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1
主な内容

　住宅用火災警報器を設置することで、火災を早期に発見し、

初期消火や通報などの行動を早めることができます。

　市では20年6月以降、既存住宅を含む全ての住宅に火災警報器の設置を義務付けていま

すが、10年を経過した火災警報器（ガス警報器と兼ねているものを除く）は、電池切れにより

昼夜を問わず警報音が鳴りだす恐れがあります。専用電池はメーカーから入手できますが、

電子部品も劣化していることから、市では機器本体を含めた交換を推奨しています。

●汚れたら乾いた布で拭く
　警報機にホコリが入ると誤作動

を起こす場合があります。

●作動確認を行う
　点検用のボタンを押して（ひもを

引いて）作動するか確認しましょう。

　5月上旬に新潟県新潟市で痛ましい事件

が発生しました。警察が捜査する際に、周辺

を走る車のドライブレコーダーの映像が有

力な情報源になったとの報道がありました。

　鎌ケ谷市では、庁用車などにドライブレ

コーダーを取り付け、「走る防犯カメラ」とし

て市内の防犯力を高めています。

全ての庁用車（青色パトロールカー・消防車・救急車を含む

計135台）にドライブレコーダーを搭載しました。

市内をくまなく走るごみ収集車にもドライブレコーダーが搭載

されています。事件・事故が発生した際、ドライブレコーダーの

映像を速やかに警察に提供する協定を、昨年の夏に鎌ケ谷市

清掃事業協同組合をはじめ関係機関と締結しました。

　仕事が終わってから分団員みんな

が第五中学校校庭に集まり、夜中ま

で練習しています。心を一つに持って

いくところが大変であり、やりがいで

もあります。全ての分団が郷土愛精

神の下、訓練・火災予防活動を頑張っ

ています。

問健康増進課☎445・1393

住宅用火災警報器

庁用車などにドライブレコーダーを設置 消防操法大会に第1分団が出場！
「走る防犯カメラ」で安全・安心な街へ

メンテナンスは定期的に

問消防本部警防課☎444・3235

問消防本部予防課☎444・3273 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

次回
開催情報

〜マタニティ教室〜

　消防団第1分団（鎌ケ谷地区）が、ポンプ車

操法の規律・動作・タイムなどの技術を競い合

う「第37回東葛飾支部消防操法大会」に鎌ケ

谷市代表として出場します。

　　6月23日（土）（雨天時は6月26日（火））

　　市川市スポーツセンター 陸上競技場場所
日時

内容

正常に作動しますか？

指揮者　畑山 光秀

１番員　野々山  章

２番員　川上 貴広

３番員　後関 俊一

４番員　葛山 浩史

とりカエル

火災をいち早く知らせる「住宅用火災警報器」

古くなったら機器本体を交換しましょう

日時（1日から参加可）

庁用車

ごみ

収集車

問●庁用車について＝契約管財課☎445・1092 

　●ごみ収集車について＝クリーン推進課☎445・1222

指揮者 畑山さん(写真1番左)

数カ月〜半年ごとに

点検を

　マタニティエクササイズ、妊娠期の食事、口のケア方法、夫婦で参加できる沐浴実習
の他、育児に役立つ保育施設情報などをお伝えします。お気軽にご参加ください。

赤ちゃんを家族で温かく迎え入れられるように準備をしませんか？

場所対象　　初めてお母さんになる妊婦（お薦め時期：妊娠5カ月以降）　 　 総合福祉保健センター3階

　　　 健康増進課☎445・1393申し込み

　病院で妊娠と診断されたら、早めに交付を受けましょう。知ってお

きたい妊娠・出産・子育ての情報をお伝えしています。

　また、お母さんの体調や赤ちゃんの成長を確認するため、妊娠中は

忘れずに健診を受けましょう。

　　　 総合福祉保健センター2階交付場所

妊婦さんのための

※いずれも15分前から受け付け

母子健康手帳の交付はお早めに

応援をお願いします！

出場操作員（敬称略）

個別に相談を聞きながらお渡しします

全庁用車にドライブレコーダーを搭載

❶6月21日（木）  9時15分〜12時

❷7月 5日（木）  9時15分〜12時

❸7月12日（木）  13時15分〜15時30分

❹9月 1日（土）  9時15分〜12時

※❸のみ第2子以降の妊婦も参加可。❶❷❹はご相談ください

❶妊娠中の生活編「子育て情報・妊婦体操・出産の準備」

❷食事編「プレママクッキング」

❸歯の健康編「歯科健診・虫歯予防」　

❹出産・育児編「沐浴実習・妊婦疑似体験など」



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！

　特別会計とは、特定の事業を行う際に収支を明確にするため、一般会計と区別して設けている会計のことです。

30年度、市では総額212億3,700万円の特別会計予算を組んでいます。効率的な運営に努め、適正に事業を進めます。

　国民健康保険は、病気やけがのとき、安心して医療を受けられるよう、加入

者がそれぞれの収入額に応じて保険料を負担し、医療費などに充てる制度

で、自営業の人や社会保険に加入していない人を対象としています。

　近年、高齢化により1人当たりの医療費が増加しており、このまま医療費が

増加すると加入者の負担も増えてしまいます。生活習慣を見直し、栄養・運動・

休養をバランスよくとり、定期的に健診を受け、健康管理にご注意ください。

　昨年度と予算を比較すると32億5,300万円（23.2％）減となっています。

主な要因は、30年度からの国民健康保険の制度改革により、都道府県が

財政の責任主体となったことで、共同事業で行っていた保険給付費の急激

な負担増を緩和する再保険事業が終了したことなどによるものです。

　なお、今まで市が支払っていた保険給付費については、県へ納付金を納めれ

ば、保険給付に必要な費用の全額が、県から交付される仕組みとなります。

問保険年金課☎445・1208

　後期高齢者医療制度は、75歳以上（65歳以上で一定の障がいがあり、

認定を受けた人を含む）の皆さんを対象とする医療制度です。市は保険

料徴収などを行い、県内の市町村で構成する「千葉県後期高齢者医療広

域連合」が運営を行います。

　市が広域連合に納付する広域連合納付金は、医療費や高額療養費の

支給といった保険給付や、健康診査や人間ドック費用の助成といった保

健事業などの制度全体を維持するための財源となります。

　昨年度と予算を比較すると1億2,700万円（11.0％）増となっていま

す。主な要因は、加入者の増加や保険料改定に伴い、予算規模が拡大した

ためです。

問保険年金課☎445・1207

　公共下水道は、家庭や事業所から出た汚水を下水道管に集め、終末処

理場できれいな水に変えて河川や海に放流するもので、私たちが衛生的

で快適な生活を営む上で欠かせない施設です。

　市の下水道普及率は、29年度末で約65％であり、今後も下水道の整備

を積極的に取り組んでいく必要があります。

　しかし、下水道の整備には多くの費用と時間がかかるため、計画的に

事業を行っています。

問下水道課☎445・1474

その他
582万円（0.5%）

一般会計繰入金
2億615万円(16.1%)

