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切迫した状況です。直ちに

避難してください。

　大雨が発生した場合には、防災行政無線、市ホームページ、かまがや安心ｅメール、ツイッター、フェイスブック、

広報車、緊急速報メール（避難勧告などの緊急時のみ）で気象警報や避難情報などの各種防災情報を発信します。

正確な情報を入手し、逃げ遅れないよう心掛けましょう。

※防災行政無線が聞こえにくい場合は、防災テレフォン

サービスをご利用ください

　平成30年7月に西日本を襲った記録的な集中豪雨により、多数の死者・行方不明者が出ました。お亡くなり

になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さまへ心からお見舞い申し上げます。

　もし、市内で大雨による水害が発生するような場合には、市から各種防災情報を発信します。避難情報が発

令されたら、速やかに安全な場所へ避難をお願いします。

　大雨警報や洪水警報などが発表され、市民の皆さんの生命に危険が及ぶと認められるときは、市から次の避

難情報を発令します。これらの避難情報が発令されたら、自分や大切な家族を守るため、自主的に安全な場所

（避難所）に避難しましょう。

日頃から安全な避難路の確認を！
　安全に避難場所まで通行で

きる経路を、あらかじめ自分た

ちで確認しておきましょう。

お互いに協力して避難を！
　高齢者や子ども、身体が不自由な人たち

は早めの避難が必要です。近所で助け合っ

て避難しましょう。

鎌ケ谷小学校

東部小学校

南部小学校

北部小学校

西部小学校

中部小学校

初富小学校

道野辺小学校

五本松小学校

鎌ケ谷中学校

第二中学校

第三中学校

第四中学校

第五中学校

問文化・スポーツ課☎445・1531

　11月1日（木）から31年3月31日（日）まで、コートの人工芝の

全面張り替えなどを行う改修工事のため、利用を休止します。

東初富テニスコートの休止

　施設用地を返却するため、12月27日（木）をもって佐津間多目的グ

ラウンドを閉鎖します。閉鎖後は、県営住宅が建設される予定です。

佐津間多目的グラウンドの閉鎖

　約90台が駐車できる駐車場が、四本椚多目的グラウンドの隣に

オープンしました。同グラウンドや東野少年野球場を利用する際に

ご利用ください。

四本椚駐車場のオープン

Ｊ-ALERT 全国一斉の情報伝達訓練を実施
ジェイ　 　アラート

　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。防災行政無線で試験放送を流します。

　鎌ケ谷市は、子どもたちが熱中症になるのを防ぐため、国の交付金制度を

最大限有効活用し、県内でもいち早く27年度に市内小・中学校の全教室にエ

アコンを設置しました。

　暑い日が続いています。熱中症の予防には、

暑さを避け小まめな水分補給をすることが大

切です。

　また環境省基準では、学校での部活動やス

ポーツ活動は、気温35度以上の時は原則中止

するよう指示されています。ご注意ください。

問安全対策課☎445・1278

問安全対策課☎445・1278

問教育総務課☎445・1494

スポーツ施設のオープン・休止・閉鎖
鎌ケ谷市の小・中学校にはエアコン設置済みです

災害時の対応について災害時の対応について

さまざまな手段で防災情報を発信します

避難情報とは？ ～早めの避難で命を守る行動を～ 

正確な情報収集と自主的な避難を！
　テレビ・インターネットなどで最新の気象

情報や災害情報、市からの避難情報などを自

主的に収集しましょう。

安全を確認しながら避難を！
　事前に確認した経路でも、浸水箇所があれ

ば溝や水路が無いか確認しながら避難しま

しょう。また、できるだけ高い位置にある道

路を通りましょう。

鎌ケ谷高等学校

鎌ケ谷西高等学校

道野辺保育園

南初富保育園

くぬぎ山コミュニティセンター

福太郎アリーナ

海上自衛隊下総航空基地
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8月29日（水）11時ごろ

避難勧告 避難指示（緊急）

避難に時間がかかる人は、

避難を開始しましょう。

市が指定する避難所に避難してください

避難所

速やかに避難しましょう。

避難所の開設状況を確認してから

避難しましょう。

　鎌ケ谷市の洪水ハザードマップや防災ハ
ンドブックは、安全対策課（市役所1階）や
各公共施設で配布しています。
また、市ホームページにも掲載
しています(携帯電話やスマート
フォンで右の二次元コードを読
み取ることで接続できます）。

