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お花見に出かけましょ♪

見の季節到来！

　初富本町2丁目

　駐車場あり　　トイレありP

　公園の中心にある池と広場を囲んで並び立つ桜は、

約200本！鎌ケ谷の豊かな自然に触れることができま

す。4月6日（土）に行われる「とっこめ桜まつり」もおす

すめです（詳しくは今号8ページを参照）。

　市民会館ロビーが桜の絵で満開になります。

日時3月27日（水）〜4月6日（土）

場所きらり鎌ケ谷市民会館ロビー

「春」をテーマにしたミニコンサート
　桜の絵を背景に、春の訪れを感

じられる音楽を届けます。

日時4月6日（土）14時30分から（予定）

出演アルパ奏者の金子綾さん

問市民会館☎441・3377

桜

●宴会などの後は片付
けをし、ごみを持ち帰る

●飲酒運転を絶対にし
ない

●樹木の枝を折らない

●他の利用者に迷惑を
掛けない

●施設などを壊さない

公園を利用するときは、

次のことを守りましょう！

　1月に市の魅力発信アドバイザーに就任した市

内在住の元新聞記者、河合敦です。鎌ケ谷をより

暮らしやすく魅力的な街にするため、「広報かま

がや」や市ホームページに情報発信していきます。

　「広報かまがや」では原則、毎月15日号にコラ

ム「ありのみ便り」を掲載し、様々なテーマを取り

上げる予定です。コラム名の「ありのみ」は梨の別

名。梨（なし）が無し（なし）に通じるため、これを

避け「有（あ）りの実（み）」と言い換えることもあ

ります。鎌ケ谷市の特産品の梨に因み、「ありのみ便

り」と名付けました。

　縁あって梨の街の住人になって四半世紀。以来、

夏は甘くみずみずしい果実を堪能し、春は可憐な白

い花を咲かせる梨畑の近くを散歩しています。梨は

特産品というだけでなく、街に豊かな自然も提供し

てくれているのですね。梨の花が咲

く時期は間もなく。楽しみです。

　市ホームページでは「かまがや取

材日記」も始まっていますので、ご

覧ください。 かまがや取材日記

　初富924番地 　　駐車場あり　　トイレあり

　市内の桜といえばこの公園。遊具・バッテリーミ

ニカーや、蒸気機関車「D-51」などもあり、小さな

子どもから大人まで楽しめる公園です。

　市制記念公園では「桜の里親制度」による若い桜

の植樹が行われています。おおよそ15年後には大き

く育った、立派な桜が期待されます。

市制記念公園の開園時間を延長します
　桜の開花季節到来に伴い、市制記念公園の開園時間を3

月23日（土）〜4月14日（日）の期間、21時まで延長します。

※（土）・（日）は駐車場が大変混み合います。徒歩や自転車でご来　

　園ください

P

手通公園
　県道から少し下ったところにある

公園。名前はその昔の土地名に由来

しています。

　 東道野辺5丁目

　 駐車場あり　

　トイレあり

て  づう

くぬぎ山公園
　くぬぎ山児童センターに隣接してい

ます。桜と同時期にユキヤナギの花も

楽しめるお得な公園です。

　くぬぎ山4丁目

  駐車場あり（障がい者用のみ）

  トイレなし

新鎌ふれあい公園
　平成22年に完成した公園。駅か

ら近く、遊具もあり、家族で過ごす

にはぴったりです。

　 新鎌ケ谷2丁目

　 駐車場あり(障がい者用のみ)　

