
　今年も鎌ケ谷を代表する農作物「梨」が収穫シーズンを迎えます。スーパーマー

ケットなどの店で梨を買うこともできますが、木の枝で完熟させた「かまがやの梨」

を買うことができる直売所もお勧めします。

　8月20日（月）ごろから、梨狩り（食べ放題）や梨

もぎ取り（持ち帰り）ができます。

　観光農園について詳しくは、市観光農業組合

ホームページをご覧ください。

※いずれも市内農園一律。梨狩りは25人以上で団体割引（50円引き）になります

ぶどう狩りが
できる農園も
あるたん！
     （別料金）

今年の梨は、とても甘く育てることができました

梨狩り 梨もぎ取り

問農業振興課

☎445・1233

小学生以上　 　 1,000円 1kg  600円

幼児（3歳以上） 　 　600円

かまがやの梨を堪能しよう旬が始まるよ！

市観光農業組合

ホームページ

※成長段階で何度も放射性物質検査を行い、「検出せず」であることを確認しています

「子どもからお年寄りまで、ずっと笑顔でいられる街」へ！

　去る７月８日に行われた市長選挙において、多くの

市民の皆様のご支持をいただき、これからの４年間

も引き続き市政運営を担わせていただくことになり

ました。

　市民の皆様から寄せていただいた期待の大きさと

責任の重さに身の引き締まる思いです。全力で市長

の職務にあたる決意ですので、今後ともご協力をお

願い申し上げます。

　この選挙とほぼ同じ時期に、西日本を中心とした記

録的豪雨が発生し、各地で甚大な被害をもたらしまし

た。不幸にしてお亡くなりになられた方々のご冥福を

心よりお祈り申し上げるとともに、被災地の復興が１

日も早く進むよう祈念申し上げます。

　鎌ケ谷市は大災害の起きにくい街と言われてはい

ますが、水害対策として、二和川のバイパス・拡幅工

事や第2学校給食センター跡地を活用した水害対策

設備、また、地域の災害時拠点となる自治会集会所の

整備等も急がなければならない政策課題として痛感

しています。

　さて、ここで、私が最初に市長に就任してからの数

年間を振り返ってみますと、国の「三位一体」の改革

の影響や少子高齢化に伴う社会保障費の大幅な増

加などにより、大変厳しい財政状況に直面しました

が、市役所の組織スリム化による人件費の削減など、

行財政改革に積極的に取り組んでまいりました。

　その結果、財政状況は大幅に改善し、ここ数年は鎌

ケ谷市制施行以来、最も多額の黒字を確保すること

ができ、特に平成29年度決算は、過去最高の26億円

の黒字となる見込みです。

　このように財政の健全化に取り組み、財源を捻出

し、そして、子どもからお年寄りまで、ずっと安心して

暮らせる街を目指してまいりました。

　これまでに取り組んできた仕事としては、まず、積

極的に民間保育所を誘致したことにより、待機児童

ゼロを達成することが出来ました。また、市庁舎の免

震工事が昨年完了したことにより、全ての小・中学校

を含む公共施設の耐震化率100％を達成しました。

　そして、今、猛暑が大きな問題になっております

が、市内の小・中学校全教室には、他市に先駆けてエ

アコンを設置することができました。先月、愛知県で

小学校1年生の児童が学校行事中に熱中症で命を落

とすという痛ましい事件が発生しましたが、当市の

小・中学校ではそういう事故は絶対起こさないよう

にする決意です。

　また、高齢者の方にとっての足となるコミュニティ

バス「ききょう号」の週7日運行や、高齢者孤立対策見

守り事業も進めてきました。

　こういった取り組みの成果もあり、鎌ケ谷市の人

口も徐々に増加し、もうすぐ11万人に届くところまで

来ましたが、鎌ケ谷市がこれからも継続して発展し

続けるためには、先ほど申し上げた災害対策事業に

加え、大変重要な都市基盤整備事業を進めなければ

なりません。

　１つは、「北千葉道路」です。この6月2日に「外環道」

の松戸・市川区間が開通しましたが、そこにつなげる

計画で、完成すれば鎌ケ谷から外環道を経由し首都

高速道路まで高速道路がつながります。この計画を早

期に、かつ、地元負担のない形で進めていかなければ

なりません。この計画が動き出せば、市内の経済も活

性化し、人口増加につながる大きな要因となります。

　２つめは、鉄道・新京成線の高架事業です。津田沼

方面の高架はすでに運行しておりますが、来年には松

戸方面の高架も完成し、その後、市内の道路16カ所の

踏切が無くなります。お年寄りが踏切で転倒すること

もなくなり、市内の道路の渋滞緩和も期待されます。

　子どもたちの通学路の安全も引き続き重要な課題

です。学校施設を含めて全ての公共施設のブロック

塀を総点検し、6つの危険個所を確認し、対応を進め

ています。また、防犯カメラを増やし、パトロールも強

化してまいります。

　高齢者の方にとって重要な地域包括ケアシステム

を整備し、在宅で医療や介護を受けられる形を作っ

ていくとともに、特別養護老人ホームの増床も進めて

まいります。

　私は、この街を引き続き発展させ、市民が安心して

暮らせ、子どもからお年寄りまでずっと笑顔でいられ

る街の実現を目指し、この任期においても、これら諸

課題に全力で取り組む決意ですので、市民の皆様には

引き続いての御協力と叱咤激励をお願いして、新たな

任期にあたっての御挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　　　　 鎌ケ谷市長　清水 聖士

　直売所では、出荷用の梨とは違い、木の枝で完熟
させた梨を販売しています。また、直売所によっては、
市場に出回りにくい「なつひかり」「あきづき」「かお
り」などの珍しい品種が売っているところもあるので、
ぜひ食べ比べてみてください。
　「この品種はどんな味？」「今の時期のおすすめの
梨は？」そんな話を私たち生産者としながら買えるの
は、直売所で買う良さの一つだと思います。
　今年は雨が少なく
暑い日が続いたので、
とてもよい梨ができて
います。私たちが育て
た自慢の梨を食べてみ
てください。

