
　「はぐくむこころ あふれるえがお」は、子育て応援のキャッチフレーズです。

　家庭、行政、学校、地域、事業者などが社会全体で子どもたちを育んでいき、子どもたちの笑顔

が市内のあちこちであふれることをイメージしています。

　市では、このキャッチフレーズを掲げながら、「子育て世代にやさしい街づくり」を展開するた

め、さまざまな子育て支援サービスの充実を図っています。

　現在、国が示している幼児教育・保育の無償化の内容は、

次のとおりです。

●認可外保育施設およびベビーシッターについては、認可外保育施設の届け出をし、指導監督の基準を満たすものに限ります（ただし、令和5年度までは、

　指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象）

●住民税非課税世帯については、0歳〜2歳児の子どもについても上記と同様の考え方により無償化の対象となります（月額4.2万円まで）

●地域型保育、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も無償化の対象となります

無償
（幼稚園は

月額2.57万円まで）

スクルドエンジェル保育園鎌ケ谷大仏園（31年4月開園）「駅チカあっとほーむ」 新たな
新たな K’s garden 鎌ケ谷保育園（30年10月開園）「民間保育所」 

保育施設がオープンしました!

（国基準 31年4月1日時点）

５年連続　！

幼児教育・保育の無償化が10月から実施予定幼児教育・保育の無償化が10月から実施予定

問市選挙管理委員会事務局☎445・1539

次のページで子育て情報をご紹介！▶▶▶次のページで子育て情報をご紹介！▶▶▶

（幼稚園は月額2.57万円まで）

無償幼稚園、保育所、認定こども園、

障がい児通園施設

月額1.13万円まで無償
上記に加え、

幼稚園の預かり保育
幼稚園、

認定こども園

障がい児通園

施設

幼稚園、認定こども園、

障がい児通園施設

共働き家庭　

ひとり親で働いて

いる家庭

3歳～5歳
3歳～5歳

定数 24人　当日有権者数90,882人

投票者数 37,211人　投票率40.94％
鎌ケ谷市議会議員選挙の結果

子育て応援号
問こども支援課
☎445・1320
問こども支援課
☎445・1320

注　意

保育の必要性の認定事由に
該当する子ども

左記以外

月額3.7万円まで無償
認可外保育施設、ベビーシッターなど（一

般的にいう認可外保育施設、自治体の認証

保育施設など）

無償
（幼稚園は月額2.57万円まで）

幼稚園、保育所、

認定こども園

障がい児通園

施設+

+

　4月21日に執行された鎌ケ谷市議会議員

選挙の結果をお知らせします。

ゼロ
待機児童

０

など

専業主婦（夫）家庭

など

問幼児保育課☎445・1363

氏名 党派など 得票数

2 , 3 9 7

2 , 1 4 5

2 , 0 1 7

1 , 9 0 6

1 , 7 2 7

1 , 6 8 8

1 , 6 8 1

1 , 6 2 1

1 , 6 1 5

1 , 5 5 8

1 , 4 9 2

1 , 4 8 3

1 , 4 7 8

1 , 4 6 4

1 , 4 3 4

1 , 1 7 2

1 , 0 8 9

1 , 0 8 0

1 , 0 8 0

1 , 0 3 1

9 7 8

9 5 3

7 5 8

7 2 9

7 1 7

6 9 6

5 6 6

1 2 5

1 1 9

無所属

日本共産党

無所属

無所属

無所属

NHKから国民を守る党

無所属

無所属

無所属

公明党

公明党

公明党

無所属

無所属

無所属

国民民主党

無所属

立憲民主党

無所属

自由民主党

無所属

無所属

無所属

公明党

日本共産党

立憲民主党

公明党

無所属

無所属

当　森谷　ひろし

当　佐竹　ともゆき

当　宗川　よういち

当　葛山　しげたか

　　伊藤　ひとし

　　杉山　和春

　　たきざわ　勉

　　たかせ　しげる

　　近藤　まさとし

当　やざき　悟

当　こやす　和彦

当　いふく　幸一

当　ごせき　俊一

当　勝又　まさる

当　土屋　やすひこ

当　針貝　かずゆき

当　三橋　一郎

当　河内　いちろう

当　佐藤　つよし

当　大野　幸一

当　とくの　涼

当　松沢　たけひと

当　芝田　ひろみ

当　富田　のぶえ

当　松原　よし子

当　津久井　きよし

当　鈴木　てつや

当　泉川　ようじ

当　中村　じゅんいち

氏名 党派など 得票数 氏名 党派など 得票数

※候補者氏名は得票数順です

子育て応援号…1〜2　　コミュニティ・ベンチャービジネス事業補助金…3　　木造住宅の無料耐震相談会…4　　新鎌ケ谷高架駅舎市民見学会参加者募集…8主な内容
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　通常の公園での規制事項を最小限にして、子どもたちが「自分の責任で自