　トイレあり

この他にも、

市内の桜スポットは盛りだくさん！

お気に入りの桜を探してみよう！

福太郎スタジアム周辺

アカシア児童遊園

川慈公園

P P P

問公園緑地課☎445・1489

主な内容
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こんなとき
届け出に必要なもの※1・2 

（いずれも下記に加え、身分証明書が必要）

加

入

す

る

と

き

20歳になった 日本年金機構から送付された届出書・印鑑

厚生年金をやめた 退職年月日が分かるもの・年金手帳・印鑑

配偶者が厚生年金の扶養から外れた
扶養から外れた年月日が分かるもの・配偶
者の年金手帳・印鑑

厚生年金被保険者が65歳になり、扶養
されている配偶者が60歳未満である

配偶者の年金手帳・印鑑

海外居住者が帰国した※3 パスポート・年金手帳・印鑑

外国人が入国した※3 入国の年月日が分かるもの

海外に居住する※3 年金手帳・印鑑
脱
退
す

る
と
き

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！

　老朽化が進んでいた、中央消防署と鎌ケ谷消防署の消防ポンプ自動車2台を

更新しました。

　新しい消防ポンプ自動車は、最新の消火システムを搭載し、水に消火薬剤を加

え、少量の水で高い消火性能を発揮します。また、600リットルの水槽や最新資

器材が搭載されており、より効果的な消火

活動に役立つことが期待されます。

※緊急消防援助隊設備整備費補助金、防衛施設周

　辺民生安定施設整備事業補助金を受け、車両更

　新を行いました

問消防本部消防総務課☎444・3234

災害に強いまちづくりを目指して
消防ポンプ自動車を更新

　1月25日に総合福祉保健センターで行われた永年勤続優良従業員表

彰式において、次のとおり勤続15年以上の従業員として推薦があった3

事業所4人が表彰されました（敬称略）。

茂野製麺㈱

　濵田高広

鎌ケ谷観光バス㈲

　稲葉利二

　なお、勤続5年以上の8人、勤続10年以上の

10人が市商工会から同時に表彰されました。

問商工振興課☎445・1240

永年勤続優良従業員 表彰

こんなときは14日以内に届け出をしましょう

国民健康保険・国民年金の手続き

　国民健康保険・国民年金に加入・脱退するときは、下表の「こんなとき」から14日以内

に保険年金課窓口（市役所１階）で届け出が必要です。

持ち物
連絡先

返還場所

　「ちょっとの時間だから」「１台だけなら」「スペースがあるから」と駅

周辺に放置された自転車などは、人や緊急車両の通行を妨げ、迷惑と

なります。

　市では、市内6駅周辺に自転車等放置禁止区域を定め、条例に基づき

放置自転車などを撤去・移送します。

自転車等放置禁止区域

●新鎌ケ谷駅＝新鎌ケ谷１〜４丁目および北口付近を中心に半径300ｍ以内

●鎌ケ谷駅＝駅を中心に半径300ｍ以内

●くぬぎ山・北初富・初富・鎌ケ谷大仏駅＝駅を中心に半径200m以内

撤去された自転車の返還

　　　　市自転車等保管場所（市制記念公園入口脇）

　　　　●（火）・（木）＝10時〜19時　●（日）＝9時〜15時

※（祝）、8月12日〜16日を除く

　　　☎090・1463・6656（返還日時のみ）

　　　●住所・氏名が確認できるもの（免許証・保険証・学生証など）

　　　●自転車または原動機付自転車の鍵

　　　●移送・保管手数料（自転車2,000円、原動機付自転車3,000円）

駅周辺の放置自転車などは
撤去・移送します
問道路河川管理課☎445・1457

納期限は4月1日（月）納期限は4月1日（月）

〇国民健康保険料　　（第10期）

〇介護保険料　　　　（第10期）

※納期限を過ぎると延滞金がかかります

※納付・納税は口座振替が便利です
　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!

【例】会社の健康保険に加入したとき

⇒会社では国民健康保険の脱退手続きは行いません。

　本人または代理人が脱退の届け出をしてください。

※1：マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー通知カードと官公庁発行の顔写真
　　　付き身分証明書などでも可

こんなとき
届け出に必要なもの※1

(いずれも下記に加え、マイナンバーカードが必要）

加
入
す
る
と
き

他の市区町村から転入してきた 他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険を脱退した 職場の健康保険を脱退した証明書

職場の健康保険の被扶養者から外れた 被扶養者を削除された日付の分かる証明書

子どもが生まれた 母子健康手帳・印鑑・出生証明書

生活保護を受けなくなった 生活保護廃止決定通知書

外国人が加入する 在留カードなど

脱
退
す
る
と
き

他の市区町村に転出する 被保険者証

職場の健康保険に加入した

職場の健康保険の被扶養者になった

国民健康保険の被保険者が死亡した 印鑑・死亡診断書

生活保護を受けるようになった 被保険者証・生活保護開始決定通知書

外国人が出国する 被保険者証・在留カードなど

そ
の
他

市内で住所が変わった

被保険者証世帯主や氏名が変わった

世帯が分かれた、世帯が一緒になった

修学のため、別に住所を定める 被保険者証・在学証明書

被保険者証をなくした
（汚れて使えなくなった）

本人確認書類（官公庁発行の顔写真付き身分
証明書など）

職場の健康保険の被保険者証（未交付の
場合は加入したことを証明するもの）・国
民健康保険の被保険者証

【例】20歳以上60歳未満の人が、厚生年金に加入している会社を退職したとき

⇒会社では国民年金への切り替え手続きは行いません。

　本人または代理人が加入の届け出をしてください。

　　　※1：届出人が本人の場合、印鑑は省略できます
※2：年金手帳(基礎年金番号)の代わりにマイナンバーカードによる届け出も可能です。　
　　　(マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー通知カードと官公庁発行の顔写真 
　　　付き身分証明書などでも可)
※3：厚生年金の加入者および扶養されている配偶者を除く

国民健康保険

国民年金

返還日時

㈲やまびこ

　渡辺洋子

　山内千枝子

スマホで「広報かまがや」を配信中！
　無料のスマートフォン用アプリ「マチイロ」（（株）ホープが開発・

運営）を使うことで、広報かまがやを読むことができます。ダウン

ロード方法など詳しくは、マチイロホームページをご覧ください。

注意通信料は利用者負担

問●アプリの機能について＝（株）ホープ

　　☎092・716・1404

　●その他＝広報広聴室☎445・1088

火災からまちを守ります

マチイロホームページ

問●国民健康保険について＝保険年金課☎445・1204

  ●国民年金について＝保険年金課☎445・1209
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　任期満了に伴う千葉県議会議員選挙は3月29日（金）に告示され、4月7日（日）に投票、また鎌ケ谷市議会議員選

挙は4月14日（日）に告示され、4月21日（日）に投票が行われます。

　当日、投票に行けない人のために、期日前投票を市内2カ所で行います。棄権しないで投票しましょう。

　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、右の2カ所の施

設で期日前投票ができます。お近くの期日前投票所にお越しください。

※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
千葉県議会議員選挙

①平成13年4月8日までに生まれた人

　で、平成30年12月28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

②平成30年12月29日以降に鎌ケ谷

　市から県内の市区町村に転出した、

　鎌ケ谷市の選挙人名簿に登録されて

　いる人

※②の場合は、投票の際に、市区町村

　長が発行する「引き続き県内に住所

　を有することの証明書」の提示が必

　要となりますので、事前に交付を受

　けて投票所に持参してください

鎌ケ谷市議会議員選挙

　　平成13年4月22日までに生まれ

　た人で、平成31年1月13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。

※今年1月14日以降に鎌ケ谷市に転入

　した人および選挙日までに市外に転

　出した人は、投票できません

 入場整理券
　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す。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。