避難準備・高齢者等避難開始

市ホームページ

熱中症に注意しましょう！

防災テレフォンサービス 
☎0800・800・2760

浸水

●一般国道464号北千葉道路の方法書を公表…3 　●南部公民館オータムコンサート…3　●鎌ケ谷ランフェスタ2018…4　●きらりフェスティバル…4
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主な内容



　（公社）船橋歯科医師会が審査を行い、次のとおり優秀者・優秀作品が選ばれました（敬称略）。

歯・口の健康啓発標語
　合計1,958点の応募がありました。

小学生の部

市長賞

　一本一本「ありがとう」って歯をみがく　工藤 豪仁（初富小4年）※

船橋歯科医師会長賞

　歯みがきは健康家族の道案内　川村 倢人（道野辺小4年）

中学生の部

市長賞

　おいしいな感じる幸せ歯に感謝　久井 美海（鎌ケ谷中3年）※

船橋歯科医師会長賞

　白い歯と笑顔が輝く君の顔　大﨑 由莉（第五中1年）

一般の部

市長賞

　本当のおいしさ引き出す自分の歯　吉川 文夫

船橋歯科医師会長賞

　アンチエイジングはしわ、しみとりよりも歯の手入れ　山田 ゆり子

問健康増進課☎445・1394

「小・中学生よい歯のコンクール」 「高齢者よい歯のコンクール」 
「歯・口の健康啓発標語」の審査結果

当日は29人が参加して、全員が「8020（はち

まるにいまる）認定証」を授与されました

38人が表彰状を授与されました

高齢者よい歯のコンクール
市長賞 

　山下 秋男※

船橋歯科医師会長賞 

　　師 陽子

問健康増進課☎445・1394

※：山下秋男さんは千葉県歯科医師会長賞、工藤豪仁さんは千葉県歯科衛生士

　会長賞、久井美海さんは千葉県知事賞を受賞することに決定しました

　多様な働き方の現状や、採用の具体

的事例、応募書類の書き方をテーマと

したセミナーを開催します。新しい一

歩を一緒に踏み出してみませんか？

対55歳以上の人

時9月18日（火）10時〜12時30分

所市役所5階　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●希望する受講者（先着4人）は13

時30分から就労相談会あり（要申込）

申8月16日（木）以降に商工振興課

☎445・1240

シニアの再就職支援セミナー

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9月4日（火）・5日（水）（予備日6日

（木））の各9時30分〜15時（全2回）

所東初富公民館・市制記念公園

定15人（申込先着順）

申8月16日（木）9時以降に同センター

事務局窓口

問同センター☎443・4145

「植木剪定」就業体験講習会

服装

内●講座＝自動車の仕組み、安全運転

のための点検整備

●実技＝タイヤの取り外し、日常点検

の方法

対運転免許保有者

時8月19日（日）10時30分〜15時

所総合福祉保健センター6階

定40人程度（申込先着順）

　　作業ができるもの　他昼食あり

申9時〜17時に県自動車整備振興会

習志野支所☎467・8881／ｆ467・

1024

自動車点検教室

講座・講演

お知らせ・相談

情報ひろば

　初富駅では、9月1日（土）始発から、

津田沼方面高架ホームへの階段と、

ホームからの下りエスカレーターの使

用を開始します。詳しくは、駅の掲示

物をご覧になるか、駅係員にお尋ねく

ださい。

問道路河川整備課☎445・1435

新京成線連続立体交差事業
初富駅構内の階段・エスカレーター
の使用を開始

　鎌ケ谷市の「平和使節団」として長

崎県長崎市に派遣された5人の中学

生が、ピースフォーラムへの参加や平

和祈念式典への参列を通して学んだ

こと、考えたこと、これから平和を目指

して取り組んでいきたいことを語りま

す。中学生の思いに耳を傾けてみませ

んか？

時8月29日（水）11時〜12時

所東部学習センター

注台風などにより派遣事業を中止す

る場合は、市ホームページでお知らせ

します

問指導室☎445・1518

中学生平和教育生徒派遣報告会
原爆・平和についての思いを語ります

期間

　印旛沼・手賀沼・江戸川左岸の各流域

関連公共下水道事業計画の変更を行

