日（土）9時30分〜17時、13日（日）9時〜16時

所東部学習センター問鎌ケ谷蘭友会 佐久間☎445・3380

▶踊りの発表会
時5月6日（日）10時30分〜18時（10時開場）所きらりホー

ル定500人（当日先着順）問鎌ケ谷市芸能協会 佐々木

☎445・8654

▶伝統芸術文化力 声のフェスティバル
内文弥人形芝居「山椒大夫」他時6月15日（金）13時30分〜

15時30分所文京シビックホール（東京都）定370人（申込

先着順）費2,000円申蘭の会 木村☎080・2088・6926

会員募集催しなど

情報ひろば

　大昔に生きた縄文人はどのような生活をしていたのでしょうか？

　　●縄文土器に触れる　●古代の布作り（アンギン編み）体験

　　●火おこし体験

　　小学校6年生

（親などの付き添い可、対象学年以外は応相談）

　　5月26日（土）10時〜12時　　　図書館3階

　　30人　　　50円（保険料）

　　動きやすく、汚れてもよいもの

　　　　郷土資料館☎445・1030／ｆ443・4502

郷土資料館子ども講座

対未就園児とその親

時6月1日（金）10時〜11時30分

所南部公民館　定16組

費200円　　　あり

他●弁当持参可

　●まなびぃ100対象

申南児童センター☎438・5040

子育てのヒントに気づく親子セミナー
「かんたんてづくり豆腐」

　手紙・のし紙の表書きなどの実用文

を書けるようになるための教室です。

時5月21日・28日、6月4日・11日の

各（月）10時〜12時（全4回）

所社会福祉センター

定20人（申込先着順）

費教本代1,080円

師洗心書会審査会員の山口永雲さん

持筆（中、細）・墨・硯・文鎮・下敷き

他まなびぃ100対象

申5月16日（水）までに同センター窓口

問同センター☎444・0121

書道初級教室

　成人・小児・乳児の心肺蘇生法、AED

の取り扱いなど。

対中学生以上

時5月19日（土）9時〜17時

所消防本部　定20人（申込先着順）

持筆記用具・昼食・上級救命講習修了

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

上級救命講習

講座・講演

▶天狗会
将棋。時毎週（火）13時〜17時所南部公民館費1

回100円申塚田☎442・0854

▶木曜クッキング
家庭料理の習得。時第3（木）10時から所北部公

民館定若干名入1,000円月1,500円申田村

☎445・7504

▶ロンデ
社交ダンス。対初心者時毎週（月）13時〜15時

所北部公民館入1,000円月3,000円申澁谷

☎090・3451・1580

▶アマビーレ
カラオケ。時第1・3（木）13時〜15時所北部公民

館入500円月800円申石井☎445・0317

▶あすなろクラブ
バドミントン。時毎週（火）・（金）9時〜13時所福太

郎アリーナ定10人入1,500円月3,000円申斉藤

☎444・5671

▶家庭婦人バレーボール（9人制）
対市内在住で既婚の女性（未婚者は35歳以上）鎌

ケ谷クラブ時毎週（水）・（金）19時〜21時所鎌ケ

谷小学校体育館　ブルームクラブ時毎週（木）19

時〜21時30分所鎌ケ谷中学校体育館　道野辺

ホープ時毎週（水）・（金）19時〜21時30分所東部

小学校体育館　三幸クラブ時毎週（火）19時〜21

時30分所西部小学校体育館　グリーンクラブ

時毎週（火）19時〜21時、毎週（土）16時〜18時

30分所南部小学校体育館　どんぐりクラブ時毎

週（水）・（土）19時〜21時所中部小学校体育館　

初富クラブ時毎週（水）・（土）19時30分〜21時

30分所初富小学校体育館　ドリーム時毎週（火）

19時30分〜21時30分、毎週（土）19時〜21時

30分所第五中学校体育館

申いずれも根本☎090・9818・3791

保育

古代の人たちは
死をどのように考えていたのか？

30年度古典文学セミナー

募集

　東葛飾教育事務所管内（鎌ケ谷・松

戸・柏・野田・流山・我孫子市）の小・中

学校に勤務を希望する講師を募集し

ます。次の登録会にご参加ください。

なお、今年度から勤務できる人は随時

受け付けています。

登録会

時5月11日（金）9時30分から（9時か

ら受け付け）

所東葛飾合同庁舎6階（松戸市）

他詳しくは県ホームページを参照

問同事務所☎047・361・2124

臨時教職員候補者（講師）

「縄文人の生活ウォッチング」

縄文時代を体験！

救える命をあなたの勇気で！
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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