市債
4億3,040万円(20.4%)

国からの補助金
7,800万円(3.7%)

前年度からの繰越金
5,000万円(2.4%)

2,189万円(1.7%)

予備費
312万円(0.2%)

10億1,496万円（48.2%）
下水道使用料および手数料

3,424万円（1.6%）
受益者負担金など

4億9,940万円
（23.7%）

一般会計繰入金

9億2,310万円（43.8%）

公債費

10億6,803万円（83.4%）
保険料

12億5,254万円（97.9%）
広域連合納付金

その他
245万円（0.2%）

（借入金の償還費)

700万円（0.3%）
予備費

4億9,812万円（23.7%）

事業費
（委託費、建設費、流域下水道建設負担金)

6億7,878万円（32.2%）
総務費（人件費、維持管理費)

　介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度で、40歳以上

の皆さんが保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一

部を支払って介護サービスが利用できます。

　昨年度と予算を比較すると5億6,700万円（8.7％）増となっています。

主な要因は、高齢化に伴い介護サービスを利用する人が増えており、保険

給付費が増加したためです。

　内訳では、介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、保険給付費

の一部が地域支援事業に移行し、地域支援事業費が約1億2,600万円

（50％）増となっています。

問高齢者支援課☎445・1380

98万円（0.0%）

保健福祉事業費
（談話室事業助成金）

76億3,504万円（70.7%）

その他
１億2,018万円（1.1%）

保健事業費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金
29億1,129万円（27.0%）

1億2,749万円（1.2%）

歳
出

保険料
22億3,211万円
(20.7%)

その他市の法定繰入金など
1,237万円（0.1%）8億3,462万円(7.7%)

77億1,490万円（71.5%）
国や県からの交付金など歳

入

歳
入

歳
出

歳
入

歳
出

歳
入

歳
出

41億9,354万円（59.5%）
国や県などからの交付金など

17億3,201万円（24.5%）
保険料

11億1,861万円（15.9%）
市の法定繰入金など 1,184万円

（0.1%）

その他

65億1,674万円（92.3%）
保険給付費

3億7,943万円（5.4%）

地域支援事業費
1,269万円（0.2%）
その他

（介護サービス給付費など）

（包括的支援事業費、認知症予防事業費など）

1億4,616万円（2.1%）

総務費
（電算委託料、介護認定審査費など）

30年度特別会計予算の概要30年度特別会計予算の概要市の施策や、その進捗状況・
結果などの市政情報を
分かりやすく紹介します。

市の施策や、その進捗状況・
結果などの市政情報を
分かりやすく紹介します。 行財政運営❸

シリーズ
行財政運営❸

シリーズ

総務費(通信運搬費など)

公共下水道事業 介護保険

国民健康保険 
歳入・歳出 107億9,400万円

後期高齢者医療
歳入・歳出 12億8,000万円

歳入・歳出 21億700万円 歳入・歳出 70億5,600万円

　市町村振興宝くじの収益金は、県内の販売実績などに応じた額

を、（公財）千葉県市町村振興協会を通じて各市町村に交付されます。

　市では、29年度の交付金を図書などの購入や、学校図書館司

書の配置のために活用しました。

学校図書館司書が図書室の使い方について子どもたちに案内▶

市町村振興宝くじ
収益金で図書などを購入 問財政室☎445・1079

2 予算の概要 広報広報 平成30年（2018年）6月1日号



児童手当・特例給付現況届の
提出はお早めに

　65歳以上の人の介護保険料は市に納めます。保険料の

額は、市が介護に要する費用を想定し、算定した基準額を

基に所得の段階別に決定し、3年ごとに見直しを行ってい

ます。

　介護保険料を納入通知書で納める人（普通徴収対象者）に

は、介護保険料納入通知書を6月中旬に発送します。

　また、年金天引きにより保険料を納める人（特別徴収対象

者）には、8月中に保険料額決定通知兼特別徴収開始通知書

を送付します。

　なお、40〜64歳の

人の介護保険料は、加

入している医療保険に

よって額が決められ、

医療保険と一括して納

めます。
※土地売却などの特別控除がある場合は、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除金額を控除
　した額を用います
※第1段階の年間保険料には、100分の5の公費が投入されています

　児童手当・特例給付の受給者は、引き続き受給

要件を満たしているかを審査するため、現況届を

提出する必要があります。提出書類など詳しくは、

受給者の皆さんに送付した案内をご覧ください。

提出方法 6月30日（土）まで（消印有効）に、原則と

して同封の返信用封筒で郵送

注意現況届の提出がない場合は、6月分以降の支

払いが差し止めになります

問こども支援課☎445・1325

　広報かまがやは、主に新聞折り込みによ

りお届けしていますが、新聞を購読していな

い市民を対象に、自宅のポストに投函する

「ポスティングサービス」を行っています。

申し込み広報広聴室☎445・1088

注意宛先変更や配達不要

の場合はご連絡ください

6月は「動物の正しい飼い方推進月間」
動物は適切に飼いましょう

　動物は、次のことに注意して飼いましょう。

●飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病

気、周囲に迷惑を掛けずにその動物の習性に合った

飼い方ができているかどうかを再確認しましょう

●動物からうつる感染症を予防するために、過度の

触れ合いは控えて動物に触った後は必ず手を洗

いましょう

●動物には、迷子札やマイクロチップを付けるなどし

て、災害時などに離れてしまっても、飼い主が分

かるようにしましょう。犬については、首輪などに

登録鑑札と狂犬病予防注射済票を付けることが、

狂犬病予防法で義務付けられています

●犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制

止できる人が短い引き綱で行いましょう。また、

しつけや訓練をして、人に危害を加えたり鳴き

65歳以上の人の介護保険料が

変わります

区分 対象者 年間保険料

第１段階

●本人が生活保護の受給者または老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市民
　税非課税の人
●本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計
　が80万円以下の人

