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1
主な内容

　任期満了に伴う鎌ケ谷市長選挙は7月1日（日）に告示され、7月8日（日）に投票

が行われます。また、欠員が生じている鎌ケ谷市議会議員の補欠選挙も同日に行

われます。

　当日投票に行けない人のために、期日前投票も7月2日（月）から2カ所で行いま

す。棄権しないで必ず投票しましょう。

　鎌ケ谷市の選挙人名簿に登録さ

れている人へ世帯ごとに郵送しまし

た。届いたら開封し、記載内容を確

認の上、本人の分を

切り離して投票所に

持参してください。

　投票は、最初に鎌ケ谷市長選挙

（白色の投票用紙）、次に鎌ケ谷市議

会議員補欠選挙（薄い青色の投票用

紙）を行います。どちらも投票用紙

に「候補者名」を記載します。

　平成12年7月9日までに生まれ

た人で、平成30年3月31日までに

鎌ケ谷市に転入の届け出をして、引

き続き3カ月以上住民基本

台帳に登録されている、

日本国籍を有する人。

　候補者の政見などを掲載した選挙

公報は、7月4日（水）の日刊新聞（朝

日・産経・千葉日報・東京・日経・毎日・

読売）の朝刊に折り込む予定です。

※市役所・各コミュニティセンター・

　学習センター（各公民館）・図書館

　などの公共施設でも配布します

　次の施設は投票所となるた

め、7月7日（土）〜8日（日）は

臨時休館になります。

　また、南部公民館では自動

交付機も休止となるため、市

役所の自動交付機をご利用く

ださい。

▷北部・南部公民館（いずれも

　図書館分館を含む）

▷南初富・北中沢・道野辺中

　央・粟野コミュニティセン

　ター（7月7日（土）は利用申

　し込みのみ受け付け）

　他の市町村での投票、病院や施設

での投票、郵便での投票があります。

手続きに時間がかかるため、希望する

人は早めに申請して

ください。詳しくは、

市ホームページをご

覧ください。

問市選挙管理委員会事務局☎445･1539問市選挙管理委員会事務局☎445･1539

市長選挙・市議会議員補欠選挙

投票時間：7時～20時

不在者投票

　市ホームページを6月25日にリニューアルしました。より見やすく使いやすい市ホームページとし

て、市民生活に必要な情報や鎌ケ谷の魅力を発信していきます。主な機能は次の通りです。

7 8月

分かりやすいデザインに変更

　掲載情報の分類を見直し、必要な情

報を見つけやすい構成になりました。

また、高齢者や障がい者を含む誰もが

利用しやすいものと

なっています（ウェブ

アクセシビリティ

対応）。

緊急情報を迅速に発信

　自然災害などの緊急情報を

担当部署からも迅速に発信

できるようになりました。

スマートフォンに対応

　パソコン版と同じ内容を見

やすく配置したスマートフォン

版も用意しています。

イベントカレンダーを新設

　市のイベントをジャンルご

とに分類し、カレンダー形式で

分かりやすく表示できます。

※トップページのURLは変わりませんが、

　各ページのURLは変更になりましたの

　で、ブラウザの「お気に入り」などに登録

　している場合は、再登録をお願いします
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期日前投票

投票時間：8時30分〜20時

市役所1階市民ホール

投票時間：9時〜19時

東部学習センター1階レインボーホール横

※入場整理券が届いている人は持参してください。な

　お、あらかじめ入場整理券裏面の｢宣誓書｣に記入し

　ておくと、スムーズに投票を行うことができます

投票できる人 投票は市長選挙、市議会議員補欠
選挙の順で

　投票日当日の21時から、福太郎ア

リーナで開票します。

※参観人の受け付けは、

  20時30分から

入場整理券

開票

選挙公報

選挙による施設の臨時休館と南部公民館自動交付機の休止

市ホームページが新しくなりました
問広報広聴室☎445・1088

臨時休館施設

日（日）
　仕事や旅行などの予定があり、投票日当日に投票へ行け

ない人は、お近くの期日前投票所で期日前投票ができます。

投票日：7月2日(月)〜7日(土)