市観光農業組合長 田村朝臣さん

鎌ケ谷市民なら一度は体験したい！
梨狩り＆もぎ取り体験

鎌ケ谷市民なら一度は体験したい！
梨狩り＆もぎ取り体験

8月上旬～
10月中旬が
食べ頃

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

梨のインターネット販売 受け付け中！

初登庁で花束を手にする清水市長
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主な内容



2 市政情報・お知らせ 広報広報 平成30年（2018年）8月1日号

本人の介護状態に合わせ、見守りや
サポートを行います

Google Play

（Android版）

App Store

（iOS版）

一歩踏み出してみませんか？誰かのためにできること
市認定ヘルパー養成研修受講者 募集

　千葉県市町村交通災害共済は交通事故に遭っ

た際に、加入者に見舞金を支給する制度です。

※相手方への損害賠償などには適用されません

対象 次のいずれかの条件に該当する人

① 鎌ケ谷市に住民登録・外国人登録をしている

② ①の人に扶養されており市外に住んでいる

　（東京に下宿する学生など）

共済期間9月1日（土）〜31年8月31日（土）

費用 年間700円

その他詳しくは市ホームページをご覧ください

申し込み
　お近くの出張受け付けまたは、市役所

で申し込みができます（右表参照）。

●歩行中に走ってきた自転車と接触し

　転倒。検査のため、病院に2日通う　

　…2万円を支給

●自動車同士の衝突事故で緊急搬送さ

　れ入院。退院後も接骨院に通い、

　治療が合計80日に

　…15万円を支給

万一の事故に備えて加入しませんか？
交通災害共済 会員募集

問道路河川管理課☎445・1457

問クリーン推進課

☎445・1223 ごみの分別で

悩んだら

ダウンロード数

9,000件!