25,290円

第２段階
本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
120万円以下の人

37,940円

第３段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、第1・2段階以外の人 44,260円

第４段階
本人が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

（同居の人は市民税課税）
56,910円

第５段階
(基準額)

63,240円

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円未満の人 69,560円

第７段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 75,880円

　声などで近隣に迷惑を掛けたりすることのない

ようにしましょう

●飼い犬が人をかんだときは保健所へ届け出て、か

んだ犬が狂犬病の疑いがないか獣医師の検診を

受ける必要があります

●猫は屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き声などに

よる被害を防止でき、また感染症や交通事故など

の危険から猫を守ることができます

●飼っている動物のふん尿は、飼い主が責任を持っ

て処理しましょう

●91日齢以上の犬猫を合わせて10匹以上飼う場

合、保健所への届け出が必要です

●災害時に、飼っている全ての動物と同行避難でき

るよう準備をしましょう

●適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさな

いために、不妊去勢措置をしましょう

●やむを得ない事情により、どうしても飼えなく

なった場合は、新しい飼い主を探してください。

保健所・動物愛護センターでは新しい飼い主探

　しをお手伝いしています

●愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大で

100万円の罰金が科せられます

●愛護動物を殺傷すると、最大で2年の懲役または

200万円の罰金が科せられます

　県動物愛護センターおよび同センター東葛飾支所

では、「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を定期的に

開催しています。また、学校の授業や地元の勉強会

などに講師を派遣して、動物愛護、犬・猫の正しい飼

い方、犬のしつけ方および動物由来の感染症などに

関する講演を開催しています。

問●習志野健康福祉センター☎475・5151

　●県動物愛護センター☎0476・93・5711

　●同センター東葛飾支所☎04・7191・0050

　●（公財）千葉県動物保護管理協会

　　☎043・214・7814

問高齢者支援課☎445・1380

マイナンバーカードを使って
オンライン申請も マイナポータル

　マイナンバーカードを使って利用できるマイナ

ポータルの機能「ぴったりサービス」では、子育て

に関するさまざまな申請や届け出をオンラインで

行うことができます。

　オンライン申請は、マイナンバーカードを持って

問●子育てワンストップサービス全般に関すること＝こども支援課☎445・1325

　●マイナンバー制度に関すること＝企画政策室☎445・1073

　●マイナンバーカードの交付に関すること＝市民課☎445・1177

●児童手当の申請

●児童手当の現況届 など

オンライン申請ができる手続き

子育てに関する申請が便利！オンライン申請

第８段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 85,370円

第９段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 94,860円

第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 101,180円

第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 107,500円

第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 120,150円

第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 132,800円

第14段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 145,450円

本人が市民税非課税で、第1〜4段階以外の人（同居の人は市民税課税）

広報かまがやを無料でお届け

新聞を購読していない市民の皆さんへ

　市役所まで行かなくても、マイナンバーカード

と、マイナンバーカードに対応するICカードリー

ダーライターまたはスマートフォンがあれば自宅

から申請ができます。

いる人が使えるサービスです。この機会にカード

の作成をお勧めします。

　なお、マイナンバーカードは、申請から受け取りま

でに１カ月程度かかるため、早めの申請をお願いし

ます。
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寄せられた善意まなびぃプラザ パソコン講座
        10時〜21時に、まなびぃプラザ

☎446・1111／窓口

申し込み

　建築物の新築や増改築などをする際

は、建築確認申請書を提出し、確認済

証の交付を受けてから工事に着手しま

しょう。工事完了後、建築物を使用する

ためには、完了検査申請書を提出し完

了検査を受け、検査済証の交付を受け

る必要があります。

　また、現在所有している建築物につ

いても建築士に相談するなどして、日

頃から点検を心掛けましょう。

問建築住宅課☎445・1466

対象

対象

日程
対象

場所

場所

定員

講師
注意費用

持ち物
その他

派遣対象

派遣時間

申請

建築物の完了検査
受けていますか？

建築物が安全・安心であるために

●ふれあい学部＝総務企画部・選挙管理委員会事務局

●くらし 学 部＝市民生活部・農業委員会事務局

●しあわせ学部＝健康福祉部

●みらい 学 部＝都市建設部

●まなびぃ学部＝生涯学習部

●あんしん学部＝消防本部

　　　　おおむね10人以上の市民団体、市内の学校・幼稚園・

企業などが行う学習会や研修会

※営利・政治・宗教活動を目的とした事業や、講師派遣事業の

　目的に反する場合は派遣できません

　　　　休日を含む９時〜21時の原則２時間以内

　　市内の公共施設または、これに準ずる施設（自治会館など）

　　申請書に記入して、派遣希望日の30日前までにまなびぃ

プラザ窓口へ

※日程を調整し、後日申請者へ連絡します

　それぞれの部局が六つの学部に分かれ、各種講座を開催します。

　申し込み方法など詳しくは広報かまがやに随時掲載する予定です。

気象から学ぶ災害対策

知っておきたい相続税・贈与税

マジックをとおして感性を育てる

知っておきたい住まいの知識

楽しくつくっておいしく食べよう！

〜“鎌産鎌消”で健やかライフ〜

生涯学習講演会

〜あなたは気持ちを言葉で表して

いますか？〜

気になる身近な国税を、市民の皆さんに好奇心をもって学んでもらうため、税務署職員

が講師になって、分かりやすく説明します。

総合福祉保健

センター
農業振興課

幼児保育課

建築住宅課

生涯学習

推進課

消防本部

予防課

総合福祉保健

センター6階

市役所

総合福祉保健

センター6階

消防本部

市内で採れた農産物を使った加工品を親子で楽しく作り、おいしく食べて、農業に対す

る理解を深めます。また、「食」に関する知識と選択する力を習得するため、「食育」につい

て学びます。　　　小学生の親子

自分の言葉で伝えることの重要さを見直し、よりよいコミュニケーションについて考え

ます。

台風やゲリラ豪雨などの気象について学び、災害に備えます。

講 座 名学 部 主な内容・対象 実施時期 会 場

未定7月〜11月

31年

1月〜2月

11月17日（土）

10月〜11月

10月11日(木)