由に遊ぶ」ことを目的とした遊びの広場です。

内容 綱渡り、ブランコ、竹馬、バンブーダンス、ものづくり（紙のかぶと、バ

ルーンで刀づくり）など

対象 子ども（小学校3年生以下は保護者同伴）

日時 5月5日・26日、6月9日・30日、7月14日、

　　9月29日、11月3日の各（日）11時〜15時

場所 市制記念公園（北東部広場）

問雨天時の実行可否については、当日9時以降

に市制記念公園管理事務所☎445・0285

　妊娠・出産時の手続きや保育サービス、手当・助成

などの基本情報はもちろん、児童センターのイベン

ト情報など、さまざまな最新情報を配信しています。

子育て情報をチェックしよう♪

子育て子育ち応援サイト
「かまっこ応援団」

　子育て相談に応じるコーディネーターが、市内の子育て情報や

子どもと一緒に楽しめるイベント情報などを、子育て中のお母さん

目線で紹介しています。

子育て支援コーディネーターの部屋（「かまっこ応援団」内）

　市内の子育て関連サービスを紹介した冊子で

す。こども支援課窓口（総合福祉保健センター2

階）や市内児童センターで配布しています。

かまがや子育てガイドブック・
ガイドマップ

　保護者のいずれもが、仕事や病気などの事情で子どもを家庭で見られな

い場合に、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。０歳から就学前ま

での子どもを対象として預かります。

●市立道野辺保育園　●市立南初富保育園　●市立粟野保育園　

●市立鎌ケ谷保育園　●ふじのこ保育園　　●りすのこ園　

●おおぞら保育園　　●まるやま保育園　  ●鎌ケ谷ピコレール保育園

●グローバルキッズ鎌ケ谷園　●たかし保育園新鎌ケ谷　

●たかし保育園鎌ケ谷大仏　 ●K's garden 鎌ケ谷保育園

市内の保育・幼児教育施設

　次の予防接種は、公費負担のため無料で受けることができます。乳幼児の

予防接種関係書類は、生後2カ月になる前の月末に個別通知しています。転

入者には、転入時に健康増進課窓口（総合福祉保健センター2階）で配布して

います。なお、全ての定期予防接種は指定医療機関での個別接種です。

　予防接種の種類ごとに、接種に適した時期、定められた接種

間隔があります。対象年齢になったら早めに接種しましょう。

　詳しくは市ホームページをご覧ください。

※1：国が定める標準的な接種開始スケジュールは3歳からですが、近年、県内で乳幼児
　　 が日本脳炎を発症した例が1件報告されたため、県医師会などでは標準的な接種開  
　　 始前に接種することを推奨しています。日本脳炎の発生・流行地域に渡航・滞在・ 
　　居住する場合などで、生後6カ月から3歳未満での接種を希望する人は、接種量が  
　　 異なるため、かかりつけ医に相談の上、健康増進課へご連絡ください
※2：9歳の誕生月の前月末（転入者は転入した翌月の月初め）に個別通知
※3：年度初め（転入者は転入した翌月初め）に個別通知
※4：現在、接種を積極的にはお勧めしていません。接種を希望する人は健康増進課へお問
     い合わせください

計画的に接種しましょう
子どもの定期予防接種

　保護者のいずれもが、仕事や病気などの事情で子どもを家庭で見られな

い場合に、保護者に代わって保育します。駅に近く、19人以下の少人数単位

で０〜２歳児の子どもを対象として預かります。

●あっとほーむママ・ほしのこ　●あっとほーむママ・にじのこ　

●みちるkids園　●初富スマイルキッズ　●ふたば園　●くるみ園 　

●えんぜるナーサリー初富　　 ●あい・あい保育園新鎌ケ谷園　

●スクルドエンジェル保育園新鎌ケ谷園

●スクルドエンジェル保育園鎌ケ谷大仏園

駅チカあっとほーむ（小規模保育事業）

保育園

　3〜5歳児を預かり、教育や生きる力の基礎を培うことを目的に幼児教育

に取り組んでいます。体操や英会話などの専任講師による教育活動や、朝・

夕方などに子どもを預かる「預かり保育」などを行っています。

●鎌ケ谷ふじ幼稚園　●かまがや幼稚園　 　 ●鎌ケ谷みどり幼稚園　

●みちる幼稚園　   ●鎌ケ谷ひかり幼稚園　●鎌ケ谷ふじ第二幼稚園

●わたなべ幼稚園　  ●さつま幼稚園　      ●鎌ケ谷さくら幼稚園

私立幼稚園

妊娠・出産時
の手続き

手当・助成
について

健診・医療に
ついて

定期予防接種 回数 対　象

乳
幼
児

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型） 4
生後2カ月〜5歳未満

小児用肺炎球菌 4

B型肝炎 3 生後2カ月〜1歳未満

四種混合（ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ混合）

4 生後3カ月〜7歳6カ月未満

ＢＣＧ 1 生後5カ月から1歳未満

麻しん・風しん混合（MR） 2

1期：1歳〜2歳未満

2期：小学校に入学する前の5・6歳
(令和2年3月31日までに接種)

水痘（水ぼうそう） 2 水痘にかかったことがない1歳〜3歳未満

日本脳炎 1期 3 生後6カ月〜7歳6カ月未満（※1）

児
童

日本脳炎 2期 1 9歳〜13歳未満（※2）

二種混合（ジフテリア・破傷風） 1
小学校6年生に相当する子ども（※3）
(令和2年3月31日までに接種)

子宮頸がん 3
小学校6年生〜高校1年生に相当する
年齢の女子（※4）

問健康増進課☎445・1390

困ったときの保育サービス

　子育て援助をするボランティア（提供会員）が、子どもの保育園・幼

稚園への送り迎えや、預かりなどを行います。詳しくはファミリー・サ

ポート・センター（☎445・1354）へお問い合わせください。

ファミリー・サポート・センター（事前登録制）

　子どもが病気の回復期にあるときに、鎌ケ谷総合病院で預かります。

病後児保育（事前登録制）

　子どもの症状に、当面の急変が認められないときに、

白井聖仁会病院（白井市）で預かります。

病児保育（事前登録制）

　通常の保育時間外（夏休みなどを含む）に保育を行います。

幼稚園の預かり保育（一部の幼稚園）

　保護者が急病になったときや育児のリフレッシュ

などの際に利用できます。

保育園の一時預かり（一部の保育園）

問幼児保育課☎445・1363
問幼児保育課☎445・1363

?