　30年8月から、70歳以上課税世帯の人の高額療養費の自己負担限

度額と所得区分が変わります。

　なお、70歳未満の人と非課税世帯の人の自己負担限度額に変更はあり

ません。

問●国民健康保険について＝保険年金課

　　☎445・1204

　●後期高齢者医療制度について＝保険年

　　金課☎445・1207

　国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入されている世帯へ、医療

費通知（はがき）を送付しています。確定申告における医療費控除手続きの

際に、領収書の代わりとして使用できます。なお、内容によっては領収書に基

づいて医療費通知に医療機関名や実際に負担した額などを補完記入する必

要があります。詳しくは、松戸税務署にお問い合わせください。

※医療費通知の作成には審査や点検などに時間を要するため、確定申告の

　医療費控除の手続きに間に合わない診療分については、領収書をご使用く

　ださい

問●国民健康保険について＝保険年金課

　　☎445・1418

　●後期高齢者医療制度について＝後期

　　高齢者医療広域連合☎043・216・

　　5013／保険年金課☎445・1207

8月診療分からの高額療養費自己負担限度額

※1：総医療費が一定額を超えた場合は、超えた分の１%を加えます

※2：1世帯における1年以内での4回目以降の高額療養費自己負担限度額

国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

医療機関でかかった医療費をお知らせします

現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

一般

住民税課税所得690万
円以上

住民税課税所得380万

円以上690万円未満

住民税課税所得145万

円以上380万円未満

住民税課税所得145万

円未満

 80,100円※1 

(44,400円)※2

167,400円※1 

(93,000円)※2

 252,600円※1 

(140,100円)※2

外来
（個人単位）

外来+入院
（世帯単位）

18,000円

（年間上限144,000円）
57,600円

(44,400円)※2

対象区分

第１回

第２回

第３回

第４回

国民健康保険
（鎌ケ谷市から発送）

後期高齢者医療制度
（後期高齢者医療広域連合から発送）

1月〜3月

4月〜6月

7月〜9月

10月〜12月

7月上旬

10月上旬

31年1月上旬

31年4月上旬

1月〜5月

6月〜10月

11月〜12月予定

10月上旬

31年2月上旬

31年6月上旬予定

診療月 発送時期 診療月 発送時期

後期高齢者医療制度に
加入している皆さんへ

　8月から有効の保険証

（小豆色）を、7月中に簡易

書留郵便により個別に送

付します。

ジェネリック医薬品希望カードを同封しています
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬

品の特許消滅後に製造・販売されたもので、先発

医薬品と主成分は変わらず同等の効果がある安

価な薬です。

　ジェネリック医薬品の処方を希望する場合は、

カードを医師や薬剤師に提示してください。

交換用の保険証カバーを配布
　市役所・各コミュニティセンター・学習センター

（各公民館）などで配布しています。

8月からの保険証を送付します
　8月から有効の保険証（紺色）を、7月中に簡易書

留郵便により世帯単位で送付します。

※退職者医療制度加入者がいる世帯の場合は、保険

　証（セピア色）を、別の封筒で送付します（到着時

　期にずれが生じる場合があります）

負担割合を3割から2割に変更できる
場合があります

　自己負担割合が3割の判定を受けた人で、29年中

の収入額が次のいずれかの条件に該当する場合は、

基準収入額適用申請により負担割合を2割（昭和19

年4月1日以前生まれの人は1割）に変更できます。

国民健康保険に
加入している皆さんへ

問保険年金課☎445・1204

高額療養費の自己負担限度額が変わります
70歳以上課税世帯の皆さんへ

　「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準
負担額減額認定証」を医療機関で提示すると、医療
機関での支払いが自己負担限度額までとなります。

「限度額適用認定証」の対象者
　国民健康保険では、70歳未満の住民税課税世帯
の人と、70～74歳の現役並みⅡ、現役並みⅠの区分
の人が対象です。
　後期高齢者医療制度では、現役並みⅡ、現役並み
Ⅰの区分の人が対象です。
※自己負担限度額については、左下「高額療養費の
　自己負担限度額が変わります」をご覧ください
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象者
　住民税非課税世帯の人が対象です（国民健康保
険と後期高齢者医療制度で共通）。
　医療機関での支払いが自己負担限度額までとな
る他、入院時の食事代が減額されます。

認定証の申請について
　現在、認定証をお持ちの人で8月以降も引き
続き対象となる人は、再度申請が必要です。詳
しくは、保険証に同封した案内・申請書をご覧
ください。
※後期高齢者医療制度の場合、すでに認定証
　をお持ちで引き続き対象となる人には新しい
　保険証と一緒に送付しますので再度の申請
　は不要です。まだ認定証をお持ちでない人で
　対象となる人は、申請により取得できます

認定証を提示しなかった場合
　自己負担限度額を超えた分は、診療の約3カ
月後に高額療養費として支給のお知らせを送
付するため、支給申請してください。

●同一世帯の70〜74歳の国保被保険者が1人で、

　収入額が383万円未満

●同一世帯の70〜74歳の国保被保険者が2人以上

　で、収入額の合計が520万円未満

●同一世帯に、国保から後期高齢者医療制度に移行

　した人と70〜74歳の国保被保険者がいて、収入

　額の合計が520万円未満

医療費通知は

大切に保管

しましょう

高額な医療費が見込まれるときは

　※該当すると思われる人には6月中旬に通知しました

負担割合を3割から1割に変更できる
場合があります

　自己負担割合が3割の判定を受けた人で、収入額が

次のいずれかの条件に該当する場合は、基準収入額

適用申請により負担割合を1割に変更できます。
問保険年金課☎445・1207

　所得などに応じた自己負担割合が記載されていま

す。医療を受けるときは、保険証１枚で受診できます。

　　70歳の誕生日の翌月（1日が誕生日の人はそ

の月）〜75歳の誕生日の前日

適用

70〜74歳の人の保険証は、
高齢受給者証を兼ねています

8月からの保険証を送付します
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●同一世帯の被保険者が1人で収入額が383万円未満

●同一世帯の被保険者が2人以上で収入額の合計

　が520万円未満

●同一世帯内の70〜74歳の人を含めた収入額の合

　計が520万円未満

※該当すると思われる人には6月下旬に通知しました



　本協定は、「進出企業が希望する立地ニーズ」と「遊休地などの有効

活用を考えている土地・建物所有者」をつなぐために市と（一社）千葉

県宅地建物取引業協会市

川支部鎌ケ谷地区との間

で締結されました。宅地

建物取引業協会が持つ豊

富な不動産物件情報を活

用してマッチングを図る

ことで、市への企業誘致

を促進していきます。

問商工振興課☎445・1240

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！

　鎌ケ谷のおいしい梨を特別価格で配送するインターネット予約販売を、

大好評により今年も行います。

　購入可能な箱数の制限はありません。たくさんの購入をお待ちしています。

　予約は全国から受け付けますが、配送先は関東圏（1都6県）外のみです。

　遠くに住むあの人へ、鎌ケ谷のおいしい梨を贈りませんか？

　甘く華やかな香りとイン

パクトのある大きな青梨た

ん！大きくなるほど甘くな

るよ。あまり市場に出回ら

ない幻の梨たん。

　とっても大きくてみずみ

ずしく、シャリシャリとした

歯応えと上品な甘さが特

徴！日持ちするので、贈り物

に最適たん！

　その名のとおり、果汁が

多くて甘みも強く、程よい

酸味で濃厚な味わいが大

人気たん！

桜の里親 募集

　中小企業の生産性革命の実現のため、導入促進基本

計画を策定しました。各事業所で策定した「先端設備等

導入計画」を市に提出し、認定を受けた中小企業の設備

投資については、臨時措置として、地方税法における償

却資産の固定資産税が最大3年間ゼロになります。

対象 資本金1億円以下の法人など(大企業の子会社を

除く)