10月6日（土）

ふれあい学部

くらし学部

しあわせ学部

みらい学部

まなびぃ学部

あんしん学部

担当課

課税課

問生涯学習推進課☎446・1111

次の番号の派遣メニューは各施設などに申請を

●№19・20＝クリーンセンターしらさぎ☎443・5300

●№21＝アクアセンターあじさい☎443・7497

●№60＝郷土資料館☎445・1030

●№63＝図書館☎443・4946

●№66・68〜71＝各消防署または消防本部予防課

　☎444･3273

●№67＝各消防署または消防本部警防課

　☎440･8125

　市民の皆さんが実施する学習会などで、市の職員が無料（教材費などは自己負担の場合あり）で

出張講座を行います。

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

市役所の仕事

広聴のあらまし

市税のはなし

かまがやレインボープラン21の概要

鎌ケ谷市の国際化

鎌ケ谷市の地方創生

行財政改革の概要

鎌ケ谷市の財政状況

新年度予算の概要

選挙のあらまし

戸籍アラカルト（戸籍法解説等）

住民アラカルト(住民基本台帳解説等)

国民健康保険制度の概要

国民年金の概要

後期高齢者医療制度の概要

家庭でできる地球温暖化防止対策

リサイクルできますよ

これは何ごみ？ごみ分別ガイド

見てみよう クリーンセンターしらさぎ

見てみよう 鎌ケ谷リサイクルセンター

メニュー名

く　

ら　

し　

学　

部

ふ 

れ 

あ 

い 

学 

部

№

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

「きらり鎌ケ谷体操」講習

生活習慣病予防のための食生活

高齢期からの食生活

鎌ケ谷市の高齢者福祉

介護保険のはなし

介護のしかた

認知症について

いきいき子育て支援

楽しい子育て（健康編）

楽しい子育て（あそび編）

なんだろう？発達障がい

社会福祉協議会の活動について

福祉体験講座

下水道アラカルト

高齢者のための交通安全

鎌ケ谷市の都市計画

知っておきたい住まいの知識

鎌ケ谷市の治水対策

メニュー名

し　

あ　

わ　

せ　

学　

部

み 

ら 

い 

学 

部

歯と口の健康づくり

〜いつまでもおいしく食べる〜

№ メニュー名

54

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

見てみよう まなびぃプラザ

かまがやの生涯学習

教育委員会の仕事

学校の理科教育

「特別の教科」道徳

かまがやの歴史と文化財

見てみよう 郷土資料館

 

やってみよう 軽スポーツ

見てみよう 市立図書館

補導活動とその実態

見てみよう 学習センター

応急手当講習（１回30人まで）

応急手当救命講習

消火器取り扱い講習（屋外）

煙体験ハウス使用による煙体験

火災予防の豆知識

見てみよう 消防署

ま　

な　

び　

ぃ　

学　

部

あ
ん
し
ん
学
部

見てみよう 国史跡

「下総小金中野牧跡」
61

№

22

23

24

26

27

29

30

31

32

消費生活セミナー

中小企業向けの融資制度

ＮＰＯについて

防災対策1-2-3
市産業のあらまし

障がい者の支援制度

３食３色バランスご飯

糖尿病予防のはなし

介護予防のはなし

く　

ら　

し　

学　

部

し　

あ　

わ　

せ　

学　

部34

歯と口の健康づくり

〜子どものむし歯予防〜

歯と口の健康づくり

〜歯周病予防と口臭予防〜

見てみよう アクアセンターあじさい

（し尿処理場）

新しいパートナーシップをめざして

〜鎌ケ谷市男女共同参画推進計画〜

鎌ケ谷市災害時要援護者避難支援

計画の概要
28

25

21

33

メニュー名

担 

当 

部 

局

かまがやまなびぃ大学

講師派遣事業

学部主催講座

昨年は
12，236人が受講！

●松戸青色申告会鎌ケ谷分室から

　福祉活動のために8,300円を

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から

　福祉活動のために25,600円を

●垂水貞幸さんから福祉活動のた

　めに12,000円を

●匿名の人から音声訳の活動のた

　めに14,953円を

●国際ソロプチミスト船橋から福

　祉活動のために100,000円を

●大澤茂さんから福祉活動のため

　に30,000円を

　　　　 　 （市社会福祉協議会）

申請方法

マジック体験を通して、子どもたちが目をキラキラさせながら声を出したり、笑ったりす

ることで感性を伸ばし、一緒に楽しみます。　　　乳幼児の親子

市内で予測される地震規模と被害予測などの説明と、模型やビデオ上映などを通して、

住まいの地震対策の重要性を学びます。また、免震工事をした市役所を見学します。

　　下表参照

　　市内在住・在勤・在学で簡単な

文字入力とマウス操作ができる

18歳以上の人

　　まなびぃプラザ3階 研修室2

　　各26人（申込先着順）

　　各1,000円（返金不可）

　　まなびぃパソコン普及会

申込番号・講座名 内 容

6/21(木)・22(金)

13：30〜16：30
Web画面操作と検索・調査

インターネット

2日間講座
5

6/27(水)・28(木)