　一般家庭や事業所などから出たごみは、ごみの種類にかかわらず不法投棄、野焼きが禁止さ

れています。このことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって定められています。この

法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられ

ます。法人が行った場合は、違反者に加えて、法人に対し3億円以下

の罰金が科せられます。

　ごみを処分する場合は、一般家庭であればごみ集積所へ出し、事

業所であれば許可業者へ委託するなど適正な処理を行いましょう。

問クリーン推進課☎445・1222

ごみの不法投棄、野焼きは罰せられます

　　 昨年から出し方が変更になった
　　 ごみがあります
　次のごみの出し方は、昨年4月から変更

されていますので、ご注意ください。

ガスボンベ・スプレー缶
　 中身を使い切り、穴を空けずに「資源に
なるもの」に出してください
　 危ないので、穴を空けないでください

水銀体温計・水銀血圧計
　 クリーン推進課窓口（市役所1階）または
クリーンセンターしらさぎへお持ちください
　 燃やさないごみとして出さないでください

カセットテープ・ビデオテープ
　 「燃やすごみ」として出してください
　 テープが機械に巻き付いてしまうため、

燃やさないごみとして出さないでください

　原爆で亡くなった人たちの冥福と、世界の恒久平

和を祈って、原爆が投下された時刻から1分間、家庭

や職場で黙とうを捧げられますようお願いします。

日時 ●広島＝8月6日（月）8時15分

　　●長崎＝8月9日（木）11時2分

問社会福祉課☎445・1286

　日々の生活で生じる、ごみの悩み解決に

役立つスマートフォン向けアプリケーション

「ごみ分別アプリ」を配信しています。

主な機能

〇ごみ分別辞典（分別方法をごみの品目名

　で検索できます）

〇収集日カレンダー（お住まいの地域の収集日をカレ

　ンダー形式で確認できます。また、収集日をアラー

　ト機能でお知らせする機能もあります）

原爆死没者の
冥福を祈り1分間の黙とうを

例えばこんな場合に 出張受け付け

市役所での受け付け

　　 「危険・有害物類」は出し方に
　　 ご注意ください
　ごみ収集車の発火事故や収集作業員の

けがを防ぐため、次のごみの出し方にご注

意ください。

使い捨てライター・乾電池
　それぞれ中身の見える袋に種類ごとに入

れてください。

刃物類
　刃先を紙などで包み、中身の見える袋に

入れて「刃物類」と袋に書いてください。

蛍光管
　割れないよう紙などで包み、中身の見え

る袋に入れて「蛍光管」と袋に書いてくださ

い（蛍光管が入っていた空き箱を使うのも

可）。

※割れている場合は他の蛍光管と分けてく

　ださい

日時 ●8月28日（火）9時〜15時30分

　　●9月5日（水）9時〜14時30分

　　●9月14日（金）10時〜14時

※その他、介護サービス利用者宅への同行訪問研修あり

場所 総合福祉保健センター3階 集団指導室（予定）

定員 20人

申し込み高齢者支援課☎445・1384

　ヘルパーの資格がなくても介護を必要としている人の家で、調理・洗濯などの家事援助が

できる「市認定ヘルパー制度」があります。養成研修を受講しませんか？

※市認定ヘルパーになるには、研修を受講した後に、市内の訪問介護事業者に雇用され

　る必要があります

対象 市内在住の18歳以上で、全3回受講できる人

　　（高校生、ヘルパーの資格を持っている人を除く）

スマートフォン向け

ごみ分別アプリが便利

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！

受付時間
日にち

8月6日（月）

9時〜11時

南初富コミュニティ

センター

くぬぎ山コミュニティ

センター

8月7日（火）
北中沢コミュニティ

センター
東部学習センター

8月8日（水）
道野辺中央コミュニ

ティセンター
南児童センター

8月9日（木）
鎌ケ谷コミュニティ

センター

8月中 1階エレベーター前

9月以降 道路河川管理課窓口（4階）

北部公民館

13時30分〜15時30分

　皆川征夫氏が、市議会6月定例会において同意され、

7月18日付で教育長に就任（再任）しました。

　任期は33年7月17日までです。

　皆川氏は、船橋市内の中学校校

長、同市教育委員会学校教育部長

など、長年、学校教育や教育行政

に携わりました。また、文部科学省

学校評価委員、鎌ケ谷市教育委員

会委員なども歴任し、27年7月か

ら教育長を務めています。

問教育総務課☎445・1494

教育長の就任

皆川征夫氏

鎌ケ谷市ごみ分別アプリ 検 索

むだナシくん



スキマ時間を有効活用！
動画で学べるセミナー付き 創業支援セミナー

市民活動応援補助金

市民公益活動団体をバックアップ！
～30年度は6事業(総額140万円)を補助しています～

Aさん Bさん Cさん

　「創業してみたいけど自信がない」「創業したけれど事業を見直したい」

そんな人を対象に創業支援セミナーを開催します。実践コースの修了者は、

法人登記にかかる登録免許税の軽減などの特典を受けられます。

日程 右表参照

対象 市内で創業希望または、創業後5年未満の人

場所 市役所5階 501会議室

定員 20人（申込先着順）

申し込み商工振興課☎445・1240ま

たは市ホームページで配布する申込書

に記入して商工振興課ｆ445・1400

　「市民との協働に支えられた個性豊かなまちづく

り」を目指し、市民公益活動団体が地域の抱える課題

解決のために行う活動に対し、補助金を交付してい

ます。

　本制度の申請を考えている団体の皆さんは、市民活

動推進課へご相談ください。

※本制度の募集期間は例年4月ごろです

対象事業市内で行う市民公益活動事業

対象団体次の全ての条件に該当する団体

●構成員が5人以上である

●市内に活動場所または事務所などを有する

●市民活動推進センターに登録している

審査方法書類審査・ヒアリング

消防団第1分団が健闘

　消火活動のスピードと正確な動作を競う第37回（公財）

千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会が6月23日に市

川市で開催され、鎌ケ谷市からポンプ車の部で出場した第

1分団（鎌ケ谷地区）

が、努力賞を受賞しま

した。

　当日は、応援ありが

とうございました。

出場操作員（敬称略）
指揮者  畑山 光秀

1番員   野々山 章

2番員  川上 貴広

補助額対象経費の80%以内

　　 （上限50万円）

単独事業型
　市民公益活動団体が単独で

実施する事業へ支援します。

補助額対象経費の80%以内

　　 （上限30万円）

協働事業型
　市民公益活動団体が他の市

民公益活動団体・自治会・市な

どと協働で実施する事業へ支援

します。

　実際に起業経験のある

講師から聞くことができ、

自分の考えが固まりまし

た。また、周りの参加者に

も勇気付けられました。

　事業計画などについて、さまざま

な業種の創業予定者とグループ討

議をすることで、視野を広げること

ができました。今後は人脈を広げ

て、３年後の創業を目指します。

　個別相談会もあり、自分

のプランについて講師か

ら具体的なアドバイスをも

らうことができ、とても参

考になりました。

基礎コース　〜創業・独立に向けた心構え・ノウハウを学びます〜

8月25日（土）
10時〜13時 失敗しない創業とは

14時〜17時 起業のアイデアを発想しよう！

実践コース　〜創業に向けた具体的な事業計画を作成します〜

9月 1日（土）
10時〜13時 起業時の経営ポイント、マーケティングを学ぶ

14時〜17時 起業家に必要なコミュニケーション力

9月 8日（土）
10時〜13時 起業時に考えるお金の話〜資金調達・計画と収支計画

14時〜17時 お金をかけずに売り上げアップ！起業家に必要な顧客獲得術

9月22日（土） 10時〜13時 自分価値を作りだす！ビジネスモデルと公的施策活用

☎441・3377　　　〒273-0101富岡1-1-3       場所
URL https://www.kirari-kamagaya.jp

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.9「この世界の片隅に」 きらり☆シネマvol.10

「鍵泥棒のメソッド」
　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」を描く話題作。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。

    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。要予約）に限

り未就学児入場可

    

　売れない貧乏役者と記憶を失った殺し屋の2人

の人生が入れ替わり、そこに婚活中の女性編集者

が登場。失われた記憶、大金の在りか、結婚の行方

は？爽快でときめくラストが待っています。

日時 9月15日（土）●10時から（9時30分開場）

●14時30分から（14時開場）

費用500円

保育各回先着5人（要申込）

その他●全席指定

●親子席（先着8席。要予約）

に限り未就学児入場可

日時

費用
その他

上映記念セミナー

鎌ケ谷村の太平洋戦争〜「この世界の片隅に」

の時代

©2012『鍵泥棒のメソッド』
製作委員会

3番員      後関 俊一

4番員      葛山 浩史

吸管補助員  橋本 浩和

参加者の声

消防操法大会
努力賞！

問商工振興課☎445・1240

問消防本部警防課☎444・3235

©こうの史代・双葉社／
「この世界の片隅に」製作委員会

第1分団の皆さん 

問市民活動推進課☎445・1274

　映画の時代に、鎌ケ谷の人々はどのような生活を

していたのかを郷土資料館学芸員が紹介します。

日時8月30日（木）13時30分〜15時30分

場所中央公民館 学習室4　

定員30人（申込先着順）　　

保育先着5人(要申込)　