うため、次のとおり縦覧を行います。

　　８月16日（木）〜30日（木）

所下水道課（市役所４階）

問同課☎445・1474

流域関連公共下水道事業計画変更
（案）の縦覧について

　東日本大震災の教訓を踏まえ、震度

5弱の地震発生を想定した避難訓練

を行います。保護者の皆さん、地域の

皆さんのご理解とご協力をお願いし

ます。

内●一次避難「シェイクアウト訓練」　

　　（まず低く、頭を守り、動かない）

　●二次避難（人員点呼や安全確認）

　●保護者向けの緊急メール発信や

　　各学校ホームページで訓練の様

　　子を掲載予定

　●通学路の安全を確認後、一斉下校

時9月4日（火）14時〜16時ごろ

問学校教育課☎445・1141（内）468

市内小中学校合同避難訓練にご協力を

　成年後見に関する相談会。

時9月4日、10月2日の各（火）13時〜

15時30分

所喫茶「とまと・はうす」（総合福祉保

健センター2階）

定2人程度　費飲食代

問認定NPO法人東葛市民後見人の

会鎌ケ谷支部 鈴木☎446・3317

鎌ケ谷後見相談サロン

日程

　労働災害・職業病などによる被害、

長時間過密労働による慢性的な疲労

やメンタル疾患に悩んでいませんか？

弁護士・労働安全衛生管理者・ソー

シャルワーカーなどが相談に応じます。

　　●8月25日（土）＝船橋市勤労市

民センター●9月29日（土）＝千葉市

中央コミュニティセンター、いずれも

13時〜16時

問千葉中央法律事務所☎043・225・

4567

労災職業病なんでも相談会

イベント

　子どもと楽しく過ごすヒントを見つ

けませんか？親子で触れ合い遊びをし

たり、パパ同士での情報交換をしたり

しましょう。

内自由遊び、水遊び（たらいの水・水鉄

砲など）

対未就学児とその父親

時8月25日（土）10時〜11時30分

所粟野児童センター

持着替え・タオル・飲み物

問同センター

☎441・7066

パパと遊ぼう！パパサロン

　公演前に越谷市日本文化伝承の館

と1万坪の日本庭園を散策します。

時9月9日（日）12時30分総合福祉保

健センター前集合〜22時帰着予定

所こしがや能楽堂　定45人

費5,000円（バス代・食事代などを含む）

申鎌ケ谷国際文化交流会 太田☎444・

5505

こしがや薪能
〜日本伝統文化を求めて越谷に！〜

小・中学生よい歯のコンクール
健歯児童生徒

小学校の部

　山田 陽登（東部小6年）

　太田 菜穂子（北部小6年）

歯科衛生作品

図画の部

　大場 詠斗（鎌ケ谷小3年）

ポスターの部

　甲斐 優織（中部小4年）

　飯川 文（第五中3年）

問学務保健室☎445・1501

募集

スポーツ

対未経験者・初級者（未就学児可）

時9月17日（月）●12時〜13時30分

●14時〜15時30分

※雨天時の実施可否は当日11時に決定

所オールサムズテニスクラブ（丸山）

定各32人（申込先着順）

費1回300円（当日持参）

申同クラブ☎445・4904

テニスの日 テニス教室

展示期間
展示場所
申し込み

　「未来へつなげよう、エコでやさしい

まち かまがや」がテーマの環境フェ

アで、自然・地球・生活環境に関するパ

ネル展に出展しませんか？

対市域で環境保全活動を行っている

団体・事業者など

　　　　10月4日（木）〜17日（水）

　　　　市役所１階 市民ホール

　　　　8月31日（金）まで（必着）に、

提出書類を環境課へ郵送／Eメール／

持参（市役所１階）で提出（申し込み方

法など詳しくは同課窓口・市ホーム

ページで配布する応募要領を参照）

※出展の可否は、9月13日（木）までに

　通知します

問同課☎445・1227

第10回 かまがや環境フェア
環境パネル展 出展者

中学校の部

　陰山 大成（第五中3年）

　坂詰 佳奈（第五中3年）

情報ひろば・お知らせ 平成30年（2018年）8月15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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　　　　　  　 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