対象設備（最低取得価格／メーカー販売開始時期）

●機械装置(160万円以上／10年以内)

●測定工具および検査工具（30万円以上／5年以内）

●器具備品（30万円以上／6年以内）

●建物付属設備（償却資産として課税されるものに限

　る）（60万円以上／14年以内）

※いずれも、先端設備等導入計画の認定後に購入した

　設備が対象

対象期間対象設備導入後3年間

問商工振興課☎445・1240

中小企業への税制支援や金融支援のため

「産業用不動産物件情報の共有に関する協定」を締結
進出希望企業と土地・建物所有者の皆さんをつなぎます！

宅
建
業
協
会
員

土
地
・
建
物
所
有
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宅
建
業
協
会

鎌
ケ
谷
市

進
出
希
望
企
業

意向確認 照　会

協定の締結

結果報告

民・民による具体的な交渉および契約

報　告
情報提供

照　会

情報提供

相　談

登録依頼

27年度に植樹された総合運動公園の緑道

さらなる企業誘致を目指します

申し込みはインターネットから
(市ホームページからアクセスできます)

結婚・出産・入学などの記念に

関東圏外へ 鎌ケ谷のおいしい梨を贈りませんか？

申し込みフォーム

インターネット予約販売が7月2日(月)9時から始まりますかまがやの

梨

発送時期8月下旬から順次発送

※お中元には間に合いません

予約 7月2日（月）9時から申し込みフォームで

ｕhttp://store.shopping.yahoo.co.jp/kamagayanashinokai

※カード決済／代金引換

※いずれも

　税・送料込み

豊水（5㎏）

新高（5㎏）

かおり（3㎏）

販売価格

かおり

新 高
豊 水 9月中旬から発送予定

9月上旬から発送予定

8月下旬から発送予定

桜×鎌
ケ谷＝魅力アップ事業

　新鎌ケ谷駅から市制記念公園までを中心とし

た区域に桜を植樹し、市民参加で守り育てていく

「桜×鎌ケ谷＝魅力アップ事業」を行っています。

　今年度は、市制記念公園および総合運動公園

に植樹する桜の里親を募集します。

対象 市民および市内事業者

本数 8本（多数抽選）

寄付金額１本20,000円

申し込み公園緑地課窓口（市役所4階）および市

ホームページで配布する申込書に記入して、7月

31日（火）まで（消印有効）に同課へ持参／

ゆ〒273-0195

その他●8月17日（金）15時から市役所3階 303

　　　　会議室で公開抽選を行います

　　 ●抽選結果は、当選者のみにお知らせします

問公園緑地課☎445・1487

限定2,000箱
問農業振興課☎445・1233
※申込先着順

導入促進基本計画を策定

3,780円

平成30年（2018年）7月1日号広報広報 お知らせ 3



内容

場所

場所

日時

場所
日時

日時

日時

お知らせ・相談

募集情報ひろば

時7月7日（土）13時30分〜16時30分

所県弁護士会松戸支部　

定24人

申（土）・（日）を除く10時〜12時・13時〜

16時に県税理士会松戸支部事務局

☎047・366・2174

弁護士会・司法書士会・税理士会
合同無料相談会

　小学校でのプログラミング学習が

2020年度に必修化されることに向け

て、5年生の授業の中でプログラミン

グ体験をサポートするボランティアを

募集します。

対市内在住の20歳以上で、パソコン・

タブレットの操作ができる人

時授業のある日(午前)