あそびのプレーパーク

問こども支援課☎445・1320

問こども支援課☎445・1320

かまっこ応援団

市ホームページ
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　これまで市役所や金融機関でしか納付できなかっ

た後期高齢者医療保険料、介護保険料が、コンビニで

も納付できるようになります。

　コンビニは、休日や夜間でも納付することができ、

手数料もかかりません。

　これまでどおり、市役所や

金融機関での納付や口座振替

も可能です。

納付できるコンビニなど
　全国のローソン、セブン-イレブン、ファミリーマー

ト、ミニストップなどのコンビニやＭＭＫ設置店※

（詳しくは、納付書の裏面をご覧ください）

※：ＭＭＫ端末（公共料金収納端末）が設置され、店頭において「公共

　 料金収納取扱窓口」の表示がある店舗

納付書の様式が変わります
　期別ごとに１枚ずつの納付書に変わります。納付書

に記載されている期別と納期限を確認し、納める納期

分だけ、コンビニのレジへ出してください。

コンビニで納付できない納付書
　次の納付書は、金融機関や市役所で納付してください。

●バーコードがない

●納期限が過ぎている

●1枚当たり30万円を超えている

●バーコードが破損・汚損している

●4月末までに発行された

問●後期高齢者医療保険料について＝保険年金課

　　☎445・1207

　●介護保険料について

　　＝高齢者支援課☎445・1380

　空き店舗を解消し、雇用の拡大とにぎわいの創

出を図るため、店舗改装費などを補助します。

対象空き店舗を活用した出店を予定している個人

または法人

※市内在住の個人または市内に登記を有する法人

　に限り、フランチャイズ方式による出店可

補助率 店舗改装費と備品購入費の合計の2分の1

（上限100万円）

注意交付決定を受けてから工事に着手してください

その他 本補助における「空き店舗」とは、市内に所

在する、移転・閉店などにより3カ月以上の間、事

業に使われていない、1階または2階部分に位置す

る店舗です

申し込み 5月15日（水）〜12月20日（金）に市ホー

ムページおよび商工振興課窓口（市役所2階）で配

布する必要書類に記入して、同課窓口へ

30年度は本補助により5店舗が開店
●小売業（2店舗） ●医療福祉業

●生活関連業 ●飲食サービス業

問商工振興課☎445・1240

空き店舗を活用した出店を支援
店舗改装費等を　　　　　　　まで補助最大100万円

後期高齢者医療保険料、介護保険料の
納付ができるようになります

コンビニで
5月7日（火）から開始

条件

補助率

市内で新たに開業する個人

●市内に１年以上居住している

●25歳以上である

●市税を滞納していない

2分の１（上限50万円）

新サービス・新製品・新技術の開発を市内で開始する事業者

●市内で1年以上継続して同一の事業を営んでいる

●個人事業者の場合は25歳以上である

●市税を滞納していない

4分の3（上限100万円）

※国、地方公共団体（市が出資している団体を含む）から当該事業に対して別に補助・助成などを受けている場合は対象外。

　ただし、右の「空き店舗補助金」との併用は可

　今年度に実施する、「コミュニティビジネス事業」と「ベンチャービジネス事業」の経費の一部を補助します。

コミュニティビジネス事業とは？
　子育て・福祉・環境などの地域課題を、従来にない新たな仕組

み・手法によりビジネスとして解決する事業のことです。

ベンチャービジネス事業とは？
　市の商工業の発展に寄与する、地域資源を活用した新商品や

独創的な新製品・新技術などを開発・提供する事業のことです。

申し込み 6月7日（金）までに市ホーム

ページなどで配布する必要書類に記

入して、商工振興課窓口（市役所2階）へ

※審査の上、交付の可否を決定します

　30年度補助金交付決定者が、補助金申請を予定している人

向けに、事業内容や申請に当たっての注意点などを発表します。

日時5月29日（水）18時30分〜21時

場所市役所3階 303会議室　定員30人

申し込み 商工振興課☎445・1240

実績報告会を開催します

問商工振興課☎445・1240
市内で新たな事業を展開する事業所に最大100万円を補助

コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金

生活に困ったらお気軽に ご 相 談 を 5月12日は民生委員・児童委員の日

　民生委員・児童委員は、法律により住民の中から選ばれ、厚生労働大臣から委嘱されます。安心で

暮らしやすい地域社会をつくるために、相談に応じたり、福祉サービスを利用するために手伝ったり

するなど、さまざまな活動をしています。

　民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容や秘密が漏れることはありません。高齢者の一

人暮らしが不安、子育てに悩んでいる、災害時の避難が不安など、生活で

困っていることがあれば、担当の民生委員・児童委員にご相談ください。

※担当委員についてはお問い合わせください

※命に関わる場合は、警察に連絡してください

問社会福祉課☎445・1286

春の全国交通安全運動出動式・交通安全キャンペーン

　5月11日（土）14時30分から総合福祉保健センター6階で、小学生によるちびっこ警察官の交

通安全宣言や、チーバくん、シーポック、かまたんが登場する出動式を行います。