 開票
　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

　からです

 代理投票
　病気やけがなどで字が書けない人

は、代理投票したい旨を投票所の受付

に申し出てください。係員が立ち会い

の上、代理記載します。

 点字投票
　視覚に障がいがあり、点字による投

票を希望する人は、投票所の受付に申

し出てください。

 他の市区町村での投票
　出産や長期出張などにより鎌ケ谷市を離れている人は、滞在先の選挙管

理委員会で投票できる不在者投票をご利用ください。なお、投票用紙などの

請求が必要です。

市内の不在者投票指定施設
▷秋元病院 ▷東邦鎌谷病院 ▷初富保健病院 ▷第二北総病院 ▷鎌ケ谷総

合病院 ▷シルバーケア鎌ケ谷 ▷慈祐苑 ▷鎌ケ谷翔裕園 ▷幸豊苑 ▷ハッ

ピーライフ菜の花館 ▷初富の里 ▷さつまの里 ▷あかり

 郵便による投票
　身体に重度の障がいがあり、次のいずれかに該当する人は、郵便による不在者投票

ができます。

●次の身体障害者手帳をお持ちの人

　▷両下肢・体幹・移動機能の障がいが1・2級

　▷心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいが1・3級

　▷免疫・肝臓の障がいが1〜3級

●次の戦傷病者手帳をお持ちの人

　▷両下肢・体幹の障がいが特別項症〜第2項症

　▷心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいが特別項症〜第3

　　項症

●介護保険被保険者証をお持ちで要介護5の人

※「郵便による投票」を希望する場合は、「郵便等投票証明書」が必要です。お持ちの

　場合は有効期限を確認して、県議4月3日(水)、市議4月17日（水）までに市選挙管

　理委員会に投票用紙を請求してください。お持ちでない場合はご連絡ください

 投票所への移動に関する支援
　次の対象者は、自宅などから投票所

（期日前投票所を含む）への移動につい

て、支援が受けられる場合があります。

詳しくは、県議4月1日（月）、市議4月15

日（月）までにお問い合わせください。

①身体障がい・知的障がい・精神障が

 選挙公報
　候補者の政見などを掲載した選挙公

報を、県議4月3日（水）および市議4月

17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

　大規模な災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、帰宅が困難に

なることが予想されます。多くの人が一斉に帰宅を始めると、火災や建物から

の落下物などにより、けがをする恐れがある他、救助・救急活動の妨げとなり

ます。

○身の安全を確保し、職場や集客施

　設などの安全な場所にとどまろう

○災害用伝言サービスにより、家族

　の安否などを確かめよう

○交通情報や被害情報などを入手し

　よう

 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
　次の施設は投票所となるため、4月

6日（土）〜7日（日）および4月20日

（土）〜21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。

臨時休館施設

▷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（いずれも4月

　6日・20日（土）は利用申し込みの

　み受け付け）

問市選挙管理委員会事務局☎445･1539

問安全対策課☎445・1278

せんきょ君

「おもいのせ みらいをたくす とうひょう日」
鎌ケ谷市議会議員選挙鎌ケ谷市議会議員選挙
４月２１日（日）４月２１日（日）

千葉県議会議員選挙千葉県議会議員選挙
４月７日（日）４月７日（日）

投票時間７時〜２０時

千葉県議会議員選挙 　  　  3月30日(土)～4月6日(土)

むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を

災害発生！ 一斉に帰宅するのは危険です

市役所1階 市民ホール 東部学習センター1階
レインボーホール横

鎌ケ谷市議会議員選挙 　 4月15日(月)～４月20日(土)

期日前投票

むやみに移動を
開始しない

○携帯ラジオや地図を持ち歩こう

○スニーカー・懐中電灯・手袋・飲料

　水・食料などを用意しよう

○家族などと安否確認の方法、集合

　場所、帰宅経路の状況を確認して

　おこう

日頃から準備して
おきたいこと

 不在者投票
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。

　いのある人、難病認定を受けている人

②介護保険の「要支援」または「要介

　護」の認定を受けている人

問①の人=障がい福祉課☎445・

　1305

　②の人=高齢者支援課☎445・

　1380

投票時間8時30分〜20時 投票時間9時〜19時

統一地方選挙

 病院や施設での投票
　都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人ホームなどに入院・

入所している人は、その施設で不在者投票ができますので、入院・入所先にお

問い合わせください。
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情報ひろば
第2回鎌ケ谷WAKU×WAKU 
ワールドフェス
　世界の音楽、料理が勢ぞろい！世界