定若干名（面談による選考）

申7月10日（火）までにＮＰＯ法人

かまがや地域情報の窓 川俣☎412・

2580／ｍkais_office＠kamagaya-

info.com

問指導室☎445・1518

小学校でのプログラミング学習
体験講座 サポートボランティア

対昭和43年9月1日〜44年8月31日

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

申請していない夫婦も含む）

申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）1通を持参

して、高齢者支援課窓口（総合福祉保

健センター2階）

問同課☎445・1375

金婚式（結婚50年目）を迎える夫婦へ
記念品を贈呈します

　夏休みに入るこの時期は、子どもた

ちや若者の開放感から起こる事故や、

夏の行楽シーズンによる交通量の増加

などによる事故の発生が懸念されます。

楽しい休暇を過ごせるよう、一人一

人が交通ルールの遵守と交通マナー

を実践し、交通事故防止を心掛けま

しょう。

ドライバーの皆さんへ

　通学路や住宅街などでは、特にス

ピードを控えましょう。また、高齢者

や児童の通行を妨げないよう、思いや

りをもって運転しましょう。

子どもがいる家庭へ

　夏休み中は外出する機会が多くな

り、気が緩みがちになります。外出す

る際は自動車などに十分注意するよ

う、家族で話をしましょう。また、夜間

の外出時には反射材を活用しましょう。

問道路河川管理課☎445・1457

7月10日〜19日は夏の交通安全運動

その他

応募資格

応募条件

選考結果

応募方法

　習志野市茜浜に31年10月（予定）に

新しく開設する（仮称）第2斎場の正式

名称を募集します。

　　　　四市（鎌ケ谷・船橋・習志野・

八千代市）に在住・在勤・在学の人

　　　　自作・未発表の作品（何点で

も応募可）

　　　　7月29日（日）まで（消印有効）

に四市複合事務組合事務局へ持参／

郵送／ファクス／Eメールで提出

　　　　8月下旬に四市複合事務組合

ホームページで公表

　　　●応募要項・応募用紙を市環境

課窓口（市役所1階）および同組合ホー

ムページで配布しています

●応募した名称に係る一切の権利は、

同組合に帰属します

●採用者には記念品を贈呈します

問同事務局☎436・2772

（仮称）第2斎場 正式名称募集
　耐震診断に併せ、アドバイスが受け

られます。また、耐震改修等補助制度

についても紹介します。

対市内で昭和56年5月31日以前に木

造在来工法・枠組み壁工法で建築さ

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）

時7月28日（土）10時〜15時（１件当

たり40分程度）

所東初富公民館

持住宅の平面図（簡単な手書きの図面

でも可）

他建築年・工法などが分からない場合

や、平面図がない場合はお問い合わせ

ください

申7月12日（木）までに建築住宅課

窓口（市役所4階）／☎445・1466／

ｍsidou@city.kamagaya.chiba.jp

木造住宅の無料耐震診断・相談会

　市国際交流協会（KIFA）設立30周

年事業として、公募で選ばれた2人の

親善大使が、姉妹都市であるニュー

ジーランドのワカタネ市を訪れまし

た。ワカタネ市役所への表敬訪問、学

校訪問、マオリ文化視察など、10日間

の訪問で体験したことについて報告

会を開きます。

時7月15日（日）14時〜15時30分

所まなびぃプラザ3階

問（月）・（水）・（土）の9時〜12時・13

時〜16時に同協会☎442・1860

KIFA青年ワカタネ親善大使報告会

犬のしつけ方教室

時①基礎講座＝7月10日（火）、8月18

日（土）、9月11日（火）

②実技講座＝7月28日（土）、8月22日

（水）、9月26日（水）

費②のみ1回3,000円（税抜）

成犬・成猫の譲渡会

時7月5日（木）、8月2日（木）、9月6

日（木）

飼い主さがしの会

　犬猫が欲しい人とあげたい飼い主

をつなげる場。

時7月18日（水）、8月18日（土）、9月

19日（水）

共通事項

所県動物愛護センター東葛飾支所（柏市）

申同支所☎04・7191・0050

県動物愛護センターの教室・催し

配当

販売期間
抽せん日

　収益金は市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われます。ぜひ県内の

販売所で購入してください。

　　　　7月9日（月）〜8月3日（金）

　　　　8月14日（火）

費１枚300円

　　●１等5億円

●1等の前後賞１億円

他サマージャンボミニ（1等5,000万

円）も同時発売

サマージャンボ宝くじ

助成金額

対県内在住の人、または県内において

基礎医学・伝統芸能・スポーツなどで

活動している個人および団体

※過去に助成を受けた場合を除く

　　　　1件当たり100万円以内

申申込書に記入して、8月1日（水）まで

（消印有効）に同財団事務局へ郵送

問同財団☎047・364・3689

（公財）土屋文化振興財団助成金

　地球温暖化防止を推進するために、温室効果ガスの削減に役立つ再生可

能エネルギー・省エネルギー機器などの設置費用の一部を補助します。

　詳しくは、7月2日（月）から市ホームページおよび環境課窓口（市役所１

階）で配布する「平成30年度鎌ケ谷市住宅用再生可能エネルギー・省エネ

ルギー設備設置促進事業補助金交付申請の手引き」をご覧ください。

　関係機関・団体などと連携し、安全で安心して暮らせる明るい地域づ

くりに向けたイベントを開催します。

街頭キャンペーン

車両パレード
　　７月11日（水）10時45分から　

　　新鎌ケ谷駅から鎌ケ谷駅周辺

啓発物資の配布
　　７月11日（水）11時から　

場所市役所正面玄関・ショッピングプラザ鎌ケ谷・新鎌ケ谷駅前

作文発表および吹奏楽の演奏

　　●作文コンテスト表彰式と受賞者による作文発表

　　●道野辺小学校吹奏楽部による演奏

　　7月11日（水）13時30分〜15時45分（13時から受け付け）

　　きらりホール

青少年更生保護相談所を開設

　子どもの非行などについて、専門家（保護観察官・保護司）による適切

なアドバイスが問題解決の近道になります。

　　7月24日（火）10時〜12時

　　総合福祉保健センター5階 団体活動室

「社会を明るくする運動」作文コンテスト受賞者が決定

　市内の中学生が日頃の家庭生活や学校生活の中で考えていること、

体験したことを作文にしました。受賞者は次のとおりです（敬称略）。

住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備の
設置費用を一部補助

第68回 社会を明るくする運動

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

問環境課☎445・1227

節電・蓄電・発電で 賢く地球温暖化対策を

　　　　31年1月31日（木）まで（必着）に、必要書類を環境課窓口へ持参／

ゆ〒273-0195

※1：未使用の機器に限る。また、今年度または前年度（29年4月1日以降）に設置工事

　　に着手し、設置が完了していること

※2：236は前年度に設置工事に着手した場合は、5万円を減額

対象機器・補助金額

1
2
3
4
5
6

対象機器※1 補助金額※2

太陽光発電システム

燃料電池システム（エネファーム）

リチウムイオン蓄電池システム

エネルギー管理システム（HEMS）

電気自動車充電設備

太陽熱利用システム

単価1万円／kw（上限3万円）

上限15万円

上限15万円

上限5千円

上限2万5千円

上限7万5千円

申し込み

（仮称）第2斎場のイメージイラスト

問社会福祉課☎445・1286

滝口 真輝（鎌ケ谷中）

金子 希羽（第二中）

山田 遥奈（第三中）

川野 彩花（第四中）

竹村 匠（第五中）

情報ひろば・お知らせ 平成30年（2018年）7月1日号広報広報

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
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開講式