　また、16時ごろから新鎌ケ谷駅周辺で、交通安全啓発キャンペーンを行います（雨天時は屋内

実施）。

交通安全は市民一人一人の心掛けから

　交通ルールやマナーを無視した自転車事故が後を絶ちません。車道の左側通行、携帯電話・ス

マートフォン・ヘッドホン・傘を使用しながらの危険な運転は絶対にしないようにしましょう。

　また、認知機能の低下などにより、高齢者が加害者となる自動車事故が問題になっています。

不安な場合は、免許の自主返納を考えましょう。

問道路河川管理課☎445・1457

5月11日（土）～20日（月）
そのスマホ 見ているだけで 命とり 全国交通安全運動実施春の

　近年、プラスチックごみによる海洋汚染が世界的

に問題視されています。鎌ケ谷市は海に面していま

せんが、無関係ではありません。

海と鎌ケ谷の関係①
　道端などに捨てられたプラスチック製品が、紫外

線の影響や物理的な破砕によって細かくなり、側溝

から川へ、川から海へ流れ込んでしまいます。

海と鎌ケ谷の関係②
　スクラブ洗顔料や歯磨き粉の一部に含まれるプラ

スチック粒子「マイクロビーズ」が、下水処理施設の

フィルターを通過し海に流れ込んでしまいます。

さあ、できることからはじめよう

●マイバッグを持参する（レジ袋

　削減）

●マイボトルを使用する（ペットボ

　トル削減）

●過剰な包装は断る

●使い捨てフォークやスプーンな

　どの使用を控える

●ごみのポイ捨てはしない

できることからはじめよう

海洋プラごみ
ゼロ作戦
海洋プラごみ
ゼロ作戦

問クリーン推進課☎445・1223
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日時／場所

5月28日（火）14：00〜15：30／総合福祉保健センター5階

次のいずれかに参加（各9：00〜12：00）

5月31日(金)／粟野児童センター

6月5日(水)／くぬぎ山児童センター

6月7日(金)／第二中学校コミュニティルーム

7月10日(水)13：30〜15：30／総合福祉保健センター5階

6月12日（水）13：30〜15：30／中央公民館

内 容

講義

子育てサロンに参加・

見学

サポーター交流会

外部講師による講演会

日 時

5/21（火）9:30〜12:00

5/28（火）9:30〜11:30

場 所

市役所3階

粟野コミュニティセンター

日にち

5/18(土)

7/27(土)

9/28(土)

11/30(土)

1/18(土)

場 所

まなびぃプラザ

東初富公民館

北部公民館

くぬぎ山

コミュニティセンター

東部学習センター

申込締切

5/8（水）

開催月の広報

かまがや1日

号でお知らせ

します（予定）

木造住宅耐震改修促進事業補助金

補助項目

耐震診断費（上限5万円）

耐震改修設計費（上限5万円）

耐震改修工事監理費（上限10万円）

耐震改修工事費（上限40万円）

補助率

3分の2

5分の4

5分の4

5分の4

旧補助率

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

木造住宅の無料耐震相談会

男女共同参画情報誌編集委員を募集
一緒に情報誌を作りませんか？

あなたの自宅の
耐震基準は大丈夫？

　今後30年以内にマグニチュード7クラスの地震が南関東で発生する確率

は70%といわれています。マグニチュ－ド7.3だった熊本地震では、熊本県

益城町での調査の結果、昭和56年以前の古い構造基準で建築された建物

　県建築士会鎌ケ谷支部の建築士が相談員

となり、木造住宅の耐震相談を右表のとおり

行います。耐震診断に併せ、無料で耐震に関

するアドバイスも受けられます。

　　　　　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）

　　　住宅の平面図（手書き可）

　　各20件

　　　　申込締切日までに建築住宅課窓口

（市役所4階）／☎445・1466／ｍsidou@city.

kamagaya.chiba.jp

木造住宅無料耐震相談会

　建築年・工法などが分からない場合は、お

問い合わせください。市職員が確認の上、ご

連絡します。また、平面図の作成が難しい場

合は、市職員が自宅を訪問し、必要な図面を

作成します。

※いずれも、時間は10時〜15時（1件当たり40分程度）

　男女共同参画情報誌「ほほえみ」を市民の皆さんによる編集委員と市が

協働で年1回発行しています。編集委員は企画・取材・原稿作成などを行い、

編集委員会議は月1・2回、年間10回程度です。文章を書くのが好き、取材

や編集に興味がある皆さん、ぜひご応募ください。

　　市内在住・在勤の人

　　5人（申込先着順）

　　未就学児、先着5人

　　5月17日（金）までに男女共同参画推進センター☎401・0891または、

住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入して、同センターｆ401・0892／

ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.jp

問男女共同参画室☎445・1277

子育てボランティア 大募集
子育てサポーター
　児童センターなどで開催する「子育てサロン」でのサ

ポートを中心に活動するボランティアです。

　次の養成講座に全日程参加後、登録が必要です。

養成講座（全4回）

研修（全2回）

　　15人程度(申込先着順)