の空気を感じてみませんか？

時3月16日（土）・17日（日）の各11

時〜16時

所しんかまにぎわい広場

費飲食代

問ワールドフェス実行委員会 佐々木

☎427・9053

中央地区社協のふれあいサロン
〜地域で、ほっとできる場所〜
　子ども連れや高齢者、介護している

人など、誰でも気軽に立ち寄れ、好き

な時間帯で利用できます。

時4月2日、5月7日、6月4日、7月2日、

8月6日、9月3日の各（火）10時〜15時

所中央公民館

費100円

問中央地区社会福祉協議会☎・ｆ442・

5145(留守番電話可）

イベント

　　下表参照

　　市内在住の60歳以上で、全9回出席できる人

　　主に東初富公民館

　　36人（多数抽選）

　　保険料・交通費・見学費・材料費など

　　　まなびぃ100対象

　　　　往復はがき（1枚につき1人まで）に、住所・氏名（ふ

りがな）・年齢・電話番号・当倶楽部の参加回数（1年度を1

回とする）と返信宛先を記入して、4月12日(金）まで(必着）

に東初富公民館ゆ〒273-0122東初富1-10-1または、官製

はがきを同館窓口へ持参

※結果は4月下旬に通知

問東初富公民館☎446・5555

　　下表参照

　　市内在住の60歳以上で、全12回出席

できる人

　　主に南部公民館

　　40人（多数抽選）

　　保険料・交通費・見学費・材料費など

　　　まなびい100対象

　　　　往復はがき(1枚につき1人まで)に

住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号

と返信宛先を記入して、3月31日（日）まで（必

着）に南部公民館 ゆ〒273-0114道野辺61

または、官製はがきを窓口へ持参

※結果は4月中旬に通知

問南部公民館☎446・3031

対象
場所

日程

場所

定員
費用

申し込み
その他対象

日程

定員
費用

申し込み
その他

いきいき倶楽部会員募集

南部シルバーセミナー「きらりコース」受講生募集

みんなと一緒に楽しく学び、
見聞と人の輪を広げませんか？

東初富公民館

日 時

4 /25(木)13：30〜15：30

5 / 9 (木)10：00〜13：00

5 /23(木)13：30〜15：30

6 / 6 (木) 9：00〜17：30

6 /20(木)13：30〜15：30

7 /11(木)13：30〜15：30

7 /25(木)13：30〜15：30

9 /12(木)13：30〜15：30

9 /26(木)13：30〜15：30

10/10(木) 9：00〜16：30

10/24(木)13：30〜15：30

11/ 7 (木)13：30〜15：30

内 容

開講式・オリエンテーション「自己紹介・話し合い 他」

調理実習「みんなで料理・ワイワイ食事」

軽スポーツ講座①「グラウンドゴルフ」

社会見学①「花菖蒲鑑賞＆防災体験」

健康講座「健康体操」

歌声広場「みんなで楽しく歌いましよう!!」

元気アップ講座①「かしこく食べてイキイキ元気 他」

元気アップ講座②「気持ちよく身体を動かそう」

軽スポーツ講座②「スポーツ吹矢」

社会見学②「歴博＆アウトレットモール見学」

教養講座「鎌ケ谷市の歴史と文化財」

閉講式「人形劇鑑賞・反省会」

日 時

5 /15（水）10：00〜12：00

6 /19（水）10：00〜12：00

7 /17（水）10：00〜12：00

9 /18（水）10：00〜12：00

10/16（水）8：30〜12：00

11/13（水）8：30〜16：30

12/18（水）10：00〜12：00

1 /15（水）10：00〜12：00

2 /19（水）10：00〜12：00

内 容

開講式

歴史・文化講座

公開講座

料理講座 

軽スポーツ講座

社会見学

手作り講座

公開講座

講座・閉校式

　市役所の会議室を自習室として開

放します。

対市内在住の小学生〜高校生

時3月27日（水）〜4月5日（金）の各９

時〜17時（（土）・（日）を除く）

所市役所6階

定1日40人

他自習室入り口の受付カードに記入し

てご利用ください

問契約管財課☎445・1092

春休みに市役所で勉強しませんか？

　安心して暮らすためには、建築物が

安全であることが大切です。建築基準法

では、生命・健康・財産を保護するため、

地震や火災などに対する安全性に関す

る基準を定めています。現在所有してい

る建築物について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。

建築物を新築や増改築などする際は
　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

す。工事完了後は、検査済証の交付を

受けるため、完了検査申請書を提出し

完了検査を受ける必要があります。

問建築住宅課☎445・1466

建築物の完了検査、受けていますか？

　4月1日から働き方改革関連法が順

次施行されます。

①時間外労働の上限規制を導入

②年次有給休暇の確実な取得が必要

③正規雇用労働者と非正規雇用労働

者の間の不合理な待遇差は禁止

問千葉労働局雇用環境・均等室☎043・

306・1860

「働き方」が変わります！

「都市鉱山からつくる！みんなのメダ
ルプロジェクト」終了
〜ご協力ありがとうございました〜
　29年4月から進めてきましたこの

プロジェクトは、3月31日で終了します。

　環境省は、事業終了後も小型家電リ

サイクルの更なる普及を図る案を策定

中です。

　市内７カ所に設置している「使用済

小型家電リサイクル回収ボックス」の

利用を引き続きお願いします。

問クリーン推進課☎445・1223

お知らせ・相談

公民館・スポーツ施設のＷＥＢ予約
を一時停止します
　公共施設予約システムを変更するた

め、3月28日（木）9時から4月22日

（月）9時までの間、ＷＥＢ予約を一時

停止します。停止期間中の予約は、電

話または窓口で受け付けます（スポー

ツ施設は窓口のみ）。

※停止期間の終了日時が早まる場合

　は、各施設窓口や市ホームページで

　お知らせします

問生涯学習推進課☎446・1111

梨剪定枝で作った

　梨の剪定枝（せんていし）で作った

堆肥を販売します。

　家庭菜園で利用するには、作物を植

える前に鶏ふん・牛ふんや化成肥料な

どで栄養分を足すことをお勧めします。

        4月25日（木）〜27日（土）（予定）

●午前＝9時30分〜11時30分　

●午後＝13時30分〜15時30分

※27日は午前のみ

       中沢地区(市役所では販売し

ません)

　　　　15リットルバケツ1杯（約10

kg）当たり

●市内在住・在勤の人＝10円　

●その他＝20円

土壌改良
剤

として
使えます

！ 堆肥を販売

販売日時

販売場所

販売価格

申し込み

注意

       住所・氏名・電話番号（日中連

絡が取れる番号）、希望する堆肥の量

（バケツ単位で指定）・日時（期間中の

日にちと午前・午後を第2希望まで指

定）を記入して、4月1日（月）まで（必

着）に、農業振興課ゆ〒273-0195／

ｆ445・1400／ｍnousei@city.