健康寿命 〜算出原理と伸ばすヒント〜

こんなときどうする？ 〜生活と仕事に役立つ

コミュニケーション〜

日本経済の現在 〜人口減少の中の日本〜

千葉の経済状況 〜千葉の魅力〜

SNSとの上手な付き合い方 〜メリット・

デメリット〜

紫式部と清少納言 〜2人の才女の物語〜

時代小説による江戸の世界 〜「半七捕物帳」

を中心に〜

変動する世界情勢について 〜隠れ移民大国

日本の将来を経済学的に考える〜

閉講式

8/18（土）

9：50〜12：45

8/25（土）

9：30〜11：45

9/1（土）

9：30〜11：45

9/8（土）

9：30〜11：45

9/15（土）

9：30〜11：45

9/22（土）

9：30〜11：45

9/29（土）

9：30〜11：45

10/6（土）

9：30〜12：00

大学教授の

桃崎一政さん

短大特任教授の

千代田真紀さん

短大教授の

市岡義章さん

短大教授の

影山美佐子さん

短大非常勤講師の

串山寿さん

短大准教授の

髙野浩さん

短大非常勤講師の

川名禎さん

大学専任講師の

村田旭さん

1

2

3

4

5

6

7

8

鎌ケ谷点訳友の会

麦の会※

施設ボランティア

ゆうゆう四季の会

鎌ケ谷おもちゃの図書館

「あ・そ・ぼ」※

きんぎょ草の会

手話サ－クル

「みどりの会」※

友愛ボランティア

●点字の読み書き

●点字器体験

花壇の手入れをします

施設利用者と折り紙を通して交流

します

高齢者施設の草刈りをします

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

花壇の手入れをします

聴覚障がい者との交流と手話を

体験します

ひとり暮らしの高齢者宅へ手作り

の弁当を届けます

7/6(金)10:00〜12:00

7/10・24の各(火)9：30〜10：30

（雨天中止）

7/12(木)13：30〜15：00

7/14(土)9：30〜11：30

（雨天延期）

7/14・28の各(土)12：30〜16：00

7/18(水)9：00〜12:00

（雨天中止）

7/18(水)19:00〜21:00

7/19(木)10:00〜12:00  　　　

7/26(木)●調理＝9：00〜12：00

　　　　 ●配達＝11：00〜12：00

内 容 日 時 講 師

内 容

5人

各5人

5人

5人

各3人

5人

各5人

各3人

定 員日 時

総合福祉保健センタ－
5階

北部公民館

新鎌ケ谷ケアセンター

そよ風（初富本町）

特別養護老人ホーム

初富の里（東初富）

総合福祉保健センタ－
４階

南部公民館

総合福祉保健センター

５階

総合福祉保健センター

５階

場 所団体（施設）

老いも若きも楽しく学ぼう
時代の変化

問中央公民館☎445・2012

オープンカレッジかまがや　〜千葉経済大学短期大学部開放講座〜

　市民の皆さんによる企画委員会が作った、経済や国際情勢・歴史・教

育などの多彩なプログラムを用意しています。この機会にチャレンジし

てみませんか？

　　　　右表参照

　　18歳以上の人

　　中央公民館

市民ボランティア体験学習（前期） 自分に合ったボランティア活動を見つけてみませんか？

※：1回から参加可

草刈り作業の体験

対象
場所
定員

申し込み

日程など

　　　　右表参照　　

　　高校生以上の市民

　　　　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

対象
申し込み

日程など

保育

　市内梨農家の手伝いを通じて交流

を図ります。もうすぐ収穫が始まる梨

農家の仕事を学びませんか？「農業を

体験したい」「鎌ケ谷特産の梨ができ

るまでに携わりたい」という人は、ぜひ

ご参加ください。

内●7月＝草刈り　●8月＝収穫　●9

月＝収穫　●10月＝草刈り　●12月＝

剪定（せんてい）　●31年1月＝剪定

●2月＝まとめ（4月〜6月の作業は終了）

対市内在住の人　

定若干名

費保険料年額600円

申7月13日（金）までに農業振興課

☎445・1233

援農ボランティア養成講座
「果樹コース（梨）」（追加募集）

　小さな木の笛で簡単な曲を演奏し

て楽しみます。

対小学生以上の市民（初心者歓迎）

時9月15日・29日、10月13日・20日、

11月10日、12月8日・22日の各（土）

9時30分〜11時（全7回）

所初富小学校　定10人（多数抽選）

師同校きらり先生の秋山晃子さん

他●コカリナの貸し出し可

　●まなびぃ100対象

申往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・

年齢・電話番号と返信宛先を記入して、

7月20日（金）までに同校ゆ〒273-

0122東初富1-20-1

問同校☎445・2321

コカリナ教室
　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上

時7月21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

保育

　「子どもの心と体にダメージを与え

ているのではないか」と子育てに苦し

さを感じている保護者への回復プロ

グラムです。

時8月21日〜12月11日の毎週（火）

13時30分〜16時（10月9日を除く全

16回。31年3月と6月に1日ずつ同窓会

を予定）

所まなびぃプラザ

定10人（申込先着順）

　　あり（要申込）

申児童養護施設おんちょう園☎466・

4020または、住所・氏名・電話番号、

保育の要否を記入してｆ466・4047

MY TREE ペアレンツ・プログラム

講座・講演

　携帯電話のオンラインゲームで数十

万円の請求が来るトラブルを防ぐため

に、「おつかいすごろく」などで遊びな

がらお金の使い方を学びましょう。

対小学生（保護者の付き添い可）

定各20人（申込先着順）

申7月2日（月）から市消費生活セン

ターまたは開催会場に電話／窓口

問市消費生活センター☎445・1240