　　　　5月24日(金）までに子育て支援センター☎441・8905

ファミリー・サポート・センター提供会員
　保護者に代わって、通園・通学の引率や、その前後に自宅で

子どもを預かります。活動時間に応じて報酬が支給されます。

　次の研修に参加後、登録が必要です。

　　あり（5月15日（水）までに要申込）

　　　　ファミリー・サポート・センター☎445・1354

プレイボール！ 鎌スタで素敵な出会いを

プロ野球を見ながら
婚活パーティー

　試合を観戦しながら、理想の相手と出会えるチャンスです！

　　6月1日（土）12時〜16時30分

　　20歳以上の独身の人

　　ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

　　男女合計80人程度（多数抽選）

　　●市内在住・在勤の人＝男性8,800円、女性4,800円

　　●市外在住・在勤の人＝男性12,800円、女性6,800円

　　　　5月26日（日）までにｕhttps://www.mi-kklife.com/

kamakon4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）北海道日本ハムファイター

　　　　ズ、（株）マリッジイノベーション（婚活生活）

　　　　と鎌ケ谷市の共同企画によるイベントです

問企画政策室☎445・1073

木造住宅耐震改修に対する補助金を拡充
　木造住宅の耐震診断および耐震改修工事に

ついて、全ての補助項目で補助率が高くなりま

した。

の大破、倒壊、崩壊が45.7%でした（国土交通省平成28年9月8日時点の

暫定デ－タ）。

　自宅が現在の耐震基準を満たしているか、確認しましょう。

対象建造物

定員
持ち物

申し込み

対象

保育
応募

定員

対象

場所
日時

対象
場所
定員
費用

申し込み

その他

日時

定員
申し込み

申し込み
保育

応募フォーム

毎月第2・4（土）は
「ふれあいお風呂の日」

小学生は

入浴料が無
料

　市では、公衆浴場の入浴料を無料にする「ふれあいお風呂の日」事

業を行っています。入浴する前に、名簿に住所・氏名・学校名を記入す

るだけで無料で利用できます。

　公衆浴場での利用のルールを守って、ふれあいの場として利用して

ください。

　　市内在住の小学生

　　毎月第2・4（土）15時から

　　●鎌ケ谷浴場（富岡）　●ニコニコ湯（東道野辺）

利用のルール
●走ったり大きな声を出したりしない　●脱いだ服はきれいにたたむ

●湯船に入る前に体を洗う　　　　　　●湯船で泳がない

●使用したもの（洗面器・腰掛け）は元の位置に戻す

●濡れたままの体で脱衣場に出ない

●他の利用者の迷惑になることはしない

問環境課☎445・1229

問建築住宅課☎445・1466

情報誌

「ほほえみ」▶
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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

申込番号・講座名 日 時
費 用

（返金不可）

簡単アルバムブック作り
5/16(木)・17(金)の
各13：30〜16：30（全2回）

小学校で義務化されるプ
ログラミングを大人が体
験します（子ども入場不可）

5/2１(火)〜23（木）の
各10：00〜12：00（全3回）

1,000円

1,500円

ワード　3

4プログラミング
入門
（Scratch3.0）

内 容

さくらんぼぐみ　

対0〜2歳程度

時5月8日・22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5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5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5月11日（土）●11時から　●15時から