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

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

南部公
民館オータムコンサート

クラシックギター
＆

Ｊポップス・ボーカル

住民説明会を開催します

日程
▶えくぼヘルスサークル
音楽体操。時第1・2・4（木）10時〜11時30分所鎌ケ

谷コミュニティセンター入1,000円月1,000円

申17時以降に鈴木☎445・8960

▶とわの会
読書を通じて生き方を学ぶ。時第4（金）11時〜13時

所中央公民館年14,000円申宇都宮☎445・8666

▶鎌ケ谷混声合唱団
対男性（初心者可）時毎週（土）19時〜21時所中央公

民館定10人程度月3,000円申石田☎444・8496

▶小さな旅の会
首都圏近郊の街歩き。対5km歩ける人時第3（金）10

時〜12時所南部公民館定若干名年4,000円申竹内

☎445・4089

▶音楽祭と秋の公開講座
　　①音楽祭（民謡、童話・唱歌を楽しむ会、鎌ケ

谷フィルハーモニック管弦楽団）＝8月29日（水）

14時30分から（14時開場）　②公開講座「体験発

表『住居メンテナンス』（9月5日午前）」「健康百寿者

になりましょう（5日午後）」「笑って元気に私の生き

活き健康法（19日午前）」「古文書は如何に歴史を

語るか（19日午後）」「いじめ防止対策推進法（10

月3日午前）」「石斧について（17日午前）」「鎌ケ谷

市の財政状況について（17日午後）」（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①＝きらりホール②＝

東部学習センター定①=150人②＝20人（いずれも

申込先着順）申シニアサークルシルバー大学院 笠

原☎・ｆ443・3813／奥本☎・ｆ443・2543

催しなど会員募集

一般国道464号北千葉道路
（市川市〜船橋市）の方法書を公表

　北千葉道路の事業化に向けて進めている環境

アセスメントの手続きとして、千葉県が環境影響

評価法に基づく環境影響評価方法書を公表しま

す。意見がある場合は、県都市計画課へ意見書を

提出することができます。

環境影響評価方法書の公表

　道路河川整備課（市役所4階）および県ホーム

ページで9月13日（木）まで公表します。

意見書の提出

　9月27日（木）までに県都市計画課へ郵送

（〒260-8667）または窓口で提出してください。

※詳しくは県ホームページをご覧ください

問道路河川整備課☎445・1449

日程

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

　　●8月27日（月）＝総合福祉保健セン

ター3階●8月30日（木）＝北中沢コミュ

ニティセンター

（いずれも9時30分〜11時受け付け）

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

　市内の指定医療機関で、予診票を持参

して接種を受けてください。

対過去に肺炎球菌ワクチンを接種したこ

とがなく、次のいずれかに該当する人

①昭和29年4月1日以前に生まれた

②満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・

呼吸器の疾患またはヒト免疫不全ウイル

スによる免疫機能の障がいのいずれかで

身体障害者手帳1級を持っている

他①の対象者で案内をお持ちでない人、

および②の対象者はお問い合わせください

問☎445・1390

高齢者肺炎球菌予防接種 〜未接種の
人は31年3月31日までに接種を！〜

　生まれてくる赤ちゃんとの生活をイ

メージしながら楽しく学びましょう。

内出産・育児編「沐浴実習・妊婦疑似体験」

対初めてお父さん・お母さんになる夫婦

（1人での参加可。妊娠5カ月以上を推奨。

第2子以降の人は要相談）

時9月1日（土）9時15分〜12時（9時から

受け付け）

所総合福祉保健センター3階

問☎445・1393

Welcome Baby School 
〜マタニティ教室〜

保育

内管理栄養士の講義・グループワーク・

調理実習

時①9月5日（水）、②11月6日（火）の各

10時〜13時30分

所総合福祉保健センター3階

定各30人

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾

　　1歳6カ月以上の未就学児、先着5人

（①＝8月22日（水）まで、②＝10月23日

（火）までに要申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

すこやかライフ講座 
「知って実践！〜おいしく減塩のコツ（応用編）〜」

日時

　環境影響評価方法書の内

容をお知らせするため、住民

説明会を開催します。

　　9月1日（土）14時から

 (13時30分から受け付け)