寄せられた善意

※○印の収集は、その曜日に収集する地域のみ

　実施

●初小＝7日(月)　　

●中部小＝9日(水)

●南部小＝10日(木)

●鎌小＝11日(金)　

●道小＝14日(月)　

　ゴールデンウィーク前後はクリーンセンター

しらさぎへのごみの持ち込みが多く、受け付け

までに3時間程度かかることがあるだけでな

く、交通渋滞で近隣の人に迷惑が掛かります。

　粗大ごみ以外のごみは、できる限りごみ

ステーションに出すなど、計画的なごみ出しの

ご協力をお願いします。

祝日などのごみの収集・自己搬入

収集

搬入

○　○　×　×　×　×　○

○　○　×　×　×　×　○

5月
1日
（火）

2日
（水）

3日
（木）

4日
（金）

5日
（土）

6日
（日）

7日
（月）

●渡邉昭子さんから多文化共生推進センター

　の機能充実を図るために在日タイ語圏児童

　向けの漢字教材を

●増田益穂さんから農業振興推進のために  

　かまたんステンドグラス風木彫りを

●馬込沢キリスト教会から児童福祉の向上の

　ために遊具などを

　　　　　　　　　　　　　　　　（財政室）

内健康相談、体脂肪率・血圧・血管年齢・肺年齢測

定など

時5月12日（土）10時30分〜15時

所船橋駅コンコース

問（公社）千葉県看護協会☎043・245・0025

第28回 県民が集う「看護の日」

申込期間

試験日　　　10月13日（土）

所TKPガーデンシティ千葉（千葉市）

他願書は習志野健康福祉センターで配布

　　　　5月29日（火）〜31日（木）

問同センター☎475・5153

30年度 千葉県調理師試験

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①5月9日（水）②5月17日（木）（いずれも9時

30分〜11時受け付け）

所①＝くぬぎ山コミュニティセンター

　②＝北中沢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

　食生活全般の相談に栄養士が応じます。

時●5月11日（金）・22日（火）＝9時〜12時●5

月14日（月）・30日（水）＝13時30分〜16時30分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

個別栄養相談

更新期間　　　　有効期間が①9月30日までの人＝6月

15日（金）〜7月31日（火）②12月31日までの人＝

7月2日（月）〜9月28日（金）

申各期間内に習志野健康福祉センターへ郵送

他窓口での集中受け付け日については、更新案内

をご確認ください

問同センター☎475・5153

特定医療費（指定難病） 受給者証更新手続き

　妊娠中は、口のトラブルが起こりやすいため、

歯科健診を受けましょう。

内①第1子を妊娠中の人＝虫歯リスクテスト・ブ

ラッシング実習・歯科健診・結果説明

②第2子以降を妊娠中の人＝歯科健診・結果説明

時5月17日（木）①＝13時〜13時15分受け付け

②＝13時30分〜14時受け付け

所総合福祉保健センター3階

持母子健康手帳

問☎445・1394

妊娠中にも歯科健診を受けましょう
〜子ども連れでもお気軽に〜

　いつまでも生き生きと生活するために、女性の

体の特徴や上手な付き合い方を学びましょう。3

回コースで講義と運動実践講座を行い、グループ

ワークで学びを共有します。

所総合福祉保健センター　

定30人

　　未就学児、先着5人

（5月24日（木）までに要申込）

他まなびぃ100対象

申5月31日（木）までに☎445・1405

女性のための健康講座

日 時

6月7日（木）

13:30〜15:30

6月18日（月）

9:30〜11:30

6月25日（月）

9:30〜11:30

内 容

講演会

運動実践講座
「女性のためのストレッ
チと筋力トレーニング」

講義「女性におすすめ
したい食生活のポイン
ト」、グループワーク

講 師

市医師会の市村
三紀男さん

ヨガインストラク
ターの伊藤雅子
さん

管理栄養士

●五小＝16日(水)　

●北部小＝21日(月)

●西部小＝24日(木)

●東部小＝28日(月)