13：30〜16：30
画像修正・加工・印刷

GIMP画像編集

2日間講座
6

日 時

まなびぃプラザ
窓口③派遣決定

①申請

②調整

④派遣

市　役　所
ふれあい学部
く ら し 学 部
しあわせ学部
み ら い 学 部
まなびぃ学部
あんしん学部

　　　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

お知らせ 平成30年（2018年）6月1日号広報広報4



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

1 まずはご連絡を！

　地域や敷地の形状などにより設置できない場合

があるため、市職員が希望者宅へ確認に伺います。

2 設置工事を実施

　工事費用は市が全額負担します。

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　

　は申請者の所有物になります

雨水浸透桝モニターを募集
うすいしんとうます

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

　自分らしく仕事を見つけるために、自

分の気持ちに気付き、自信を持つヒン

トをつかみましょう！

対15〜39歳の人（学生を除く）

時6月20日（水）●13時30分〜15時

30分＝セミナー●15時30分〜16時＝

個別相談

所市役所5階　定20人（申込先着順）

申●商工振興課☎445・1240

●まつど地域若者サポートステー

ション☎047・703・8301

WORKFIT 就職応援セミナー

　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上

時6月16日(土)●9時〜12時＝市民向

け●9時〜13時＝一定頻度者向け

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

対市内在住の60歳以上で、シルバー人

材センターでの就業意欲がある人

時6月19日（火）・20日（水）の各9時

30分〜15時（全2回）

所社会福祉センター

定15人（申込先着順）

申6月4日（月）9時以降にシルバー人

材センター☎443・4145

除草・刈り払い機 技能講習会
情報ひろば

イベント

内ロープ遊び（綱渡り・ブランコ）、竹

馬、バンブーダンス、ものづくりなど

対小学生（３年生以下は保護者要同伴）

時●6月3日（日）＝割り箸鉄砲づくり

●17日（日）＝手作りこま

（時間はいずれも11時〜15時）

所市制記念公園

問●雨天時の開催可否＝開催日の9時

以降に同公園管理事務所☎445・0285

●その他＝こども支援課☎445・1320

子どもたち大集合！
あそびのプレーパーク

講座・講演

　2016年リオパラリンピックのメダ

リストが所属する「市原ボッチャクラ

ブ」による講演「ボッチャと障がい」

と、競技の体験。

時7月5日（木）13時30分〜16時

所総合福祉保健センター6階

定50人（申込先着順）

ボランティア入門講座
ボッチャ 〜講演＆体験〜

申6月29日（金）までにボランティア

センター☎442・2940／ｆ446・4545

内①基礎セミナー「新任役員への提案」

「大規模修繕工事の発注先の選び方」

②個別相談会

時6月17日（日）①＝13時〜15時20

分②＝15時30分〜16時30分

所中央公民館

定②のみ4組（申込先着順）

申県マンション管理士会☎043・244・

9091／ｆ043・244・9094／ｍinfo

@chiba-mankan.jp

マンション管理組合のための
セミナー・相談会

　35年間における、アフガニスタンで

の医療・かんがい事業の活動報告など。

時6月10日（日）13時から（12時開場）

所船橋市市民文化ホール

費1,000円（大学生以下無料）

他ゲストは作家の澤地久枝さん

問中村哲医師講演会実行委員会 相川

☎498・9140／ｍharu-aikawa

@circus.ocn.ne.jp

ペシャワール会支援
「中村哲医師講演会」

時6月9日（土）〜15日（金）10時〜17時

（初日は13時から、最終日は16時まで）

所きらり鎌ケ谷市民会館ロビー

問市絵画同好会 青木☎444・5442

第34回鎌美展（絵画の展示）

　通訳ボランティアと一緒に中国山西

省の見どころを紹介します。剪紙（切り

絵）にも挑戦しましょう！

時6月24日（日）14時〜15時30分

所かまがやワールドプラザ

定12人（申込先着順）

申氏名（ふりがな）・電話番号を記入し

て同プラザｍkamagaya.tabunka

@bz04.plala.or.jp／☎442・1850／

ｆ442・1851

いろいろな国の文化（中国編）
〜中国茶を楽しみながら剪紙に挑戦〜

　外国人ゲストによる基調トークと、

お茶を飲みながらのフリートーク。

時7月1日（日）13時30分〜16時（13

時15分から受け付け）

所総合福祉保健センター６階

定30人（申込先着順）

費800円（会員割引あり）

申（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

第１回英会話サロン 
〜外国人ゲストと英語で楽しく
　語り合いませんか？〜

さくらんぼぐみ　対0〜2歳くらい　時6月13日・

27日の各（水）●11時〜11時15分●11時15分〜

11時30分（各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6月3日

（日）11時〜11時30分

いちごぐみ　対小学校低学年以下　時6月10日

（日）14時〜14時30分　所図書館東部分館

絵本の読み聞かせ

対小学生（保護者同伴であれば5歳から可）

時6月16日（土）13時30分から

定35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

申6月1日（金）10時から図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「七夕かざりをつくろう！」

　「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6月9日（土）15時から

小学生のためのおはなし会

シネマトーク付き上映会
映画「スティング（字幕）」

　読み聞かせの意義や絵本の選び方について学

びます。お薦めの絵本の紹介もします。

時6月30日（土）13時30分〜15時

定20人（申込先着順）　師図書館職員

　　未就学児、先着5人（6月15日（金）までに要

申込）

申6月1日（金）10時から図書館本館へ電話

家庭で楽しむ絵本の講座
絵本の楽しさ、読み聞かせで伝えましょう

保育

　ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード

ら名優たちが繰り広げる痛快ストーリー。殺され

た仲間の敵を取るために、詐欺師たちは大掛かり

な詐欺を仕掛

ける。

時 6月2 3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6月1日（金）

11時から図書

館本館へ電話

水害を防ぐことができる「雨水浸透桝」

　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によ

り、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1〜3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

　市域の歴史について学びましょう。

対市内在住・在勤・在学の人

時6月15日、7月13日、8月17日、9月

21日、10月12日の各（金）

13時30分〜15時30分

（全5回）

所図書館本館3階

定30人（申込先着順）

他まなびぃ100対象

申郷土資料館

☎445・1030／

ｆ443・4502

鎌ケ谷古文書講座（初級）
「はじめての古文書」

◀
く
ず
し
字
を
読
ん
で
み
よ
う

︵
鎌
ヶ
谷
村
︶

中国の伝統的な切り絵にチャレンジ！
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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