kamagaya.chiba.jp

※詳しい引き渡し日時・場所などは後

　日通知します

    ●申し込みが多数の場合、販売量

      を調整する場合あり

    ●持参した袋・バケツへ詰め込む

      作業は各自で行います

問農業振興課☎445・1233

南部
公民館

料理講座

スポーツ吹矢

社会見学
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　茶道の初歩を学びませんか？

時4月〜32年3月の第1・2・3（金）13

時〜16時

所道野辺中央コミュニティセンター

定5人（申込先着順）

月3,000円

師裏千家流の國方宗津さん

申住所・氏名・電話番号を記入して、

はがきで市茶道協会 細川ゆ〒273-

0105鎌ケ谷6-1-3／ｆ444・9214

問同協会 細川☎444・9214

市民茶道教室

内ワード、エクセル

時3月25日（月）・26日（火）の各13

時〜16時

所南初富コミュニティセンター

定10人（申込先着順）

費500円

持パソコン（持参できない人は要相談）

申シルバー人材センター窓口

問シルバー人材センター☎443・4145

パソコン入門教室

講座・講演

　　下表参照

　　市内在住の60歳以上で、全11回出席できる人

　　主に東部学習センター

　　34人（多数抽選）

　　保険料・交通費・見学費・材料費など

　　　まなびぃ100対象

　　　　往復はがき（１枚につき１人まで）に住所・

氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号と返信宛先を

記入して、4月5日（金）まで（必着）に東部学習セン

ターゆ〒273-0115東道野辺4-9-50または、官製

はがきに返信宛先を記入して同センター窓口へ持参

※結果は4月下旬に通知

問東部学習センター☎441・0211

場所
対象
日程

定員
費用

申し込み
その他

　　下表参照

　　全10回受講できる市内在住の人

※シルバーカレッジは60歳以上

　　主に北部公民館

　　各36人（新規受講者優先、多数抽選）

　　保険料・交通費・見学費・材料費など

　　　まなびぃ100対象

問北部公民館☎446・1076

対象

場所

日程

定員
費用

申し込み

その他

北部タウンセミナー・北部シルバーカレッジ　
受講生募集

東部シニア倶楽部会員募集

東部学習センター

日 時

5 / 8（水）10：00〜12：00

6 /12（水）10：00〜12：30

7 /10（水）10：00〜12：00

8 / 7（水）10：00〜12：00

9 /11（水）14：00〜15：30

10/ 9（水） 8：30〜17：00

10/23（水） 9：30〜12：30※

11/13（水）10：00〜12：00

12/11（水） 9：30〜12：00

1 / 8（水）15：00〜16：30

2 /12（水） 9：30〜12：00

内 容

開講式・オリエンテーション

料理づくり

軽スポーツ「ディスコン」

手話講座

認知症予防

バスによる社会見学

軽スポーツ「グラウンドゴルフ」

防災講座

自主講座

公開医療講座

閉講式・鑑賞会・茶話会

※：雨天時は10/29（火）

　　　●第１次＝6月9日（日）

　　　●第２次＝7月11日（木）〜19

　　　　日（金）のうち、指定する日

　　　 東京国税局・松戸税務署・人

事院各地方事務所窓口、人事院ホーム

ページなどで配布

申3月29日（金）9時〜4月10日（水）に

人事院ホームページ申し込みフォームで

問受験資格など詳しくは、松戸税務署

☎047・363・1171

31年度国税専門官

健康づくり推進協議会
食育推進部会委員
　食育を連携して進めていくため､情

報共有やイベントの開催を行う食育

推進部会の委員を募集します｡

対市内在住で、現在何らかの食育活動

を行っていて、会議・研修会・イベント

などに参加できる人（年数回）

　　　　6月15日〜33年6月14日（2

年間）

定若干名

申食育推進についての考え（400字以

内）と、住所・氏名・電話番号・現在行っ

ている食育活動を記入して､4月19日

（金）までに健康増進課窓口（総合福祉

保健センター1階）へ持参／ゆ〒273-

0195

問同課☎445・1546

募集

活動期間

受験案内

試験日

　　●一般（大卒程度）　●一般（院卒

者）　●歯科　●薬剤科

　　　1次試験は5月11日（土）

　　　　5月1日（水）まで

問受験資格など詳しくは、自衛隊柏募

集案内所☎04・7163・6884

陸・海・空自衛隊幹部候補生
種目

試験日
申込締切

　　一般男子・一般女子の部（Ａ〜Ｃ

のクラス別）

対市内在住・在勤・在学の人

時4月7日（日）9時から（8時30分か

ら受け付け）

所福太郎テニスコート

費1チーム2,000円（当日持参）

申3月22日（金）17時までに文化・ス

ポーツ課窓口（市役所5階）へ

問市ソフトテニス連盟 前田☎445・

2954

春季市民ソフトテニス大会
対市内在住の人（初めての人歓迎）

時4月24日（水）9時から受け付け（雨

天時は5月15日（水））

所福太郎スタジアム（予定）

定200人（申込先着順）

費300円（当日持参）

申4月14日（日）17時までにグラウン

ド・ゴルフ協会 牛込☎・ｆ445・1137

春季市民グラウンド・ゴルフ大会スポーツ

種目

　市内7地区の歴史と現在まで伝わった文化財を紹介するこのシリーズ

は、市域の中央部に位置する初富地区で最終回となります。昨年7月〜9月

に埋蔵文化財を展示した前期に続き、後期では、今からちょうど150年前

に誕生した初富の近・現代史を記した歴史文化財と、生活や信仰を伝える

民俗文化財、昔の初富地区の写真を展示します。開墾地初富の人々が残し

た貴重な文化財の数々をご覧ください。

    3月16日（土）〜5月26日（日）の各9時〜17時

    郷土資料館2階 展示室

    3月23日（土）、4月10日（水）・

21日（日）、5月7日（火）・17日（金）

の各13時30分〜14時30分

他まなびぃ100対象

地区の歴史と文化財⑦〈後期〉

初富の歴史と民俗を伝える文化財 ～初富開墾150周年記念～

郷土資料館 第21回 ミニ展示

問郷土資料館☎445・1030

ギャラリートーク
（学芸員による展示解説）

期間

日時

場所

日 時

5 / 9（木）10：00〜13：00

5 /23（木）10：00〜12：00

6 /13（木）10：00〜12：00

6 /20（木）8：30〜16：00

7 /11（木）10：00〜12：00

9 /12（木）10：00〜12：00

10/10（木）10：00〜12：00

10/24（木）10：00〜12：00

11/ 7（木）8：00〜16：00

12/ 5（木）10：00〜12：00

内 容

開講式・オリエンテーション・楽しく調理

軽スポーツ「バッゴー」

笑いで心の健康「落語」※

社会見学「千葉県警察本部 他」

知っておきたい病気の知識「認知症予防」※

歴史講座「かまがやの歴史」※

ゆる体操「気軽に元気体操」

心の講座「地元寺院住職をお迎えして」※

社会見学「豊洲市場 他」

音楽を楽しむ・学習のまとめ・閉講式

※印は公開講座。受講生以外の当日参加も可

北部タウンセミナー

北部シルバーカレッジ
日 時

5 /13（月）10：00〜12：00

6 / 3（月）10：00〜12：00

6 /13（木）8：30〜16：30

7 / 1（月）10：00〜12：00

7 /22（月）10：00〜12：00

9 / 9（月）10：30〜12：00

9 /30（月）10：00〜12：00

10/16（水）8：30〜16：30

11/18（月）13：30〜15：30

12/ 2（月）10：00〜12：00

内 容

開講式・オリエンテーション・レクリエーション

めざせ料理の達人「各班で一品、自慢料理を作る」

社会見学「航空科学博物館 他」

もしもの時に知っておきたい基礎知識

「遺産相続と遺言書の書き方など」※

だまされないための暮らし

「高齢者をねらう悪徳商法の手口」※

自分の健康は自分で守る「転倒防止のための運動」※

軽スポーツを楽しむ「グラウンドゴルフ」

社会見学「江戸東京博物館 他」

伝統芸能に親しむ「浪曲の鑑賞と体験」※

音楽鑑賞・学習のまとめ・閉講式

※印は公開講座。受講生以外の当日参加も可

　　　　往復はがき（1枚につき1人まで）

に住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話

番号と、希望講座名（タウンセミナーまた

はシルバーカレッジ）、返信宛先を記入し

て、4月5日（金）まで（必着）に北部公民館

ゆ〒273-0136佐津間631または、官製

はがきを同館窓口へ持参

※結果は4月中旬に通知

「初富」の地名が初めて記された古文書

グラウンドゴルフ
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図書館ボード図書館ボード　　　　　  　 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
　人形劇団「汽車ポッポ」の公