その他まなびぃ100対象　

申し込み 氏名・電話番号（ファクス番号・メールアド

レスなどでも可）（保育希望者は子どもの氏名・

年齢）を記入して市民会館ｆ 445・6777／

ｍk irar i@c i t y.kamagaya.chiba.jpまた

は☎441・3377
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対象

場所

手当額

申し込み

日時

対象

場所
相談員

申し込み

日時

条件

　
　
　
　

掲載期間

申し込み
掲載料

新しくなった市ホームページにバナー広告を掲載しませんか？

バナー広告を募集
〜図書館ホームページも募集中〜

　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1枠）

　　　　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

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
市ホームページ

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

　　　　 またはｍsyogaisuisin@city.kamagaya.chiba.jp

申し込み

日程など
場所
定員 講師

注意

その他

　　　　右表参照

　　まなびぃプラザ３階 研修室２

　　各26人（申込先着順）　　　まなびぃパソコン普及会

　　 　●Windows10、Office2016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

申込番号・講座名 内 容 対 象 持ち物 費用(返金不可）

9/4(火）〜7（金)の

各9：30〜11：30

文 字入 力 か ら

インターネット

検索

パソコン入門

連続4日間

9

8

9/7・14・21・28、

10/5・12・19・26

の各（金）13：30〜

16：30

基礎から応用ま

でを学習します

(29年度と同じ

内容)