　　総合福祉保健センター

　　6階 大会議室

場所

住民説明会を開催

その他

　懐かしい曲を皆さんに届けます。

　　「禁じられた遊び」、

「アルハンブラの思い出」、

「五番街のマリーへ」、

「恋のバカンス」他

　　9月9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）

　　●鈴木和彦さん（クラシックギター）

　　●TO YOU（ボーカル＆ギター）

　　　まなびぃ100対象

　　　　南部公民館☎446・3031

定員
出演

場所

申し込み

日時

曲目

8月15日は終戦記念日
　戦没者の冥福と世界の恒久平和を祈り、
12時から１分間の黙とうをお願いします。

納期限は8月31日（金）納期限は8月31日（金）
〇市・県民税（第2期）

〇国民健康保険料（第3期）

〇介護保険料（第3期）

〇後期高齢者医療保険料（第2期）

※納付・納税は口座振替が便利

　です

※納期限を過ぎると延滞金がか

　かります

▶チャリティー「うたごえ喫茶」
日本の叙情歌・唱歌、世界の愛唱歌をみんなで歌い

ます。時8月19日（日）14時〜16時（13時30分開

場）所中央公民館定70人（当日先着順）費飲み物代

など500円問鎌ケ谷ニューボーイズ 梅田☎442・

2762

▶現代尺八栄峰会
竹と心のふれあいコンサート
尺八を中心とする演奏（ピアノ・ベース・打楽器な

ど）。時9月9日（日）13時30分から（13時開場）

所きらりホール定530人（当日先着順）問同会 

　澤☎090・3685・8463

対象

申し込み
その他
日時

　　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

　　　場所・費用など詳しくはお問い合わせください

　　　　健康増進課☎445・1393

子どもの甲状腺超音波検査を実施します

問社会福祉課☎445・1286

　市役所からの還付は、絶対に
ＡＴＭは使いません。不審に思った
ら、必ず市役所に確認しましょう。

ＡＴＭ
振り込め詐欺

ストップ!
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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

平成30年（2018年）8月15日号

きらりフェスティバル

問企画政策室☎445・1073

「五つ星お米マイスター」から教わる、お米のいろはで婚活力アップ！・・・

　甘みと酸味のバランスがよい「豊水」の糖度や色・形を審

査します。審査後には、出品された梨の販売も行います。数

に限りがありますので、お早めに。

    ●8月27日（月）9時〜17時＝審査・展示

　　●8月28日（火）9時〜13時＝展示・即売

※即売は8月28日（火）12時から（9時から整理券を配布）

    市役所1階 市民ホール

農業
まつり
農業
まつり

大人気！
出品された梨の
販売も

なし「豊水」共進会

　「晩なし」とは、暑さが和らいだ頃に収穫される梨のこと

で、「かおり」「新高」などの大玉が特徴です。

    ●9月10日（月)9時〜17時＝審査・展示

　　●9月11日（火）9時〜13時＝展示・即売

※即売は9月11日（火）12時 

　から（9時から整理券を

　配布）

※出品数が限られているた

　め、希望する種類が購入

　できない場合があります

    市役所1階 市民ホール

晩なしコンテスト

かまがやの完熟梨
インターネット予約販売
かまがやの完熟梨
インターネット予約販売受け付け中

　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「豊水

（5kg）」「新高（5kg）」「かおり（3kg）」を贈りませんか？

       8月下旬から順次発送

       3,780円（税・送料込み）

    かまたんのふるさと梨ホームページ

ｕhttp://store.shopping.yahoo.