　　　　　  　 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

場所
期間

出展団体

試験日

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
集合

▶ふれあい太極拳
対初心者時月4回（月）10時30分〜12時所くぬぎ山コミュニ

ティセンター定10人入1,000円月3,000円申中村☎090・

6520・7768

▶NPO法人千葉県中途失聴者・難聴者協会東葛北事務所鎌ケ
谷地区会
対聞こえに困っている人時第2〜4（月）12時30分〜14時30

分所中央公民館年2,400円申中川☎・ｆ443・8485

▶鎌ケ谷太極拳クラブ
陳式太極拳。時毎週（土）19時〜21時所鎌ケ谷中学校体育館

入1,000円月3,000円申佐藤☎080・5542・4980

▶ヨガサークルペパーミント
対成人女性時毎週（水）9時30分〜11時所まなびぃプラザ

定若干名入1,000円費1回500円申横尾☎090・3404・

2044

▶水墨画クラブ
対女性時第2・4（火）13時〜15時所東部学習センター定若干

名月3カ月5,000円申竜江☎080・3006・7329

▶現代詩吟サークル
詩吟とカラオケ。対成人時第1・3（火）14時〜16時所中央公

民館定若干名入1,000円月1,300円申木村☎412・0002

▶ダンス・ダンス
社交ダンス。対初心者歓迎時月3回（水）10時〜12時所南部

公民館入1,000円月2,000円申石村☎444・4013

▶ダンスサークル梨花
社交ダンス。対ダンス経験が多少ある成人時毎週（火）13時〜

15時所東初富公民館定若干名月3,000円申小川☎090・

5418・4930

▶東初富 男の料理教室
対成人男性時第2（木）9時30分〜12時30分所東初富公民館

定3・4人入1,000円月1,000円申四元☎444・7599

▶社交ダンス無料レッスン
対中高年の人（初心者歓迎）時6月6日・13日

の各（水）13時〜15時所鎌ケ谷コミュニティ

センター定若干名持上履きまたはダンス

シューズ申スウィングクラブ 谷本☎090・

5253・9953

▶無料太極拳教室
対初心者時6月5日（火）18時30分〜20時30

分所くぬぎ山コミュニティセンター定10人

（申込先着順）申雲手の会 中村☎090・6520・

7768

▶聞こえに困っている方のコミュニケーション
講座
手話や読話などの初心者向けの講座。対聞こ

えに困っている人とその家族時31年3月4日

までの第1（月）の各13時30分〜15時30分

（8月6日を除く全9回)所市役所地下定10人

（申込先着順）費1,200円（テキスト代）申

NPO法人千葉県中途失聴者・難聴者協会東葛

北事務所鎌ケ谷地区会 楢﨑ｆ443・7657

▶無料太極拳講習会
陳式太極拳。時6月2日・9日の各（土）18時30

分〜19時30分所鎌ケ谷中学校体育館持上履

き問鎌ケ谷太極拳クラブ 佐藤☎080・5542・

4980

▶PC初級入門講座「1から始めるPC講座」
　　●6月10日＝パソコン操作の仕方、Windows

10機能説明●17日＝インターネット入門（1）

●7月1日＝インターネット入門（2）●8日＝電

子メールの使い方●15日＝Word入門（簡単な

会員募集催しなど

情報ひろば

　6月は「環境月間」、6月5日は「世界環境デー」であり、環境に対する興味

や関心を深める期間です。

　そこで、市内で環境を守る活動を行っている団体や企業の日頃の取り組

みなどについて発表するパネル展を開催します。活動を知り、あなたも活動

に参加してみませんか？

　　6月4日（月）〜22日（金）

　　市役所1階 市民ホール

環境活動について知っていますか？

種目

時8月25日（土）〜11月4日（日）

対県大会レベルの成績などを持ち、次

のいずれかの条件を満たす人

●30年4月30日以前に鎌ケ谷市に住

民登録して、引き続き居住している

●県内に居住していて、市内の小・中学

校を卒業した

　　●夏季＝水泳、ヨット、ボート ●秋

季＝バレーボール（男子）、体操、相撲、

ラグビーフットボール、ハンドボール、

ボクシング、フェンシング、レスリン

グ、ライフル射撃、クレー射撃、銃剣

道、自転車、山岳、ホッケー、ウエイトリ

フティング、なぎなた、馬術、カヌー

他最近の成績などにより市体育協会

が選考します

申大会の成績などを持参して、6月29

日（金）までに文化・スポーツ課窓口

（市役所5階）

問同課☎445・1531

第68回千葉県民体育大会
夏季・秋季大会

　アメリカン方式、4ゲームのトータル

ピンで競います（年齢・性別によるハ

ンディキャップ有り）。

対市内在住・在勤の人

時6月24（日）10時30分から（10時

から受け付け）

所ときわ平ボウリングセンター（松戸市）

費2,000円（当日持参）

申6月17日（日）までに同センター窓

口または、6月15日（金）までに文化・

スポーツ課☎445・1531

市民ボウリング大会
　ルールやボールの投げ方などを基

本から学びます。

時6月10日（日）9時30分〜12時（雨

天中止）

所五本松小学校 校庭

定20人（申込先着順）

費100円（当日持参）

申6月7日（木）までに市ペタンク協会 