市内在住・在勤・在

学で18歳以上の人

（初心者歓迎）

簡単な文字入力と

マウスの操作がで

きる、市内在住・在

勤・在学で18歳以

上の人

―

USBメモリー

1,500円

4,000円

(29年度の同講座

の教材をお持ちの

人は3,000円）

ワード

連続毎週

8日間

日 時

問こども支援課☎445・1325

問文化・スポーツ課☎445・1531

8月25日（土）開催

子ども医療費助成受給券は
届きましたか？

　子ども医療費助成受給券は毎年8月1日が更新の時期です。対象者に

は、8月1日（水）から有効の受給券を7月末に送りました。新しい受給券

が届かない人はお問い合わせください。

問こども支援課☎445・1325

児童扶養手当をご存じですか？

　児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活

の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るこ

とを目的に支給される手当です。

支給対象者

　次のいずれかの条件に該当する児童を監護し

ている母や、児童を監護し、かつ生計を同じくす

る父、父母に代わって児童を養育する人

※児童とは、18歳になった日以後の最初の3月

　31日までの間にある人（一定の障がいがある

　場合は20歳未満の人）

　　●父母が婚姻を解消した　

●父または母が死亡した　

●父または母が重度（国民年金の障害等級１級

　程度）の障がいにある　

●父または母の生死が明らかでない　

●父または母から引き続き１年以上遺棄されている

●父または母がDV保護命令を受けた　

●父または母が１年以上拘禁されている　

●母が未婚である　など

仕事探し相談 ハローワーク臨時窓口
　　児童扶養手当を受給している人

　　8月23日・30日の各（木）10時〜15時

※この日時で参加できない場合は、ハロー

　ワーク船橋（☎420・8609）へご相談ください

　　こども支援課（総合福祉保健センター2階）

　　　 こども総合相談室☎445・1328

ひとり親家庭の人へ

助成額

　3人以上の未就学児を養育する世帯（多子世帯）の子育てに関する負担

を減らすため、次の子育て支援サービス利用費用の一部を助成します。

助成対象事業

●市内保育園が実施する一時預かり事業

●ファミリー・サポート・センター事業

●（公社）全国保育サービス協会に加盟している事業所が実施するベビー

　シッターサービス

●市社会福祉協議会が実施する在宅福祉サービス事業

●市内事業所が実施するホームヘルプサービス

　（市長が別に定めるものに限る）

　　　費用の半額（10円未満切り捨て）

※上限月額20,000円

問こども総合相談室☎445・1328

3人以上の乳幼児を育てている保護者の人へ
サービス利用費用を半額助成

養育費・面会交流相談
　「養育費の取り決め方法が分からない」「支

払いが滞りがちで困っている」「これからでも

養育費を請求したい」「面会交流について知り

たい」などの悩みに専門の相談員が応じます。

　　ひとり親家庭または離婚を考えている父母

　　8月28日（火）14時〜16時（１人40分程度）

　　市役所5階 503会議室

　　　家庭問題情報センター主任研究員の八

幡秀夫さん

　　　 こども総合相談室☎445・1328

　　　●児童1人の場合＝月額10,030〜42,500円

　　　●児童2人目の加算額＝月額5,020〜10,040円

　　　●児童3人目以降の加算額＝１人当たり月額

　　　　3,010〜6,020円

※受給資格者所得に応じて支給します。また、受給資

　格者または扶養義務者の所得が限度額を超える場

　合は、手当の全部または一部が支給されません

※年金額（遺族・障害・老齢年金、遺族補償など）が児

　童扶養手当額より低い場合は、その差額分を受給

　できます

申請には事前相談を

　申請時の状況により、必要な書類などが異なります。

事前にこども支援課で相談をしてください。

現況届は8月31日（金）までに提出を

　現在、児童扶養手当を受給している

人および支給停止となっている人は、8

月31日（金）までに現況届の提出が必要

です。提出がないと、8月分以降の手当

が受けられないためご注意ください。

場所
費用

試合 日時

　イースタン・リーグ公式戦が開催される日に合わせて、先着1,000人に鎌ケ

谷特産の梨をプレゼントします。

　　対 読売ジャイアンツ　　　8月25日（土）13時から

　　ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

　　●一般＝1,500円　●4歳〜小学校6年生＝500円（4歳未満は無料）

配布場所

内外野共通自由席引換券プレゼント
　当日のみ有効の引換券1,000枚を次の場所で

開館時間内に配布します（1人2枚まで。先着順）。

　　　　くぬぎ山・北中沢・粟野コミュニティセン

ター、まなびぃプラザ、学習センター（各公民館）、

福太郎アリーナ、弓道場・アーチェリー場、文化・ス

ポーツ課窓口（市役所5階）

2018ファイターズ鎌ケ谷デー

悩んでいませんか？相談に応じます

バナー広告
スペース

鎌ケ谷の梨をプレゼント

◀Eメール
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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

お知らせ・相談

内容

対象

行き先
定員

費用

服装

申し込み

日時

　心肺蘇生法、AEDの取り扱いなど。

対中学生以上

時8月18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