演とひまわりおはなし会の読

み聞かせ。

対小学校低学年以下　

時3月23日(土)14時から

所図書館本館　

定60人

問図書館本館☎443・4946

子ども劇場

●陶芸 風から福祉活動のた

　めに12,340円を

●千葉建労鎌ケ谷支部から

　福祉活動のために20,000

　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10,200円を

●ファイターズOB会から

　福祉活動のために50,000

　円を

●国際ソロプチミスト船橋

　から福祉活動のために

　50,000円を

●松戸青色申告会鎌ケ谷分

　室から福祉活動のために

　5,670円を

（市社会福祉協議会）

寄せられた善意

予防注射は毎年1回忘れずに 犬の登録と狂犬病予防注射

　生後91日以上を経過した犬は、登録と毎年１回（4月〜6月）の狂犬病予防注射が法律

で義務付けられています。

　狂犬病は、発症したら助からない人獣共通の恐ろしい感染症です。犬だけでなく、人の

命を守るためにも必ず接種しましょう。

　なお、登録済みの犬については、通知票を3月末に発送します。

　　①登録済みの犬の場合＝3,500円

　　　（予防注射料金2,950円＋注射済票交付手数料550円）

　　②新規登録の犬の場合＝6,500円

　　　（①＋登録手数料3,000円）

　　　市から郵送された通知票、事前に記入した問診票（いずれも登録済みの犬の場合）

　　●犬の健康状態が悪い場合や、過去にワクチンなどでアレルギーなどの異常があっ

　　　た場合は、事前に動物病院で獣医師の診察を受けてください

　　●車での来場はご遠慮ください（総合福祉保健センター会場を除く）

　　●市外から転入した場合は、事前に環境課窓口（市役所1階）で犬の登録変更を済ま

　　　せてからお越しください

　　●この時期に接種できなかった場合は、動物病院で接種し、環境課窓口で注射済票

　　　の交付手続きをしてください

　　●日時・会場について、昨年の開催と異なります

会 場
（ ）内は所在地

くぬぎ山コミュニティセンター

消防団第５分団詰所(初富204-3)

北中沢コミュニティセンター

東初富公民館

第２新田公園(東初富4-32)

井草橋第２公園(東鎌ケ谷3-7)

東部学習センター

アカシア児童遊園(南鎌ケ谷1-7)

本田第３公園(鎌ケ谷5-9)

道野辺中央三丁目児童遊園(道野辺中央3-5)

南部公民館

消防団第３分団詰所(中沢926-6)

横上公園(馬込沢12)

旧学校給食センター（軽井沢2010）

粟野地区公園駐車場※

北部公民館

総合福祉保健センター駐車場

     時 間

9：10〜 9：50

10：10〜10：40

11：00〜11：40

9：10〜 9：50

10：10〜10：50

11：10〜11：40

9：10〜 9：50

10：10〜10：50

11：10〜11：40

 9：00〜9：30

9：50〜10：20

10：30〜10：50

11：20〜11：40

9：30〜 9：50

10：10〜10：40

11：00〜11：40

9：00〜11：00

日にち
（☂は雨天振替日）

4/8(月)

（☂15(月)）

4/9(火)

（☂16(火)）

4/10(水)

（☂17(水)）

4/11(木)

（☂18(木)）

4/12(金)

（☂19(金))

4/13(土)・14（日）

（雨天決行）

※:粟野コミュニティセンター隣

費用

注意

会員募集

催しなど
▶無料太極拳教室
対初心者時3月19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

▶楊名時太極拳体験会
時3月20日（水）13時30分〜15時30分所くぬぎ山コ

ミュニティセンター定5人（申込先着順）費300円申太

極拳くぬぎ山同好会 吉田☎090・8174・0783

▶自由アート展
油彩・水彩の展示。時3月16日（土）〜31日（日）（初日は

11時から、最終日は15時まで）所東部学習センター

問鎌ケ谷絵画倶楽部 渡部☎412・2046

▶まいにち英語で話そう会
身近な話題で外国人講師と会話します。対高校生以上

時3月23日、4月6日・13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

▶山行のお誘い 仲間がほしい方
愛宕山〜難台山〜吾国山（茨城県）対登山経験があり、

5時間以上歩ける人時4月14日（日）定若干名（申込先

着順）費3,000円他4月3日（水）20時から中央公民館

▶押花ゆりの会
対初心者歓迎時第1（月）13時30分〜16時30分所東

部学習センター定6人入1,000円月1,500円申荒井

☎050・1438・6651

▶ハングル広場
韓国語を学ぶ。時第1・2・4（月）9時〜13時所中央公民

館定5・6人入1,000円月3,000円申飯島☎047・

752・9090

▶フラサークル プアメリア
フラダンス。対成人女性時毎週（月）9時30分〜11時

所中央公民館月4,100円申永瀬☎090・8300・0841

▶たけのこキッズ
親子で手遊び・工作など。対未就園児とその保護者

時毎週（木）10時〜12時所東初富公民館定10組

月250円他体験可（100円）申妹尾☎090・4524・

4034

▶鎌ケ谷市国際交流協会
語学講座や国際交流関係のイベントを開催するボラン

ティア団体。年①一般会員＝2,000円　②学生・生徒

会員＝1,000円　③家族会員＝5,000円　④法人・団

体会員＝10,000円（市内在住・在勤・在学以外の人

は①＝3,000円　②＝1,500円）申（月）・（水）・（土）9時

〜12時、13時〜16時に同協会☎442・1860／ｍ

main@kifa.gr.jp

▶すみれ着付け会
対女性時第1・3（木）9時30分〜12時30分所くぬぎ

山コミュニティセンター定2・3人入1,000円月2,000

円申山﨑☎445・3505

▶民謡を楽しむ会
対成人時第1・2・4（金）13時〜15時所初富小学校 コ

ミュニティルーム定若干名月1,000円申新井☎443・

4179

持ち物

みちる
幼稚園

寺

鎌ヶ谷中沢郵便局北中沢
コミュニティ
センター

パークサイド
鎌ケ谷

東中沢
自治会館

で説明会を行います申説明会終了後に東葛山の会 菅谷

☎090・6155・5990

▶チャリティー「うたごえ喫茶」
日本の叙情歌、世界の愛唱歌、ポピュラー音楽などを一

緒に歌います。時3月17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500円（飲み

物付き）問鎌ケ谷ニューボーイズ 梅田☎442・2762

▶陳式太極拳合同演武会
時3月23日（土）11時〜15時所福太郎アリーナ柔剣道

場問陳式太極拳愛好会 山本☎446・0605

▶東中沢春祭り子供みこしによる交通規制
当日、東中沢自治会館か

ら出発する子供みこし

のために、周辺道路（右

図参照）に交通規制が

かかり、自動車やオート

バイが通行できなくな

ります。時3月17日（日）

10 時 3 0 分〜13 時

問東中沢商店会 飛山

☎443・3745

問環境課☎445・1229
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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