小学生のためのおはなし会

        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

まなびぃプラザ パソコン講座

日程など

場所 定員
講師

注意

持ち物
その他

　　　　下表参照

　　簡単な文字入力とマウス操作ができる、市内在住・在勤・在学の人

　　まなびぃプラザ3階 研修室2　　　26人（申込先着順）

　　まなびぃパソコン普及会　　　　USBメモリー

　　　●Windows10、Office2016を使用します

　　　●まなびぃ100対象

　　　●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

　　車での来館はご遠慮ください

対象

　日本赤十字社は災害救護・献血・医

療事業など、国内外においてさまざま

な人道的活動を行っています。これら

の活動は、賛同する個人・団体からの

活動資金の協力によって支えられてい

ます。現在、各自治会や市赤十字奉仕

団の協力で、活動資金のお願いに回っ

ていますので、ぜひご協力ください。

活動資金の一部は交付金となり、市に

おける赤十字活動（災害時の支援、青

少年赤十字、講習会の開催など）に活

用されます。なお、活動資金の受け付

けは社会福祉課窓口（総合福祉保健セ

ンター4階）でも行っています。

問同課☎445・1286

5月〜6月は赤十字運動月間
活動資金へのご協力をお願いします

　工業の実態を明らかにするため、製

造業を営む事業所を対象とした工業

統計調査を実施します。5月中旬から

調査員が伺います。

問行政室☎445・1056

2019年工業統計調査にご協力を
〜製造事業所が調査対象です〜

　4月26日（金）に自動車税事務所か

ら納税通知書が送付されます。納期

限までに納めましょう。なお、スマート

フォンなどを利用した「モバイルレジ

（ネットバンキング）」での納付ができ

るようになりました。詳しくは納税通

知書に同封のしおりをご覧ください。

問●自動車税事務所☎043・243・

　　2721

　●松戸県税事務所☎047・361・

　　 2193

自動車税の納期限は5月31日（金）
〜期限までに納めましょう〜

　年金を受けている人の所在が1カ月

以上不明な場合は、その世帯員が速や

かに市川年金事務所に届け出る必要

があります。

　届け出後、受給権者本人に確認し、

所在が不明な場合は、年金の支払いが

一時止まります。

　年金の支払いが止まっている人の所

在が明らかになったときは、年金の受

け取りを再開するための手続きが必

要です。

問●同事務所☎047・704・1177

　●ねんきんダイヤル☎0570・05・

　　1165

年金を受けている人が所在不明に
なったときは届け出が必要です

　印旛沼とその流域での環境保全な

どの活動を行う団体などに助成を行

います。

　　　　対象経費の3分の2（上限20

万円）

　　　　①第1次＝5月31日（金）

　　　　②第2次＝7月31日（水）

他詳しくはお問い合わせください

問同財団☎043・485・0397

（公財）印旛沼環境基金助成事業
助成金交付団体募集

　皆さんに大好評の「鎌ケ谷朝市」の

開始時間が変わります。収穫したての

新鮮な野菜を取りそろえて、お待ちし

ています。

時毎週（土）7時から（売り切れ次第終了）

所市役所駐車場

問鎌ケ谷市朝市組合事務局（JAとう

かつ中央鎌ケ谷支店内）☎443・4010

「鎌ケ谷朝市」の開始時間を変更
5月〜10月は7時から開始

時5月15日（水）13時〜16時（1人45分）

所県弁護士会松戸支部

定20人（申込先着順）

申5月8日（水）以降の10時〜11時30

分・13時〜16時（（土）・（日）・（祝）を除

く）に同支部☎047・366・6611

弁護士による遺言・相続の
無料法律相談会

　市住宅増改築修繕相談団体連絡会

会員が、住宅の増改築やリフォーム、

修繕に関する相談に応じます。

時原則第3（月）13時〜16時（1人55分）

所市役所1階

住宅増改築修繕相談

申開催月初日の開

庁日8時30分以降

に市民活動推進課

☎445・1274

情報ひろば

　1万件以上実施した裁判員裁判に、

66,407人が裁判員として参加し、参加

した裁判員の95.8%が「（非常に）よ

い経験」と答えています。詳しくは、裁判

員制度ウェブサイトをご覧ください。

問千葉地方裁判所事務局☎043・333・

5238

裁判員制度が10周年を迎えます

お知らせ・相談

●笑話会マージャンクラブから道野辺

　中央コミュニティセンター備品として

　マージャン卓を          （財政室）

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福

　祉活動のために15,190円を

●匿名の人から音声訳の活動のために

　19,640円を

●垂水貞幸さんから福祉活動のために

　10,000円を

●花まつりをもっと身近にキャンペーン

　から福祉活動のために22,197円を

（市社会福祉協議会）

寄せられた善意

古典文学セミナー

「柿本人麻呂」への誘い

　万葉集第一の歌人と言われる柿本人麻呂の背負っていた大きな

課題、歌の特徴・謎などから見える「すごさ」をお届けする講座です。

　　市内在住・在勤で、全回出席できる人

　　6月7日・14日・21日、7月5日・12日の各（金）10時〜12時（全

5回）

　　中央公民館 学習室１

　　50人（申込先着順）

　　元高校教諭の丸藤晃さん

　　　筆記用具

　　各日先着5人（1回100円。5月30日（木）までに要申込）

　　　まなびぃ100対象

　　　　中央公民館☎445・2012

助成金額

応募締切

対象

場所
定員

持ち物

その他
申し込み

日時

保育

講師

　ある一軒の家に買われた家事用ロボットのNDR114は

シネマトーク付き上映会
映画「アンドリューNDR114（字幕）」

アンドリューと名付けられ、家族と暮らす

うちに人間に憧れるようになっていく。

時5月25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5月1日（水）11時以降に

図書館本館へ電話

新鮮な野菜がたくさん！

 Eメール
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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

▶幸の会
古典・新舞踊。時第2・4（水）13時〜15時

所くぬぎ山コミュニティセンター月4,000

円他イベント・舞台出演あり申佐々木

☎445・8654

▶Tリズム
ママダンス。対女性時月2回（水）10時〜

12時所粟野コミュニティセンター定10

人入500円費1回800円申福田☎090・

9382・0006

▶スイートピーダンスサークル
社交ダンス。対成人時毎週（金）14時〜

16時所中央公民館定若干名月2,500

円申坂本☎443・9267

▶ヨガサークル
時毎週（水）15時30分〜17時所北部公

民館入1,000円月3,400円申渋谷

☎445・0818

▶ダンスサークル フガール
社交ダンス。時月3回（日）14時〜16時

所南部公民館定若干名入 2,000円

月3,000円申小林☎090・4456・5145

▶和太極拳サークル
時毎週（月）10時〜12時所東初富公民

館定4・5人入1,000円月2,000円申山

本☎090・4707・7417

▶①「かまがやの花火」実行委員会
　②「かまがやの花火」ボランティア
8月11日に開催予定の「かまがやの花

火」の実行委員会およびボランティア。

所ファイターズ鎌ケ谷スタジアム他①＝毎

月第2（火）20時から進捗会議あり　②＝

7月下旬に開催予定の事前説明会に要参

加問かまがやの花火実行委員会事務局

☎445・8811

▶フラサークル ホーオナオナ
座ってできるフラ。対女性時第2・4（月）

13時〜15時所鎌ケ谷コミュニティセン

ター定15人費1回500円申児島☎412・

0950

▶吉祥の会
ヨガ、マッサージ。対女性時毎週（火）13

時〜15時所南初富コミュニティセン

ター定若干名入1,000円月1,500円

他無料体験あり申大網☎445・6783

▶ペン習字サークル
時第2・4（火）13時〜15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2,000円申田中☎446・