問クリーン推進課☎445・1223

5月の有価物回収

　：１日（火）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　　　　　　　　　　

福 習注 予

昼

主な施設の
休み

●道野辺中央コミュニティセンター＝21日（月）〜31日（木）　●中央児童センター＝14日（月）

●南児童センター＝14日（月）　●社会福祉センター＝毎週（火）、3日（木）〜5日（土）　●図書館＝

毎週（月）、1日（火）、31日（木）　●スポーツ施設（弓道場・アーチェリー場を除く）＝7日（月）　●郷

土資料館＝毎週（月）、3日（木）〜5日（土）

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

酒害相談

心配ごと相談

　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

習習

福

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

①17日（木）18時〜20時30分

②20日（日）13時〜15時30分

③22日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

8日（火）14時から

15日（火）9時15分から

24日（木）14時から

11日（金）9時30分から

　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）

9日（水）９時30分から

　センター４階／障害者支援施

設もくせい園☎443・3408（９

時〜17時）

22日（火）９時から

●5月17日（木）＝

●6月7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

心の相談 予

精神保健福祉相談 予

ピアサポート相談 予

子育て相談 予

HIV抗体検査（エイズ）、

梅毒・クラミジア検査、

B型・C型肝炎検査予

精神障がい相談 予

知的障がい相談予

市役所／指導室☎445・1518毎週（月）〜（金）９時〜17時

!5月のお知らせ

各種相談など（相談は全て無料）

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）

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・1274（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）※2

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

21日（月）13時〜15時

9日（水）10時〜12時

21日（月）13時〜16時

18日（金）10時〜15時

24日（木）13時〜16時

17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

毎週（水）●9時30分〜12時30分

●13時30分〜14時30分

15日（火）●13時から●1４時

から●1５時から

毎週（火）13時〜17時（1日を除く）

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

登記・不動産相談 注

法律相談（弁護士在室）注

行政相談 予

住宅増改築修繕相談予

※1交通事故相談 予

行政書士相談予

人権擁護相談予

女性のための相談 予

消費生活相談 予

就職相談（39歳以下向け）予

保育
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　絵本「くまのこうちょうせんせい」の

著者である、こんのひとみさんによる

話と、ピアノの生演奏に歌をのせた、コン

サート形式の講演会です。

    6月23日（土）13時30分〜15時

30分（13時開場）

    きらりホール

    510人（申込先着順）

    未就学児、先着20人（6月15日（金）

までに要申込）

       氏名（ふりがな）・年代・電話番

号（保育希望者は子どもの氏名（ふりが

な）・住所・生年月日）を記入して、男女共

同参画推進センターｆ401・0892／

男女共同参画室ｍdanjyo@city.

kamagaya.chiba.jpまたは、同セン

ター☎401・0891

問男女共同参画推進センター☎401・

0891

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      109,782人（前月比-46）

男　54,294人　女　55,488人

世帯数　 48,810世帯（前月比＋131）

〔30.4.1現在〕

野球観戦 × 婚活

スタ婚
問企画政策室☎445・1073

　ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで婚活する「スタ婚」を開催します。

プロ野球観戦をしながら、すてきな一日を過ごしませんか？

　理想の相手と出会えるチャンス！結婚への一歩を踏み出しま

しょう！

    20歳以上で独身の人

    ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

    男女合計60人程度（多数抽選）

      ①市内在住・在勤の人＝男性8,800円、女性4,800円

      ②その他＝男性12,800円、女性6,800円

       5月14日（月）までにｕhttp://www.mi-kklife.com/

kamakon2の応募フォームで（市ホームページからもアクセスでき

ます）

      ●定員に満たない場合は追加募集を行います

●この事業は、（株）マリッジイノベーション（婚活生活）

と鎌ケ谷市との共同企画によるイベントです

●試合前に「ベースランニング」＆「スターター」に参加
●カビーとじゃんけん大会（景品あり）
●お食事＆フリードリンク
●カップルで球場一周のお散歩タイム
●試合終了後、グラウンド内で記念撮影会

南部公民館ファミリーコンサート

臨場感あふれる生演奏で
「ジャズの世界」を楽しみませんか？

30年度男女共同参画週間

ことばのちから～小さな声に耳をかたむけていますか？～

平成30年（2018年）5月1日号

SUTA-KON

6/16（土）

12時～16
時30分

参加者
募集

～若い世代に出会いの場を提供し、恋がしたい人・結婚したい人を応援します～

対象
場所
定員
参加費

その他

申し込み

日時

場所
定員
保育

申し込み

    「星に願いを」「イパネマ

の娘」「サテンドール」他

    ビッグバンド・バグス

    5月27日（日）13時30

分〜15時（13時開場）

    南部公民館 大集会室

    100人（申込先着順）

       南部公民館☎446・

3031

曲目

出演

場所
定員

日時

申し込み

イベント

応募フォーム

こんのひとみ さん