夏休みこども消費生活講座
お金の使い方を一緒に学ぼう！

場 所

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

中央児童センター

☎444・0144

南児童センター

☎438・5040

7月20日（金）

14：00〜15：30

7月27日（金）

14：00〜15：30

8月 8日（水）

14：00〜15：30

8月10日（金）

10：00〜11：30

8月29日（水）

14：00〜15：30

日 時
電話番号

◀
お
つ
か
い
す
ご
ろ
く

　　90人（多数抽選。初めて受

講する人を優先)

　　未就学児、先着5人（要申込）

　　　　住所・氏名（ふりがな）・

年齢・性別・電話番号（保育希望者は「保育希望」と子どもの氏名（ふりが

な）・生年月日・性別）と過去の受講回数、返信宛先を記入して、7月17日

（火）まで（消印有効）に往復はがきで中央公民館「オープンカレッジ担

当」ゆ〒273-0101富岡1-1-3または、7月12日（木）までに同館ｍchuokomin@

city.kamagaya.chiba.jp(Eメールの場合、送信後3日以内に返信が

ないときはお問い合わせください。抽選結果は8月上旬にはがき、または

Eメールで通知します）

梨ボランティアとして

農家のお手伝いをしませんか？

スポーツ

対中学生以上の初心者（通学先のアー

チェリー部に所属している生徒・学生

を除く）

時8月1日（水）・2日（木）の各9時〜11

時（全2回）

所弓道場・アーチェリー場

定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）

（用具代込み。初回時に持参。返金不可）

申7月15日（日）〜25日（水）に同場窓

口／☎446・5910

30年度アーチェリー教室
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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

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

対象
対象

場所場所
定員定員

講師
講師 費用

服装

服装 持ち物
持ち物

その他

申し込み
申し込み

日時
日時

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

▶いきいき気功太極拳
時第1・3・4（金）14時〜16時所道野辺中央

コミュニティセンター定若干名入1,000円

月2,200円申安藤☎444・7811

▶墨遊会
書道。時第2・4（火）10時〜12時所まなびぃ

プラザ定若干名月1,000円申橋本☎439・

6570

▶プア・ケニケニ
フラダンス。対成人女性時毎週（水）13時30

分〜15時30分所中央公民館定4・5人入1,000

円月4,000円申古川☎444・1322

▶それいゆ手編みサークル
時第1〜3（火）9時〜12時所南部公民館

入1,000円月3,000円申堀越☎443・1034

▶粟野豊年祭りに伴う交通規制

会員募集催しなど

情報ひろば

こども体験教室×夏休みこども環境講座

「草木染めをしよう」

　粟野の森で野草観察と、きれいな染め物作りをして

みよう！

　　市内在住の小学生（保護者同伴可）

　　7月26日（木）9時30分〜12時

　　粟野コミュニティセンター創作室

　　16人（申込先着順）

　　草木染め あいの会、粟野の森の会

　　　筆記用具・タオル・水筒・ビニール袋

　　汚れてもよいもの、上履き

　　　まなびぃ100対象

　　　　粟野コミュニティセンター☎441・7066

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年生以下は保護者同伴）

時7月15日（日）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

イベント

時7月12日（木）〜19日（木）の各9時〜

17時（初日は13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

問同クラブ 藤田☎404・7205

鎌ケ谷カメラクラブ写真展

対小学校4〜6年生

時7月29日（日）10時〜11時30分

定30人（申込先着順）　

師柏の葉サイエンス エデュケーションラボ

持筆記用具、油性ネームペン

他まなびぃ100対象

申7月3日（火）10時から図書館本館へ電話

子ども科学遊び講座
小さな砂粒の大きな力〜砂の観察と砂時計作り〜おすすめの本展示

　自由研究に役立つ本や、課題図書などを展示し

ます。

時7月14日（土）〜9月27日（木）

平和図書展 平和について考える展示

時7月28日（土）〜8月30日（木）

千羽鶴を折って広島へおくろう

　平和を祈って鶴を折りませんか？折った鶴はま

とめて広島市へ送ります。

時8月24日（金）まで　所図書館本館および各分館

夏休みスタンプカード

たくさん本を借りてスタンプを集めよう！

時7月14日（土）〜9月2日（日）

(カードの発行は8月30日（木）まで)

所図書館本館および各分館

夏休みは図書館へ行こう！

さくらんぼぐみ対0〜2歳程度

時7月11日・25日の各（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7月1日（日）11時〜11時30分

いちごぐみ対小学校低学年以下

時7月8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7月14日（土）15時から

小学生のためのおはなし会

対小学生（保護者同伴であれば5歳から参加可）

時7月21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7月1日（日）10時から図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ「空気砲をつくろう！」