住友☎090・5784・7200

ペタンク初心者講習会

スポーツ

　バドミントン、スポンジテニスなどを

楽しもう！

対市内在住・在勤・在学の人

時6月17日（日）13時〜16時（13時か

ら受け付け）

所道野辺小学校 体育館

持飲み物・室内履き

問文化・スポーツ課

☎445・1531

軽スポーツ

対中学生以上で初心者の女性

時7月1日・8日の各（日）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（中高生700円）

●その他＝3,000円（中高生1,100円）

（いずれも用具代込み。当日持参。返金

不可）

申6月15日（金）〜25日（月）に同場窓

口／☎446・5910

30年度アーチェリー教室

募集

対昭和34年4月2日以降に生まれ、

看護師免許または准看護師免許を有

する人

定若干名

　　　7月4日（水）

申6月15日（金）まで（消印有効）に提

出書類を四市複合事務組合ゆ〒273-

0005船橋市本町2-7-8

他受験案内などは、高齢者支援課窓口

（総合福祉保健センター2階）・同組合

窓口・同組合ホームページで配布

問同組合☎436・2772

特別養護老人ホーム三山園 看護員

かまがや環境パネル展 2018

　　　　●エコネットかまがや

●大津川水質浄化委員会

●鎌ケ谷市放射能対策 市民の会

●かわ・水・みどり

●鎌ケ谷・大津川を清流にする会

●NPO法人環境カウンセラー

　千葉県協議会

●囃子水の自然を育てる会

●京葉ガス株式会社 船橋支社

●県生物多様性センター

問環境課☎445・1227

文書・チラシ作成）●22日＝Excel入門（簡単

な表計算体験）、各（日）10時〜12時（全6回）

対市内在住の人所まなびぃプラザ定15人（申

込先着順）費1回500円申NPO法人かまがや

地域情報の窓 川俣☎412・2580

▶好評の「マイバッグ作り」
傘の生地を利用したバッグ作り。時6月11日

（月）12時30分〜16時30分所図書館本館

定12人（申込先着順）申エコネットかまがや 

小山☎443・4915

▶楽しく描こう会 作品展
水彩・油彩など。時6月1日（金）〜15日（金）（初

日は12時から、最終日は16時まで）所東部学

習センター問同会 但野☎446・5971

▶第38回さつき展示会
時6月2日（土）9時〜3日（日）15時まで所北

部公民館問さつまさつき愛好会 鈴木☎446・

1800

▶2018サークルPiacere サマーコンサート
歌曲・オペラアリアなどの独唱。時7月18日

（水）14時から（13時30分開場）所きらりホー

ル定540人（当日先着順）問ピアチェアレ 石川

☎047・384・0597

▶鎌倉街道を歩く
対高校生以上時①第6回＝6月2日②第7回＝

7月7日、各（土）9時30分から　　①＝東急多

摩川線沼部駅②＝横浜市営地下鉄グリーンラ

イン日吉本町駅定各40人（申込先着順）費保険

料など800円申歴史たんぽ 楠窪☎445・

5197
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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

　：１日（金）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検査の結果は即日通知　　　　　　　　　　　　　 ●くぬぎ山・北中沢・粟野＝4日（月）・25日（月）●道野辺中央＝1日（金）〜30日（土）　

　　　　　　　　　●中央・南＝25日（月）●くぬぎ山・北中沢＝4日（月）・25日（月）●粟野＝4日（月）、9日（土）午前、25日（月）　　　　　　　　　各児童センターの休み

時●6月7日（木）・18日（月）＝9時〜12時●6月

15日（金）・26日（火）＝13時30分〜16時30分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

栄養士による個別相談

期限

　麻しんはかかると症状が重く、合併症を起こすこ

とがあるため、2回接種を受けるようにしましょう。

対①1期＝1歳から2歳未満

　②2期＝24年4月2日〜25年4月1日生まれ

　　②＝31年3月31日（日）まで

問☎445・1390

早めに受けましょう
麻しん風しん混合（ＭＲ）予防接種 保育

内大人の発達障害についての医師の講義

時6月28日（木）9時30分〜11時30分

所総合福祉保健センター3階

定50人

　　未就学児、先着5人（6月15日（金）までに要申込）

他まなびぃ100対象

申6月22日（金）までに☎445・1405

第1回 精神保健学習会
「大人の発達障害」について学ぼう

離乳食教室「離乳中期（2回食）の食事について」
　食材の種類・量の増やし方や調理法などについて

栄養士が教えます。保護者による試食もあります。

時6月27日（水）10時〜11時

30分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

●初小＝4日(月)

●南部小＝7日(木)

●鎌小＝8日(金)

●道小＝11日(月)

●中部小＝13日(水)

●北部小＝18日(月)

●五小＝20日(水)

●東部小＝25日(月)