1618

内裏千家席の鈴木宗貞・國方宗津によ

る2席

時5月19日（日）10時〜15時

所道野辺八幡宮

定130人（申込先着順）

費2,000円

申同協会 細川☎・ｆ444・9214

第14回 市茶道協会茶会

対市内在住の60歳以上の人

時5月19日、7月21日、9月15日の各

（日）9時30分〜12時

所社会福祉センター

定各30人（申込先着順）

申各開催月の1日（5月は8日）以降に

同センター窓口で参加者本人が直接

申し込み

問同センター☎444・0121

カラオケ発表会

時5月2日（木）〜15日（水）

所まなびぃプラザ

問鎌ケ谷市原爆被爆者折鶴会 小中

☎443・9684

「原爆の画」展示会

　ギターとマンドリンの合奏。

時5月19日（日）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）

問同クラブ 神田☎446・0415

フェリーチェ マンドリンクラブ
第7回定期演奏会

内ミキシングトライアル、お楽しみ抽

選会

時5月4日（土）12時〜16時

所福太郎アリーナ

定200人（当日先着順）

費500円（当日持参）

問市ダンススポーツ協会 石井☎446・

1273

春の市民大会
チャリティーダンスパーティー

　　男子・女子・シニアの部

対市内在住の人、市内の小・中学校を

卒業した人（学生を除く）

時6月3日（月）

所鎌ケ谷カントリークラブ

定240人（申込先着順）

費18,000円(昼食代を含む)

申5月16日（木）までに参加費を持参

して、鎌ケ谷ゴルフセンター／ゴルフ

レンジニューミナト／ゴルフショップ

こがね／文化・スポーツ課窓口（市役

所5階）

問鎌ケ谷ゴルフセンター☎445・1241

第35回市民ゴルフ大会

　土の上のカーリングと呼ばれるペタ

ンクの競技大会（1チーム3人）。

対市内在住・在勤・在学の人（初心者

歓迎。1人での参加可）

時5月12日（日）9時30分〜15時30

分（9時から受け付け。雨天決行）

所五本松小学校 校庭

定50人（申込先着順）

費500円(当日持参)

　　動きやすいもの

持弁当、飲み物、タオル、ペタンクの

ボールを拭く布

申5月8日（水）までに、市ペタンク協会 

綾部☎080・5442・4905

ペタンク春季市民大会

情報ひろば

会員募集催しなど

イベント

スポーツ

服装

種目

▶無料太極拳教室
対初心者時5月7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

▶健康体操無料体験キャンペーン
対成人時5月14日・28日の各（火）13時15分〜14時45分所粟野コミュ

ニティセンター定10人（申込先着順）申ハナミズキⅡ 斉藤☎080・

4060・4078

▶リウマチ懇親会
親睦・相談・情報交換。対リウマチ患者とその関係者時5月20日（月）13

時〜15時所市役所地下問鎌ケ谷リウマチの会 澤村☎443・9511

▶大作絵画発表会
時5月1日（水）〜15日（水）（初日は11時から、最終日は15時まで）所東

部学習センター問大作絵画研究会（G.P.S） 石田☎445・5090

▶ゆる〜ふわスッキリかんたんストレッチ
呼吸法、足裏つぼ刺激、骨盤体操。時5月3日・10日・17日、6月7日・14

日・21日の各（金）10時〜11時所東部学習センター定10人（申込先着

順）費1回800円申17時〜21時にパル（骨盤体操） 小川☎446・2941

▶和音祭
和太鼓の演奏。時6月9日（日）14時から（13時30分開場）所きらりホー

ル定530人（申込先着順）費●中学生以上＝900円●小学生以下＝500

円（3歳未満膝上無料）　　USAGI、UCL、TAWOO、郷嵐會申（土）・（日）

に和太鼓USAGI 上坂☎090・9967・9151

▶松元ヒロ・ソロライブ
コント。時5月18日（土）14時から（13時30分開場）所きらりホール

定500人（申込先着順）費●前売り券＝1,500円●当日券＝2,000円（高

校生以下1,000円）申松元ヒロソロライブ実行委員会 菊池☎443・3597

出演 ・・
・・

　　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(水）まで、②〜④は6

月30日(日）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10回一茶双樹俳句交流大会
作品募集

募集

部門

新聞を購読していない市民の皆さんへ
広報かまがやを無料でお届け

　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／窓口（市役所3階）または、住

所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入してｆ445・1193

注意 ●直近発行の号から配達を開始で

　　　きない場合があるため、早めに

　　　お申し込みください

　　●宛先変更や配達不要などの場合

　　　はご連絡ください

講座・講演

　成人・小児・乳児の心肺蘇生法、AED

の取り扱いなど。

対中学生以上

時5月18日(土)9時〜17時

所消防本部

定20人（申込先着順）

持筆記用具・昼食・上級救命講習修了

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

上級救命講習

　裁判所で成年後見について話を聞

いてみませんか？

時5月22日（水）14時〜16時

所千葉家庭裁判所松戸支部

定40人（申込先着順）

申5月9日（木）以降の10時〜16時

（（土）・（日）・（祝）を除く）に県弁護士

会松戸支部☎047・366・1211

シニアロースクール

内講演「心臓ペースメーカーについて」他

対心臓ペースメーカー装着者・予定者

と家族

時5月26日（日）13時〜15時30分

（12時30分から受け付け）

所アミュゼ柏

費1,000円（付添者は無料。当日持参）

師取手北相馬保健医療センター医師

会病院副院長の渡邉寛さん

申日本心臓ペースメーカー友の会千葉

県支部 鈴木☎・ｆ043・263・7744

心臓ペースメーカー勉強会
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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