3年に一度の粟野地区

八坂神社祭礼の実施に

伴い、交通規制が行わ

れます。時 7月14日

（土）18時〜22時所右

図参照（開催中は自動

車・オートバイなどの通

行ができません）

問石井☎090・4958・

0709

▶散策会「下総小金中野牧跡（捕込）＆囃子水公園を訪ねる」
時7月13日（金）9時30分中央公民館集合〜15時30分鎌ケ

谷駅解散定30人（申込先着順）費保険料など200円持飲

み物・弁当・双眼鏡(お持ちの場合)申印西ウエットランドガ

イド鎌ケ谷 遠藤☎444・9043

▶無料太極拳教室
対初心者時7月9日（月）10時〜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

▶墨遊会作品展
書道作品の展示。時7月2日（月）〜15日（日）所東

部学習センター問同会 橋本☎439・6570

▶ゆかた無料着付講習会
対女性時7月5日（木）14時〜16時所中央公民

館定若干名申雅び着付会 小山☎090・

1121・5945（当日参加可）

▶仲間と共に楽しいズンバ
時7月14日・21日の各（土）10時15分〜12時

所東初富公民館定20人（当日先着順）持運

動靴・バスタオル問ズンバ＆JPダンス 菊地

☎090・8812・3264

　舞台は2万年前の地球。孤独を愛するマンモス

の「マニー」とナマケモノの「シド」は旅の途中、

シネマトーク付き上映会
映画「アイス・エイジ（吹き替え）」

サーベルタイガーに襲

われていた人間の子ど

もを助け、人間の元へ帰

そうとする。

時7月28日（土）15時〜

16時30分

所東部学習センター

定40人（申込先着順）

申7月1日（日）11時から

図書館本館へ電話

至我孫子

至船橋

粟野十字路

交通規制区画

東
武
野
田
線

８
号
線

第
三
中
学
校

粟野コミュニティ
センター

八坂神社

鎌ケ谷
みどり幼稚園

粟野保育園

夏休みはみんなで
粟野の森へ行ってみよう！

夏休み
こども
環境講座

こども自然観察会

〜粟野の森たんけんたい〜

　木や草花の観察や、こん虫探しをしてみよう！

　　市内在住の小学生（保護者同伴可）

　　7月28日（土）9時30分市制記念公園管理棟前集

合〜12時

　　粟野地区公園周辺

　　20人程度（申込先着順）

　　保険料50円

　　粟野の森の会

　　　虫捕り網・虫かご（お持ちの場合）・タオル・水筒・

虫よけスプレー

　　長袖・長ズボン

　　　　環境課☎445・1227
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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

各児童センターの休み

各コミュニティセンターの休み

　：2日（月）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検査のみ即日通知　　　　　　　　　　　　　 ●鎌ケ谷＝4日（水）・30日（月）●南初富＝4日（水）・7日（土）※・8日（日）・30日（月）●道野

辺中央＝1日（日）〜5日（木）・7日（土）※・8日（日）・30日（月）●北中沢・粟野＝7日（土）※・8日（日）　※：利用申し込みの受け付けのみ実施

　　　　　　　　　●中央＝6日（金）、27日（金）13時から、28日（土）13時から●南・くぬぎ山＝6日（金）●北中沢＝2日（月）・7日（土）・8日（日）●粟野＝5日（木）・7日（土）・8日（日）

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）、16日（月）　●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＝

17日（火）（南部・北部公民館のみ、7日（土）・8日（日）・17日（火））　●図書館＝毎週（月）（16日

を除く）、17日（火）、27日（金）　●スポーツ施設（弓道場・アーチェリー場・中沢多目的グラウン

ドを除く）＝5日（木）　●郷土資料館＝毎週（月）、17日（火）

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

　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

①15日（日）13時〜15時30分

②19日（木）18時〜20時30分

③24日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

10日（火）14時から

17日（火）9時15分から

26日（木）14時から

13日（金）9時30分から

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）

11日（水）９時30分から

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）

24日（火）９時から

●8月2日（木）＝　　

●7月5日・19日の各（木）＝

　＝13時〜14時

　＝17時15分〜18時15分※3夜

昼

昼

昼 夜

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

!7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

9日（月）13時〜15時

11日（水）10時〜12時

9日（月）13時〜16時

20日（金）10時〜15時

26日（木）13時〜16時

12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（31日

を除く）

17日（火）●13時から●1４時

から●1５時から

毎週（火）13時〜17時（31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

交通事故相談　 ※1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

ピアサポート相談 予

祝日などのごみの収集・自己搬入

時●7月4日（水）・20日（金）の各9時〜12時

　●7月23日（月）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

　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。希望者は口腔（こうくう）

ケア体験も受けられます。

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7月12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

申☎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〜

　近年、熱中症は日中だけでなく夜間でも、子ど

もから高齢者まで幅広い年齢層で発生していま

7月は熱中症予防強化月間
暑い夏、熱中症に注意！

す。熱中症を防ぐため

に、できるだけ暑さを

避け、小まめな水分摂

取を心掛けましょう。

問☎445・1405

内シルバーリハビリ体操、歩行年齢測定

時7月15日（日）13時〜15時　所初富保健病院

定50人　師理学療法士

申高齢者支援課窓口（総合福祉保健センター2階）

で配布する申込用紙に記入して、県理学療法士会

へファクスで提出

問初富保健病院☎442・0811

シルバーリハビリ体操体験会
〜体操で元気な街づくりを〜

対象

定員

申し込み
その他

検査日時
実施医療機関
検査費用

甲状腺超音波検査 一部費用を助成
　23年3月11日に発生した福島第一原子力発電所事故による、

子どもの健康に対する不安を軽減するために実施します。

　　次の全ての条件に該当する人

●平成4年4月2日〜24年4月1日に生まれた

●検査日において鎌ケ谷市に住民登録している

●自覚症状がなく、甲状腺疾患で通院中や経過観察中でない

　　　　8月31日（金）13時30分から

　　　　　 かまがや診療所（東中沢）　　　25人（申込先着順）

　　　 3,000円（生活保護世帯・非課税世帯は無料）

　　　受検は1年度に1回

　　　　健康増進課☎445・1393

子どもたちの健康への不安軽減のために

●初小＝2日(月)

●南部小＝5日(木)

●道小＝9日(月)