co.jp/kamagayanashinokai

（市ホームページからアクセスできます）

梨のおいしさ・
出来栄えを競います
梨のおいしさ・
出来栄えを競います

申し込み

きらりホール5周年記念
みんなで祝おう！
歌おう！ 踊ろう！

美味しいご飯とほっかほかの出会い鎌メシ婚鎌メシ婚

北海道日本ハムファイターズpresents

鎌ケ谷ランフェスタ2018
　今年で5回目！走って、動いて、みんなで元気になろう！

参加者には大会オリジナルグッズをプレゼントします。

　ＯＢ選手やインストラクターからランニン

グのこつを教わりましょう！（走れない人は

ウォーキングの指導が受けられます）

    9月16日、10月14日、11月4日の各

（日）10時〜11時30分（全3回）

    ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

    各100人

       件名に「ラントレーニングデー申し込

み」、本文に氏名・生年月日・性別・連絡先（携

帯電話番号・Eメールアドレス・緊急連絡先）

を記入して、鎌ケ谷ランフェスタ2018運営

事務局ｍrunfesta@ambition-act.com

12月2日（日）
9時スタート

場所
定員
その他
申し込み

日時

定員
場所

申し込み

問農業振興課☎445・1233

日時

日時

場所

場所

予約

発送時期
販売価格

内容

日時

対象
場所

定員
参加費

その他

申し込み

日時

出演

定員
保育
その他
申し込み

ラントレーニングデー
開催!!

おく

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〕

高校生以上の部（10km）

高校生以上の部（3km）

中学生の部（3km）

小学校高学年の部（3km）

小学校低学年の部（3km）

高校生以上と小学校高学年ペアの部(3km)

高校生以上と小学校低学年ペアの部(3km)

高校生以上と中学生ペアの部（3km）

高校生以上の男女ペアの部(3km)

3,800円

3,200円

1,200円

4,200円

6,000円

費用部門（コース）

    ファイターズ鎌ケ谷スタジアムおよびその周辺

    2,000人（全部門の合計。申込先着順）

　　　当日、運動イベントも開催予定

       8月22日（水）〜10月31日（水）に鎌ケ谷ラン

フェスタホームページｕhttp://runfesta.com

　鎌ケ谷ゆかりのアーティストや市内を中心に活動している団体が、きらりホールに集まりま

す。音楽やダンスで一緒に5周年を祝い、盛り上がりましょう。

    10月7日（日）①第1部＝13時から（12時30分開場）

②第2部＝16時から（15時30分開場）

※完全入替制

    ①＝オールサムズスティールパンサークルＰＰＦ、河村優美（きらりかまがや第1回アー

ティスト発掘プロジェクト優秀賞）、鎌ケ谷少年少女合唱団、小川由美子バレエスタジオ

②＝t.rhythm、miyu miyu kids dance team、レオ

カラニ ウクレレ クラブ、モキハナ、USAGI&UCL

(特別ゲストあり)

    各400人（申込先着順）

    先着5人（要申込）

      全席指定

       9時〜21時に市民会館☎441・3377／窓口

　お米マイスターによる料理講習や婚活セミナーで自分磨

きをしながら、理想の相手を見つけませんか？

    ①魅力アップセミナー（②に向けての婚活セミナー）

　　②鎌メシ婚（料理をしながらの婚活イベント）

    ①＝10月20日（土）女性10時〜12時、男性13時〜15時

　　②＝10月28日（日）14時〜17時

    ①②の両方参加できる、20歳以上で独身の人

    ①＝市役所地下 団体研修室

　　②＝総合福祉保健センター3階 栄養指導室

    男女で合計36人程度（多数抽選）

      ●男性＝5,000円　●女性＝3,000円

       9月30日（日）までにｕhttp://www.mi-kklife.com/kamakon3

　　　　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(一社)日本婚

　　　　活教育協会(結婚の学校)、鎌ケ谷市との共同企画によるイベントです

ボランティア
スタッフ 募集
詳しくはランフェスタ

ホームページを参照

●鎌ケ谷ランフェスタ2018運営事務局
　ｍrunfesta@ambition-act.com
●ファイターズ鎌ケ谷スタジアム☎446・5586

市・市教育委員会 共催

 問い
合わせ

糖度などの審査を行います

申し込み

ランフェスタHP

(8月22日更新予定)