健康だより
柔体操参加者 募集

31年度 乳幼児個別予防接種
　昨年度以前の表を持っている場合は、確認してください。

他市外での接種を希望する場合は市ホームページをご覧ください

問●診療日・予約など＝各実施医療機関

　●その他＝健康増進課☎445・1390

　関節の痛みで悩んでいる人などに、市内の柔道整復師が運動の指導や

支援を行います。

　　市内在住の65歳以上で、医師からの運動制限がない人

※30年度柔体操参加者は参加不可

　　　　下表参照

※5月から順次開催（週1回90分。全12回）

　　　　希望する会場へ電話

問高齢者支援課☎445・1384

場所

申し込み

日時

対象

場 所

鎌ケ谷道野辺整骨院（道野辺中央3-1-46）

道野辺整骨院（道野辺中央3-1-53）

鎌ケ谷接骨院（道野辺中央1-2-11）

塚越接骨院（中央2-23-18）

富田接骨院（初富本町2-19-22）

祥和鍼灸整骨院（新鎌ケ谷4-3-20）

鎌ケ谷純接骨院（東中沢2-24-40）

東中沢整骨院（東中沢2-22-44）

伊藤整骨院（東道野辺7-1-25）

大仏整骨院（鎌ケ谷1-5-55）

咲が丘整骨院（東初富6-9-54）

岡崎整骨院（西佐津間1-19-27）

曜日

水

木

日

火

木

水

金

月

木

火

火

月

時間

13：30〜15：00

13：15〜14：45

13：30〜15：00

13：20〜14：50

9：30〜11：00

13：00〜14：30

8：30〜10：00

13：00〜14：30

13：00〜14：30

13：15〜14：45

13：00〜14：30

13：00〜14：30

定員

10人

5人

8人

5人

10人

10人

5人

5人

6人

7人

6人

8人

電話番号

404・1171

443・2706

443・0066

404・5558

443・8600

404・1700

427・9053

442・2320

443・0334

445・0507

404・4527

498・5556

市内医療機関

いそのクリニック（南鎌ケ谷）

あいざわキッズクリニック（初富本町）

青い鳥こどもクリニック（南鎌ケ谷）

あおぞらファミリークリニック（鎌ケ谷）

大石内科胃腸科医院（東初富）

片桐内科医院（道野辺）

かまがや診療所（東中沢）

鎌ケ谷整形外科・内科（南初富）

庄司内科医院（富岡）

白戸胃腸科外科（初富）

新鎌ケ谷北口クリニック（新鎌ケ谷）

中川内科胃腸科クリニック（道野辺本町）

のむらファミリークリニック（新鎌ケ谷）

畑医院（道野辺中央）

三田医院（右京塚）

電話番号

498・5500

446・1170

441・5457

401・2351

498・5700

446・2000

446・3611

444・2236

445・9855

445・8001

401・3376

498・6661

401・3611

443・4051

444・7122

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

ー　　ー　　ー　　○　　ー　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　ー　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

ー　　ー　　ー　　○　　ー　　ー　　○　　○　　ー

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

ー　　ー　　ー　　ー　　ー　　ー　　ー　　○　　ー

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　ー　　ー　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

ヒブ
Ｂ型
肝炎

小児用
肺炎
球菌

四種
混合

不活化
ポリオ

BCG
麻しん・
風しん
混合(MR)

水痘
日本
脳炎

　バランスの良い食事の基本は、「主食（黄）・主菜（赤）・副菜（緑）」の

３食（3色）を揃えることです。これらを組み合わせて食べることで、

エネルギーや栄養素のそれぞれが役割を果たすことができます。

食を通した健康づくりをサポートする

「食生活改善推進員（ヘルスメイト）」

　食生活改善推進員は、あなたの身近で食生活の知識や調理のこ

つをアドバイスします。

　現在、食生活改善推進員になるための講座「栄養大学」の受講生を

募集しています。詳しくは広報かまがや３月１日号をご覧ください。

健康増進課

「３食、３色、バランスごはん」
を目指そう！

大人の風しん予防接種費用を助成します
　風しんワクチンまたはＭＲ（麻しん・風しん混合）ワクチンの費用を助

成します。

対妊娠を希望する女性とその夫（未婚を含む）または妊婦の夫（未婚を

含む）で、次のすべての条件を満たす人

●30年4月1日時点で満18歳以上

●風しんにかかったことがない

●風しんワクチンまたはＭＲワクチン予防接種をしたことがない（風し

　ん抗体価が低下していると思われる人を含む）

　　　　　　30年8月14日〜31年3月31日

　　　　31年4月30日(火)まで

　　　●風しんワクチン＝3,000円　●ＭＲワクチン＝5,000円

※助成は１人１回。申請による償還払い

他千葉県風しん抗体検査を受けた人は写しを提出

問☎445・1390

申請期限
対象接種期間

助成額

　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4月20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