●西部小＝28日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

6月の有価物回収

各コミュニティセンターの休み

福 習注 予

主な施設の
休み

●各コミュニティセンター＝下部欄外　●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝

毎週（火）　●まなびぃプラザ・学習センター（各公民館）、きらり鎌ケ谷市民会館＝29日（金）

●図書館＝毎週（月）、29日（金）　●郷土資料館＝毎週（月）

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

①③＝中央公民館②＝まなびぃ

プラザ／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①17日（日）13時〜15時30分

②21日（木）18時〜20時30分

③26日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

12日（火）14時から

28日（木）14時から

22日（金）13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）

13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）

26日（火）９時から

●6月7日（木）＝

●6月21日、7月5日の各（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

療育相談 予

HIV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

!6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

18日（月）13時〜15時

13日（水）10時〜12時

18日（月）13時〜16時

15日（金）10時〜15時

28日（木）13時〜16時

1日（金）10時〜12時・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

19日（火）●13時から●1４時

から●1５時から

毎週（火）13時〜17時

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

部門　　①一般（3句1組）②小学生③中学

生④高校生

費①＝1,000円②〜④＝無料

申①は7月31日（火）まで、②〜④は6

月30日（土）までに一茶双樹記念館へ

必要書類を郵送

他詳しくは同館ホームページを参照

問同館☎04・7150・5750

第9回一茶双樹俳句交流大会
作品募集

　中小企業・小規模事業者が抱える問

題の解決と夢の実現のために、県産業

振興センターと連携して、「千葉県よろ

ず支援拠点サテライト相談所」を開設

します。

対県内の中小企業・小規模事業者

時6月15日（金）10時〜16時

所市役所3階

申商工振興課☎445・1240

千葉県よろず支援拠点の
専門スタッフが無料で相談を受け付け 　歯を失う二大疾患は、「虫歯」と「歯周病」です。どちらも「歯垢

（プラーク）」と呼ばれる細菌の塊が原因です。そのため、毎食後の

歯磨きで歯垢をきちんと取り除くことが、虫歯と歯周病を予防す

る基本になります。

　しかし、歯ブラシのみでは6割程度の汚れしか落とせないとい

われています。「歯間ブラシ」や「デンタルフロス」を使用して汚れ

のたまりやすい歯と歯の間を清掃しましょう。

　歯並びなどは個人差があるため、その人に合った歯ブラシや歯

間ブラシなどのサイズ・磨き方があります。定期的に歯科医院に

通って、自分に合った手入れ方法を教えてもらいましょう。

問健康増進課☎445・1394

歯磨きの基本
　1日1回は時間をかけて鏡を見ながら歯を磨きましょう。

●毛先を歯の面に

　直角に当てる

●1カ所20回以上、1本 

　1本磨くように意識する

●軽い力で動かす

　（歯ブラシの毛先が

　広がらない程度の力）

●小刻みに動かす

　総務省では、電波を正しく利用して

もらうための周知、啓発活動、不法無

線局の取り締まりを強化します。

問総務省関東総合通信局

●不法無線局による混信・妨害＝☎03・

　6238・1939

●テレビ・ラジオの受信障害＝☎03・

　6238・1945

●地上デジタルテレビ放送の受信相

　談＝☎03・6238・1944

6月1日〜10日は
電波利用環境保護周知啓発強化期間

お知らせ・相談 毎食後に歯磨きをしていますか？
6月4日〜10日は

歯と口の
健康週間

　乳幼児から高齢者まで誰でも健康に関する相

談ができます。

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①6月26日（火）②27日（水）

（いずれも9時30分〜11時受け付け）

所①＝総合福祉保健セン

ター②＝東部学習センター

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

磨き指導を希望の場合）

問☎445・1393

地区健康相談
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　学校給食センターの調理員体験と、栄

養士の話を聞きながら給食メニューをア

レンジした簡単朝食の試食をしてみませ

んか？

    市内在住の小学生と保護者

    7月24日（火）9時20分 総合福祉保

健センター入口前集合〜12時30分

    学校給食センター（市のバスで移動）

    20組40人（多数抽選）

    保険料1人50円

      上履き

    小麦（表示義務・推奨27品目中）のアレルゲンを含んだ試食があります。詳

しくはお問い合わせください

       6月15日（金）までに住所・氏名・学校名・学年・クラス・電話番号を記

入して、往復はがきで学校給食センターゆ〒273-0131軽井沢2049-4／

ｍkyusyoku@city.kamagaya.chiba.jp

※メールで申し込む場合、数日たっても確認メールがない場合はご連絡ください

問●試食について＝健康増進課☎445・1546

  ●その他について＝給食管理室☎445・5640

　子どもたちの生活リズムが乱れているといわれている中、早寝早起きの必要

性が高まっています。早寝早起きの効果や、習慣付ける方法について、地域で子

育てを支援する人々と共に学び、考えます。

    6月26日（火)10時〜12時

    市役所地下 団体研修室

    未就学児、先着5人（6月15日（金）までに要申込）

      まなびぃ100対象

       生涯学習推進課☎446・1111

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      109,779人（前月比-3）

男　54,335人　女　55,444人

世帯数　 48,870世帯（前月比＋60）

〔30.5.1現在〕

平成30年（2018年）6月1日号

神山 潤 さん

　函館の高校合唱部のソプラノリーダー・かすみ（夏帆）は、自分の歌声と容

姿に過剰な自信を持つ女子高生。思いを寄せる生徒会長・牧村に頼まれ、歌

唱シーンの写真モデルになるが、出来上がった写真

を「産卵中のシャケみたいな顔」と笑われ自信喪失す

る。しかし、ライバル校のヤンキー合唱部の魂のこ

もった歌と、部長・権藤（ゴリ）の一言がきっかけで、

再度、合唱に取り組むことに…。

    7月21日（土）●10時から（9時30分開場）●14

時から（13時30分開場）      500円       先着

5人（要申込）       ●全席指定●親子席（8席。要

申込）に限り未就学児入場可

　宮沢賢治の童話「セロ弾きのゴーシュ」がミュージカルに！独りぼっちの

ゴーシュが毎晩訪れる動物たちと関わる中で得るものとは？歌って踊って、

泣いて笑って！見るとどんどん元気が湧いてくる！

    8月5日（日）14時から（13時30分

開場）      ●一般＝2,000円●4歳〜

中学生＝500円      先着5人（要申込）

     ●全席指定●親子席（8席。要申

込）に限り3歳以下入場可●終演後に、

舞台のヒミツを客席から見学するコー

ナーあり

　東京ベイ・浦安市川医療センターCEO、日本子ども健康

科学会理事。主な著書は、『「夜ふかし」の脳科学（中公新書

ラクレ）』『朝起きられない人のねむり学（新曜社）』など。

☎441・3377　　　〒273-0101富岡1-1-3

    https://www.kirari-kamagaya.jp

場所
URL

KAMAGAYA KIRARI HALL

予約方法の指定がないイベントの
チケット予約は電話で。
購入は、代金を持参して窓口で

その他の
イベントも
チェック

きらり☆シネマvol.8「うた魂♪」

わらび座ミュージカル　「セロ弾きのゴーシュ」

記念品を贈呈します

結婚50年目を迎えるご夫婦へ

講師プロフィール

それ行け！学校給食センター

きらりかまがや
第１回アーティスト発掘プロジェクト 市民会館☎441・3377／窓口

　29年6月に開催した「第1回アーティスト発掘プロ

ジェクト」で、多数の応募者の中から優秀賞・特別賞

を受賞したアーティストたちによる、記念コンサート

を開催します。「きらりと輝く」アーティストたちに、

温かい声援をお願いします！

    小学生以上

    ６月１７日（日）14時開演（13時３０分開場）

    きらりホール

    480人（申込先着順）

    先着5人（要申込）

      ●鎌ケ谷市ゆかりの特別ゲストあり ●自由席

日時
場所
定員

対象

保育

日時
場所
保育
その他
申し込み

日時

場所
定員
費用

注意

対象

持ち物

申し込み

対象

申し込み

　結婚50年目に当たる金婚式を迎えるご夫婦の皆さんへ、市から金婚式を

祝して記念品を贈呈します。

    昭和43年9月1日〜44年8月31日の間に結婚（入籍）した、市内在住の

夫婦

※43年8月31日以前に結婚し、過去に申請していない人も含む

       7月31日（火）までに戸籍謄本（3カ月以内に交付されたもの）を持

参して、高齢者支援課窓口（総合福祉保健センター２階）

問高齢者支援課☎445・1375

日時

日時

費用

費用

保育

保育

その他

その他

こどもの眠りを妨げるものこどもの眠りを妨げるもの
～メディアに塾に過剰なスポーツ、そして何より大人の意識～

その他

30年度
子育て支援講演会

ペットボトルを食材に
見立てた釜混ぜ体験

※夏休みの清掃・消毒前のため、

　特別に調理室へ入ることができます

©2008「うた魂♪」製作委員会

河村優美さん

独唱の部
優秀賞

法土絵美さん

独唱の部
審査員特別賞

前川ひとみさん

独唱の部
審査員特別賞

鎌ケ谷少年少女
合唱団senior

合唱の部
優秀賞

　今年も、きらりと輝くアーティスト

を発掘します！ジャンルなど詳しく

は、6月17日以降にきらりかまがや

ホームページなどでお知らせします。

申し込み