対市内在住で60歳以上の人

時9月5日･19日、10月3日･17日の各

（水）9時30分〜12時30分（全4回）

所社会福祉センター

定20人（多数抽選）

費教材費1,000円（当日持参）

師ものづくり認定指導員の杉本瑞枝

さん

持筆記用具・ポケットティッシュ2個

他まなびぃ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、8月15日（水）まで（必着）に同セ

ンター「絵手紙教室」係ゆ〒273-0121

初富802-116

問同センター☎444・0121

絵手紙教室（前期）

講座・講演

　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

学校での勤務を希望する講師の登録

会を行います。

時8月9日（木）、10月30日（火）、31年

1月7日（月）の各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●今年度から勤務できる人は登録

　　会以外でも随時受け付け（要申込）

　●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）登録会

　相談内容ごとに解決の助言を行い、

必要に応じて法律専門家を紹介しま

す。秘密は厳守します。

時（月）〜（金）（（祝）を除く）の各8時

30分〜12時・13時〜16時30分
相談先財務省千葉財務事務所☎043・

251・7830

借金の返済で悩んでいる人へ

対小学生（保護者同伴であれば5歳から可）

時8月18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8月1日（水）10時以降に図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「万華鏡をつくろう！」

さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度　

時8月8日・22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8月5日（日）11時〜11時30分

いちごぐみ

対小学校低学年以下

時8月12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8月11日（土）15時〜16時

小学生のためのおはなし会

　世界中で愛される名作コミックの劇場版。ス

ヌーピーやチャーリー・ブラウンなど、おなじみの

シネマトーク付き上映会
映画「I Love スヌーピー（吹き替え）」

キャラクターたちが繰り

広げる愉快な日常が描

かれる。

時8月25日（土）15時〜

16時30分

所東部学習センター

定95人（申込先着順）

申8月1日（水）11時以降

に図書館本館へ電話

情報ひろば

　ワクワクビオトープで昆虫探しや池

に架ける橋作りをしてみませんか？

対市内在住の小学生（保護者同伴可）

時8月21日（火）9時45分南部公民館

集合〜12時

所ワクワクビオトープ

定15人程度（申込先着順）

費保険料50円

師グループ2000（環境に学ぶ）の横田

耕明さん

持タオル・水筒・筆記用具

　　帽子・長袖・長ズボン

他まなびぃ100対象

申環境課

☎445・1227

ビオトープ観察講座「昆虫探しや橋
作りをしよう」

　市道の道路パトロールを行い保全

に努めているところですが、皆さんか

らの通報も貴重な情報源です。市道な

どで次の異常を発見した場合はご連

絡ください。

●穴・段差

●側溝の破損

●路面の落下物

●カーブミラー・

　ガードレール・

　ポール　などの破損

問●市内の県道および国道について＝

県東葛飾土木事務所☎047・364・

5136または☎＃9910●市道につい

て＝道路河川管理課☎445・1464

８月は「道路ふれあい月間」
市道などで異常を発見したらご連絡を

内29年度同組合決算の審議など

時8月22日（水）10時30分から

所船橋市役所9階

他傍聴希望者はお問い合わせください

問同組合事務局☎436・2772

四市複合事務組合議会 第2回定例会

　裁判員に選ばれた人は60，502人

で、裁判のために裁判所に行く日数の

平均は裁判員1人当たり約5．7日でし

た。裁判員に選ばれる前、参加に積極

的な人は33．8％でしたが、参加後に

は95．7％の人が「（非常に）よい経験」

と感じています。詳しくは裁判員制度

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

29年12月末までの
裁判員裁判の実施状況

　再就職活動を始めるための準備や

求人情報の収集方法、応募書類の書

き方や面接対策などについてのセミ

ナーと個別相談を開催します。

対40〜65歳の人

時8月30日（木）10時〜12時30分

所我孫子市民プラザ

定30人（申込先着順）

他●雇用保険受給者の活動実績にな

　　ります

　●希望する参加者（先着4人）は13時

　　30分〜16時に個別相談ができます

申8月2日（木）から我孫子市企業立地

推進課☎04・7185・2214

就職への一歩を踏み出そう
中高年の再就職支援セミナー

　写実絵画の第一人者であった画家の（故）森本草介さんは生

前、鎌ケ谷市に在住していました。森本草介さんが描いた緻密

な絵画作品は、一見すると写真と見間違うほどです。

　この機会にぜひご鑑賞ください。

　　●常設展

　　●企画展「ＳＰＡＲＫ〜あの時君は若かった〜」

　　●ミュージアムトーク（解説員による作品解説）

　　市内在住の人

　　8月29日（水）8時30分市役所出発〜17時帰着(予定)