申☎445・1393

Welcome Baby School（パパママ教室）

出産後のお母さんが安心できるように支援します！

　産後の体調不良や、支援者がいないなどにより育児をするのに不安がある

お母さんが、病院などに宿泊し、休息を取りながら、育児指導や相談を受けら

れる「宿泊型産後ケア事業」を行っています。

受けられるサービス
●お母さんのケア（母体の休息、健康状態のチェック、心身のケア）

●赤ちゃんのケア（健康状態・体重・栄養のチェック）

●育児相談・授乳指導・沐浴指導など

　　次の全ての条件に該当する産婦と乳児

●鎌ケ谷市民で、産後4カ月未満である

●家族から産後の援助を受けられない

●育児の不安が強く、支援が必要である

※感染症にかかっている場合や、医療的ケアが必要な

　場合は利用できません

　　市内・近隣市の医療機関

　　1泊2日で6,000円（1日追加につき3,000円。多胎児の場合、1人追加につ

き1日400円加算）

※非課税世帯の場合は半額、生活保護世帯は無料

　　　　健康増進課☎445・1393

対象

場所
費用

申し込み

宿 泊 型 産後ケア事業を行っています

31年度歯周病検診のお知らせ

歯と歯ぐきの
健康チェックを
受けましょう
　歯周病は痛みを伴わず徐々に進行する病気です。

検診を受けて、早い段階で予防することが大切です。

　　問診・歯科健診・保健指導

　　●20歳（平成11年4月2日〜12年4月1日生まれ）

　　●30歳（平成元年4月2日〜2年4月1日生まれ）

　　●40歳（昭和54年4月2日〜55年4月1日生まれ）

　　●50歳（昭和44年4月2日〜45年4月1日生まれ）

　　●60歳（昭和34年4月2日〜35年4月1日生まれ）

　　●70歳（昭和24年4月2日〜25年4月1日生まれ）

　　平成32年1月31日（金）まで

　　指定歯科医療機関（詳しくは、3月下旬に対象者へ

送付する受診券を参照）

　　500円

　　受診する歯科医療機関に要予約

問健康増進課☎445・1394

内容
対象

期間
場所

注意
費用

やわら
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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31年（2019年）3月15日号

住民基本台帳人口      109,961人（前月比-11）

男　54,360人　女　55,601人

世帯数　 49,289世帯（前月比+20）

〔31.2.1現在〕

問文化・スポーツ課☎445・1528

　貴重な地域資源である、国史跡下総小金中

野牧跡（捕込）を多くの人に知ってもらい、ま

ちの活性化につなげていくため、馬をキー

ワードとした各種イベントを開催します。

　楽しいイベント盛りだくさん。みんなで遊びに来てください。

    4月6日（土）11時〜15時（雨天中止）

    貝柄山公園・国史跡下総小金中野牧跡（捕込）

    雨天中止などの場合は公園入り口に掲示します

その他イベント盛りだくさん！

　江戸幕府が、軍用として養成する馬を捕獲・分別

するために作った施設です。江戸時代の軍馬生産

を知る上で重要であるため、平成19年に国史跡と

して指定されました。

　国史跡周知普及実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1528または、住

所・氏名・年齢・電話番号・参加人数を記入してｍbunka@city.kamagaya.chiba.jp

※とっこめバスツアーのみ3月25日（月）17時まで。1グループ4人まで ※Eメールで

の申し込みは、（土）・（日）を除く3日以内に返信がない場合はお問い合わせください

春の牧ウマまつり ～国史跡でまちおこし～
第11回

国史跡下総小金
中野牧跡（捕込）
とは

①11時から　②13時30分から

    小学生以下

    各30人（当日先着順）

    協力金1回100円

乗馬コーナー

①11時30分から

②12時30分から

③13時15分から

④14時15分から

とっこめ丸わかりガイド

11時〜14時30分受け付け

クイズラリーコーナー 参加賞
あり

●スタンプラリー（11時〜14

　時15分受け付け。参加賞あり）

●馬にまつわる遊びコーナー

●「野馬のいた風景」ミニ展示

●とっこめ君の店（ばふんまん

　じゅう など）

●軽食コーナー

申し込み

日時
場所
注意

対象
定員
費用

とっこめバスツアー
～明治天皇の御料牧場行幸ルートをめぐる旅～

4/20
（土）

    市内在住の人

    4月20日（土）7時50分総合福祉

保健センター出発〜16時帰着予定

    80人（多数抽選）

     三里塚御料牧場記念館（成田

市）、成田山表参道（ガイドあり）

    2,200円（事前支払い。別途昼食代）

日時
対象 場所

定員
費用

11時〜14時30分受け付け

      作品は後日「うまの絵発

表会」で展示予定（希望者のみ）

うまの絵
かいてみようコーナー

参加賞
あり

その他

4/6
（土）

申

申：要申し込み

とっこめ

11時〜15時

お茶席（野点）

1杯100円

お菓子
付き

とっこめ寄席
～鹿芝居と落語～

　大名跡である落語家「金原亭馬生」

ゆかりの地で、馬生一門と林家正雀

などのゲストによる公演です。

5/11
（土）

     5月11日（土）13時30分から

     （13時開場）

    きらりホール

    500人（申込先着順）

      ●全席指定　●親子席（先着8

席。要申込）に限り未就学児入場可

    ●前売券＝2,000円

    ●当日券＝2,500円

※中学生以下はいずれも1,000円

※市民会館では前売り券の販売は行

　いません。前売券が完売した場合

　は、当日券の販売は行いません

日時

定員

費用

場所

その他

申

大喜利鹿芝居「嘘か誠 恋の辻占」、落語 他
※鹿芝居とは「噺家（はなしか）が演じる芝居」をしゃれて呼んだものです

とっこめ塾
 ～見て聴いて知る国史跡～

5/18
（土）

    5月18日（土）13時〜16時

    中央公民館 学習室1、国史跡下

総小金中野牧跡（捕込）

    50人（申込先着順）

    JRA競馬学校職員、市学芸員

      参加者から抽選で中山競馬場

観戦席（9月）にご招待

日時 講師

定員

場所 その他

申

鎌ケ谷産カブトムシを幼虫から育ててみませんか？

　カブトムシは産卵場として梨の剪定枝（せんていし）の

チップを好み、市内にも多くのカブトムシが生息しているこ

とから、市では「カブトムシゆかりの地」としてカブトムシの

育成に努めています。家族で鎌ケ谷生まれのカブトムシを

育ててみませんか？

    次の要件を全て満たす人（市内在住の人優先）

●小学生以下の子どもがいる

●4月以降に、商工振興課窓口（市役所2階）で幼虫の受け

　取りができる（詳しくは連絡します）

●秋以降に生まれた幼虫を提供できる

    10人（申込先着順）

    飼育費は実費負担（虫かごとエサ1袋を提供します）

       4月12日（金）までに商工振興課窓口／☎445・

1240

カブトムシプロジェク
ト

ブリーダー募集

とっこめ桜まつり
～今年も捕込に馬がやってきます！～

対象

定員
費用
申し込み
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