●中部小＝11日(水)

●鎌小＝13日(金)

●北部小＝17日(火)

●五小＝18日(水)

●東部小＝23日(月)

●西部小＝26日(木)

問クリーン推進課

　☎445・1223

7月の有価物回収

●収集します・自己搬入できません＝7月16日(月)

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。

編み機

取りに来られる人に無料で。

問篠田☎080・1244・6605

ゆずります

　市民の歌「きらり鎌ケ谷」に動きを付け、誰でも

楽しく運動ができるように、「きらり鎌ケ谷体操」

「きらり鎌ケ谷体操」でみんな元気に！

を広めています。指導

者が自治会・サークル

などの活動の場へ出向

き、講習を行います。

問☎445・1405
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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      109,830人（前月比+51）

男　54,383人　女　55,447人

世帯数　 48,929世帯（前月比＋59）

〔30.6.1現在〕

平成30年（2018年）7月1日号

きらりホールの舞台で
演奏してみませんか？

無料

☎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

7月11日(水)〜19日(木)7月11日(水)〜19日(木) 場所期間 市役所１階 市民ホール

　グランドピアノ（型番：ヤマハCFⅢ）を1時間

無料で利用できる夏休み特別企画です！個人か

らグループまで参加でき、持ち込んだ楽器（電源

が必要な楽器不可）の演奏や合唱もできます。

※レッスン料や入場料を伴う営利活動や発表

　会での利用不可

    8月14日（火）・15日（水）

①10時〜11時

②11時〜12時

③12時〜13時

④13時〜14時

⑤14時〜15時

⑥15時〜16時

⑦16時〜17時

    小学生以上

※中学生以下は保護者同伴

      ●応募条件について、詳しくは申込書を

        確認してください

      ●多数抽選（抽選結果は後日郵送）

       きらり鎌ケ谷市民会館、きらりかまが

やホームページで配布する申込書に記入して、

7月20日（金）17時まで（必着）に市民会館へ

持参／郵送／ファクス／Eメールで提出

問市民会館☎441・3377

対象

日時

その他

申し込み

　イベント企画・準備作業、当日の運営な

どでお手伝いできる人を大募集！

　　　  9月28日（金）まで

ボランティアサポーター

募集期間

　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）

     ●中学生以上＝2,000円●4歳〜中学生＝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3歳以下入場可

市民会館ロビーを装飾してみよう！

　「セロ弾きのゴーシュ」に合わせ、夏休み特別企画「ロ

ビー装飾体験」を行います。みんなで力を合わせてロ

ビーを飾り付けてみよう！

　　4歳〜小学生（低学年以下は保護者同伴）  　　8月

3日（金）13時から  　　市民会館ロビー  　　20人

（多数抽選）  　　保険料200円    　　詳しくは申込

書をご覧ください  　　　　きらり鎌ケ谷市民会館・学

習センター（各公民館）および、き

らりかまがやホームページで配布

する申込書に記入して、7月20日

（金）17時までに市民会館へ持参／

郵送／ファクス／Eメールで提出

きらり☆シネマvol.9

「この世界の片隅に」

わらび座ミュージカル「セロ弾きのゴーシュ」

　戦争という残酷な歴史の大きな流れの中、

「名もなき人々」の視点から「かけがえのない

日常生活」を描く問題作。昭和19年、18歳の

「すず」は突然の縁談で広島から軍港の街・呉

へと嫁ぐ。夫「周作」とその両親・義姉など、新

しい家族と工夫を凝らし、戦時の苦難を乗り

越えていく。昭和20年3月、呉は空を埋め尽く

すほどの爆撃機による空襲にさらされ、すず

が大切にしていたものが、次々に失われてい

く。それでも日々の辛い生活は続き、ついに昭

和20年の夏を迎える…。

    8月24日（金）●10

時から（9時30分開場）

●14時30分から（14

時開場）      500円

     ●全席指定●親

子席（先着8席。要申込）

に限り未就学児入場可

    先着5人（要申込）

日時
費用
保育 その他

対象 日時
場所 定員

費用 その他
申し込み

日時

保育

費用
その他

問市民まつり実行委員会事務局（市民活動推進課内）☎445・1252

出演・出店者募集出演・出店者募集
10月13日（土）に新鎌ケ谷地区で開催

第44回第44回 鎌ケ谷市民まつり鎌ケ谷市民まつり
みんなで市民まつりを盛り上げよう！

プロも使用するホールです

ステージ出演

　　市内で活動して

いる団体

（個人不可）

対象

フリーバザール出店

　　市民、市内の企業・団体を優先

      ●4m×3m＝4,000円

      ●3m×2m＝2,000円

※市外の人はいずれも1,000円増し

対象
出店料

ｕ

ｆ

        7月2日（月）〜31日（火）

      ●後日実施する説明会に必ず出席

      ●詳しくは鎌ケ谷市民まつりホームページ

ｕhttp://kamagayasiminmatsuri.comを参照

       市民まつり実行委員会事務局窓口（市役所1階市民活動推進課内）

および市ホームページで配布する申請書に記入して同事務局窓口／

ｆ445・1400または、鎌ケ谷市民まつりホームページの申し込みフォームで

ステージ出演・フリーバザール出店　共通事項

募集期間
その他

申し込み

ＫＡＭＡ－１グランプリ出店
    市内の飲食店

     8,000円（テント設

置・ガス使用料を含む）

        KAMA-1事務局

竹内☎090・9340・3684

自慢の一品をPRしませんか？

昨年のまつりの様子と今年のイベント企画を展示します

募 集 募 集 募 集

募 集

鎌ケ谷

市民まつり

ホームページ

©こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会

対象
出店料

申し込み