   （市バスを利用、現地解散不可）

　　　ホキ美術館（千葉市）

　　42人（多数抽選）

美術鑑賞教室
参加者 募集

森本草介さんの作品を鑑賞してみませんか？

　　入館料・昼食代など●一般＝4,215円

●65歳以上・大学生・高校生＝3,915円

●中学生＝3,515円

●小学生以下＝2,615円

※小学生以下は保護者同伴

※いずれも文化・スポーツ課窓口（市役所5階）に事前支払い

　　　　往復はがきに代表者の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号（日中連絡が取れ

る番号、携帯電話可）と「美術鑑賞教室希望」、希望人数（2人まで。記入のない場合は

1人として受け付け）、返信宛先を記入して、8月7日（火）まで（消印有効）に文化・スポーツ課

ゆ〒273-0195

※8月20日（月）までに結果通知が届かない場合はお問い合わせください

問文化・スポーツ課☎445・1528

◀
森
本
草
介

　
﹁
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
・
ド
ー
ル
﹂

　
2
0
1
2
年
　
ホ
キ
美
術
館

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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　　　　　  　 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

寄せられた善意

スポーツ

▶あやめ会
社交ダンス。対初心者可時第1〜3（水）

13時〜16時所南部公民館定若干名

入1,000円月2,000円申船生（ふ

にゅう）☎438・0804

会員募集催しなど

情報ひろば

　夏の夜空に、市内の小・中学校の児

童生徒が考えたテーマに沿ってオリジ

ナル花火を打ち上げます。

時8月11日（土）19時30分〜20時30

分（16時開場。荒天中止）

所ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

他●有料スタンド席あり（グラウンド

は無料開放）

●公共交通機関でお越しください

問かまがやの花火実行委員会

（読売新聞富士栄専売所内）

☎445・8811

第3回かまがやの花火
「やがて故郷に変わる街 かまがや」 内交響曲第7番（ベートーべン）、カレ

リア組曲（シベリウス）、ナブッコ序曲

（ベルディ）

時9月24日(月)14時から（13時30分

開場）

所きらりホール

定500人（多数抽選）

申往復はがきに住所・氏名・電話番号

と希望人数（2人まで）、返信宛先を記

入して、8月28日（火）まで（必着）に同

楽団ゆ〒273-0115東道野辺3-4-45

清水方または、同楽団ホームページの

応募フォームから（抽選結果は9月3

日（月）発送予定。ホームページから申

し込んだ場合は当選のみ通知）

問同楽団 清水☎090・9645・3794／

加藤☎080・5455・4822

鎌ケ谷フィルハーモニック管弦楽団
第28回定期演奏会

イベント

　マツムシ・クツワムシ・キリギリスな

どの虫たちを見て、鳴き声を聴いてみ

ませんか？

時8月25日（土）18時30分粟野コミュ

ニティセンター集合〜20時30分

定20人（申込先着順。小学生以下は保

護者同伴）

費保険料など100円

申粟野の森の会 小出

☎090・6309・4379

鳴く虫の夕べ

時8月11日（土）9時〜12時（雨天時は

12日（日））

所囃子水公園

定20人（当日先着順）

費保険料50円

問囃子水の自然を育てる会 多紀

☎090・6162・5612

はやしみず 夏の生き物観察会

内盆踊り、お化け屋敷、装備品の展示

や体験、ステージでの各種イベント、

史料館「空挺館」の開放、花火など

時●8月4日（土）13時〜21時

●8月5日（日）13時〜20時

所陸上自衛隊習志野駐屯地（船橋市）

問同駐屯地☎466・2141

習志野駐屯地 夏まつり

内①平和のための展示（ICANの活

動・市非核平和都市宣言・絵手紙・短

歌・絵など）

②腹話術での被爆体験とノーベル平

和賞受賞イベント参加の話

③平和のための上映会（ドキュメンタ

リー映画「生きていてよかった」など）

時①＝8月10日（金）〜12日（日）の各

9時〜17時（初日は13時から）

②＝8月11日（土）13時30分から

③＝8月12日（日）13時30分から

所きらり鎌ケ谷市民会館

師②＝原爆被爆者の小谷孝子さん

問鎌ケ谷平和イベント実行委員会 今

度☎445・4549

2018鎌ケ谷平和イベント
種目　　●男子一般の部

●男子50歳以上の部

●女子一般の部

●女子50歳以上の部

（年齢は30年12月31日現在）

対市内在住・在勤・在学の人

時9月30日、10月7日・14日

（予備日21日）の各（日）

所東初富テニスコート

費1組2,000円

他組み合わせおよび試合時間は9月

21日（金）から市テニス協会ホーム

ページで、9月23日（日）から福太郎ア

リーナで掲示

申8月29日（水）17時までに費用を持

参して、オールサムズテニスクラブ鎌

ケ谷（丸山）または文化・スポーツ課窓

口（市役所5階）

問同課☎445・1531

秋季市民テニス（ダブルス）大会

種目

試験日

募集

　　①一般曹候補生 ②自衛官候補生

対31年4月1日時点で18〜26歳の人

　　　①＝9月16日（日）〜18日（火）の

うちの指定する１日 ②＝受付時にお

知らせします

申①＝9月8日（土）まで

問申し込み方法など詳しくは、自衛隊

柏募集案内所☎04・7163・6884

陸・海・空自衛官
　原爆投下当時の広島の様子を描い

た本の読み聞かせと、明るい家庭づく

りの体験発表。

時8月6日（月）5時〜6時

所中央1-1-34前田ビル5階

定180人（当日先着順）

問（一社）実践倫理宏正会 伊藤☎080・

5657・2120

八月六日 平和祈念朝起会

　詩吟・剣舞・詩舞の発表。

時9月20日（木）10時30分〜17時

（10時開場）

所きらりホール

問市詩吟連盟 岡田☎446・0086

鎌ケ谷吟詠の集い

▶映画会 ドキュメンタリー
「いのちの海 辺野古 大浦湾」
時8月15日（水）14時から所まな

びぃプラザ定60人（当日先着順）

費100円問“やさしく学ぼう憲法”
鎌ケ谷 菊池☎443・3597

▶鎌ケ谷写真同好会 写真展
時8月16日（木）〜31日（金）（初日は

11時から、最終日は15時まで）所東

部学習センター問同会 斉藤☎446・

8175

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。

姿見

高さ150cm。取りに来

られる人に無料で。

問 18 時以降に西 原

☎090・9240・4311

ゆずります

●須藤光男さん他４人から一般寄付

　金として12,500円を

●鎌ケ谷飛翔ライオンズクラブから防

　犯・防災のために100,000円を

　　　　　　　　　　　　（財政室）

●のんのんカトレア会から社会福祉

　のために52,040円を

　　　　　　　　　　（社会福祉課）

●あじさいから福祉活動のために

　22,425円を

●市ダンススポーツ協会から福祉活

　動のために10,900円を

●セントケア鎌ケ谷の有志から福祉

　活動のために20,000円を

　　　　　　　（市社会福祉協議会）

祝日などのごみの収集・自己搬入

●南部小＝2日(木)

●初小＝6日(月)

●中部小＝8日(水)

8月の有価物回収

※○印の収集は、その曜日に収集する地域のみ実施

収集

搬入

○　○　×　○　○　○　○

○　○　×　○　○　○　○

9日
（木）

8月

10日
（金）

11日
（土）

13日
（月）

14日
（火）

15日
（水）

16日
（木）

▶体すっきり体操　
ゆるふわ姿勢改善ストレッチ
ストレッチ、ゴムチューブ体操。対中高

年の人時9月7日・14日・21日、10月

5日・12日の各（金）10時〜11時所東

部学習センター定各10人（申込先着

順）費1回800円申17時以降にパル

（骨盤体操） 小川☎446・2941

▶まいにち英語で話そう会
外国人の先生と英会話。対高校生以

上時8月4日・18日・25日の各（土）

19時〜21時所東部学習センター

定各12人（申込先着順）申シンプル

ライフ 西川☎090・7811・7783

▶絵筆の会 水彩画展
時8月6日（月）〜9日（木）（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同会 近藤

☎445・6051

●鎌小＝10日(金)

●北部小＝20日(月)

●道小＝21日(火)

●五小＝22日(水)

●西部小＝23日(木)

●東部小＝27日(月)

問クリーン推進課☎445・1223
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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



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（水）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　

福 習注 予

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

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

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）

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）

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　※3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

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）

市役所など／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

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

主な施設の
休み

●多文化共生推進センター＝14日（火）〜16日（木）　●社会福祉センター＝毎週（火）、11日

（土）　●自転車等保管場所＝12日（日）・14日（火）・16日（木）　●図書館＝毎週（月）、31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）＝20日（月）　

●郷土資料館＝毎週（月）、11日（土）

!8月のお知らせ

時●8月2日（木）・21日（火）の各9

時〜12時　●8月8日（水）・31日

（金）の各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

　今年度の集団検診の

乳がん検診（30〜39歳：

乳房エコー 40歳以上：

マンモグラフィ）と、セッ

ト検診（胸部がん・胃が

ん・大腸がん検診）の追

加申し込みは、8月31日

（金）で締め切ります。

問健康増進課☎445・

1390

30年度がん検診
（集団検診）

8月中に申し込みを

内①生活・子育て情報編「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人（妊娠5カ月以

上を推奨。第2子以降を妊娠中の人は要相

談）　※④は両親での参加可

時①＝8月28日（火）9時15分〜12時　

②＝9月4日（火）9時15分〜12時　

③＝9月13日（木）13時15分〜15時30分 

④＝11月17日（土）9時15分〜12時

（いずれも15分前から受け付け。全4回。

1回から参加可）

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

　食材の種類・量の増やし方や、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。

時9月6日（木）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（2回食）の食事について」

健康だより
　夏場は食中毒菌が増えやすく、食中毒の発症が多い時期です。次の

原則を守り、食中毒予防に取り組みましょう。

食中毒菌を付けない

●調理前、トイレ後、生肉・生魚・生卵を扱った後はよく手を洗う

●調理器具は、すぐに洗って消毒をし、常に清潔な物を使う（生肉・生

　魚を扱った後は特に注意）

食中毒菌を増やさない

●食材の購入時は、保冷剤を入れた保冷バッグなどを使用し、すぐに

　持ち帰る

●保存温度は、冷蔵庫を10℃以下、冷凍庫を-15℃以下にする

●調理後は長時間室温に置かない

●食品の解凍は冷蔵庫内か電子レンジで。再冷凍は危険

食中毒菌をやっつける

●食品の加熱の目安は、中心部の温度が75℃で1分間以上。電子レン

　ジの加熱不足に注意し、必要に応じて時々かき混ぜる

※通常の「腐敗」とは違い、臭いや形状に変化がなくても、食中毒菌が

　繁殖していることがあります。乳幼児や高齢者などは重症化しやす

　いため、食品の取り扱いに注意が必要です 　　　　　健康増進課

〜食中毒にご用心！〜

20日（月）13時〜15時

8日（水）10時〜12時

20日（月）13時〜16時

17日（金）10時〜15時

23日（木）13時〜16時

9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（22日

を除く）

21日（火）●13時から●1４時

から●1５時から

3日（金）・7日（火）・21日（火）・28日
（火）の各13時〜17時

①16日（木）18時〜20時30分

②19日（日）13時〜15時30分

③28日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

14日（火）14時から

23日（木）14時から

10日（金）9時30分から

8日（水）９時30分から

28日（火）９時から

●8月2日（木）＝　　

●8月16日、9月6日の各（木）＝

　＝13時〜14時

　＝17時15分〜18時15分夜

昼

昼

昼 夜

毎週（月）〜（金）９時〜17時

　30代の約8割が歯周病にかかっているといわれています。また、歯周病

の原因菌は20代に定着するともいわれ、若いうちからの予防が大切です。

また、歯周病が原因となり、歯や口だけでなく、多くの全身の病気を引き起

こすことも分かってきています。歯科医院での定期的な健診や保健指導を

受け、健康な歯を維持していきましょう。

　　問診・歯科健診（歯周ポケット検査を含む）、保健指導

　　●20歳（平成10年4月2日〜11年4月1日生まれ）

●30歳（昭和63年4月2日〜平成元年4月1日生まれ）

●40歳（昭和53年4月2日〜54年4月1日生まれ）

●50歳（昭和43年4月2日〜44年4月1日生まれ）

●60歳（昭和33年4月2日〜34年4月1日生まれ）

●70歳（昭和23年4月2日〜24年4月1日生まれ）

※対象者には3月下旬に受診券を送付しました

　　31年1月31日（木）まで

　　指定歯科医療機関（詳しくは受診券を参照）

　　500円　　　受診する歯科医療機関に要予約

内容
対象

期間
場所
費用 注意

30年度歯周病検診

歯と歯ぐきの健康チェックを受けましょう
問健康増進課☎445・1394問健康増進課☎445・1394

保育

　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（鶏もも肉の赤ワイン風

味など）　●みそ汁の塩分濃度測定

時8月31日（金）10時〜14時

所総合福祉保健センター3階

定30人　

費500円

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾

２枚・家庭で飲んでいる汁物50cc

程度

　　未就学児、先着5人（8月21日

（火）までに要申込）

他●まなびぃ100対象

　●初めて参加する人

　　に布巾をプレゼン

　　トします

申☎445・1546

ワンコイン！簡単クッキング
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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      109,909人（前月比+79）

男　54,418人　女　55,491人

世帯数　 49,031世帯（前月比＋102）

〔30.7.1現在〕

平成30年（2018年）8月1日号

8月22日（水） 10時～16時 開催

きらりホールステージイベント

NICO-kama fes 2018

　ハンドメイド商品の販売や、体験型ワーク

ショップなど。

    10時〜16時

問こども支援課

☎445・1320

　保育士と一緒に遊ぼう！小さな子どもも

小学生も楽しめます。

    10時〜15時

問くぬぎ山児童

センター☎047・

389・1401

　図書館とブックスタートボランティアによ

る絵本のお話し会（赤ちゃん・幼児向け）。

    ●11時10分

から　●11時40

分から

問図書館本館

☎443・4946

子育て応援
イベント

販売・体験ブース
　ちょっとひと息。ママも子どもも楽しめる

ワークショップをしてみませんか？

    10時〜16時

問こども支援課

☎445・1320

　絵を描きながら英語を学ぶ楽しさを

体験しよう（3歳〜小学校低学年向け）。

    ●10時15分〜

11時　●11時

30分〜12時15分

       かまがや

ワールドプラザ

☎442・1850

　かわいい子どもたちの成長の様子をみん

なで応援しましょう。

    10時10分〜

11時（10時から

受け付け）

       健康増進

課☎445・1393

　本物のこいのぼりを使った大きなトンネ

ルの中で、はしゃいじゃおう！

    10時〜16時

問市民活動推進

課☎445・1274

ママコンシェルジュの部屋 こいのぼりトンネル

移動児童館 英語でアート！楽しく遊ぼう！

絵本のおはなし会 ちょこっと避難所体験 おつかいすごろく！
　市の備蓄品ってどんなもの？自宅で備蓄

しておくと便利なものは？実際に見て触っ

てみよう。

    14時〜16時

問安全対策課

☎445・1278

　お金の使い方を楽しく学べます。お母さ

んにも生活に役立つ情報が満載！

    14時〜16時

問市消費生活セ

ンター☎445・

1240

10：00

〜

11：00

13：30

〜

14：30

ヒトヨシノビタ・かまたんオー
プニングショー
ビンゴ大会

時　間 内　容

でんじろう先生の弟子・元気
先生のおもしろサイエンス
ショー 要申込

要申込 はいはい・よちよちレース 要申込

時間

時間

時間 時間
時間

時間 時間

時間 時間

申し込み 申し込み

問こども支援課☎445・1320

ニコカマフェス 検 索

ニ　コ カ　マ フ ェ ス

ショッピングプラザ鎌ケ谷
きらり鎌ケ谷市民会館

開 催 場 所

　市内在住のお母さんたちが主催する子育てイベントを今年も開催しま

す。今年もいろいろなイベントが増えて、さらにパワーアップ！子育て中

の家族みんなで楽しめるイベントです。

約40団体が参加します

申し込み往復はがきに住所・
氏名・年齢・電話番号と、参加
希望者全員の氏名・年齢を記
入して、8月10日（金）まで（消
印有効）にこども支援課
ゆ〒273-0195