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〜
　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5月16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

大型連休中の
市内医療機関診療
　5月6日（月）までの市内各医

療機関は原則休診となります

が、一部の医療機関は診療を行

います。詳しくは市医師会または

各医療機関のホームページをご

覧ください。なお、鎌ケ谷総合病

院は5月6日（月）まで救急診療

を行っていますが、5月2日（木）

は通常診療も受け付けます。詳

しくは同病院にお問い合わせく

ださい。

問☎445・1390

栄養士による個別相談
時●5月13日（月）・30日（木）の各

　　13時30分〜16時30分

　●5月21日（火）9時〜12時

所総合福祉保健センター3階

定各日3人（申込先着順）

申☎445・1546

麻しんに注意
　麻しんは感染力が非常に強

く、今年に入り県内で患者が増

えています。発熱や発疹がある

場合は外出を控え、事前に医療

機関に電話連絡の上、指示に従っ

て受診してください。

問☎445・1390

　ハチに刺されないために
■巣に石を投げたり、つついたりしない

■巣の前を急いで横切らない。振動を与えない

■巣の近くで匂いの強い香水、ヘアスプレーなどの化粧品を使わない

■純毛製品や黒い衣服で巣に近寄らない

■ハチがいる場所で熟した果実やジュースなどの甘味料の飲食をしない

■洗濯物を取り入れるときは、ハチが付いていないか確かめる

■駐車するときは、自動車の窓を閉める

相談名など

酒害相談

心配ごと相談

就学相談予

心の相談 予

精神保健福祉相談 予

認知症相談 予

思春期相談（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

　：7日(火)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　　　　　　　　　　　　　　 ●くぬぎ山・北中沢・粟野＝2日（木）　

　　　　　　　　　　●くぬぎ山・北中沢・粟野＝2日（木）

福 習注 予

日　時 場所／問い合わせ

　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／高齢者支援課

☎445・1384

福

　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）

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／まつど地域若者サポート

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）

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷

☎445・1240

市役所2階／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

行政書士相談予

人権擁護相談　 ※2予

女性のための相談　 ※2予

消費生活相談（予約優先）

就職相談

（39歳以下向け）

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）、1日（水）〜6日（月）　●図書館＝毎週（月）（6日を除く）、7日（火）・31日（金）、西部分館のみ2日

（木）　●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）＝7日（火）　●郷土資

料館＝毎週（月）、1日（水）〜5日（日）

!5月のお知らせ

20日（月）13時〜15時

8日（水）10時〜12時

20日（月）13時〜16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

21日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

10日（金）・14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）13時30分から

22日（水）14時から

14日（火）13時〜15時

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

毎週（月）〜（金）９時〜17時

　スズメバチの被害が多くなっています。巣ができた場所の所有者

からの申請で、条件を満たした場合は、市の委託業者が巣を駆除し

ます。条件について、詳しくはお問い合わせください。

　　スズメバチ以外の蜂の巣、屋内にある巣の駆除は対象外

　　特殊な作業が必要な場合は実費負担あり

問環境課☎445・1229

費用
注意

各児童センターの休み

各コミュニティセンターの休み

祝日などのごみの収集・自己搬入

●初小＝7日(火)　　　　●中部小＝8日(水)　　 ●南部小＝9日(木)

●鎌小＝10日(金)　　　●道小＝13日(月)　　　●五小＝15日(水)

●北部小＝20日(月)　　●西部小＝23日(木)　　●東部小＝27日(月)

問クリーン推進課☎445・1223

5月の有価物回収

　大型連休中は、クリーンセンターしらさぎへの自己搬入（ごみの

持ち込み）が多くなることから、受け付けまでに時間がかかること

があります。また、交通渋滞が発生し、周辺住民や通行者に迷惑が

掛かってしまいます。粗大ごみ以外のごみについては、できる限り

ごみステーションに出すなど、計画的なごみの処理にご協力をお願

いします。

※○印の収集は、その曜日に収集する地域のみ実施

■ハチから威嚇や攻撃を受

　けた場合は、騒いだり腕

　で追い払ったりせず、姿

　勢を低くしてゆっくりそ

　の場から離れる

スズメバチの巣は、外

観がしま模様の球状

出入り口は1～2カ所

収集

自己搬入

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

5/1（水）5/2（木）5/3（金）5/4（土）5/5（日） 5/6（月）

交通事故相談　 ※1予 17日（金）10時〜15時

●5月15日（水）＝　　

●6月5日（水）＝

　＝9時30分〜10時30分

　＝17時15分〜18時15分夜

朝

朝

朝 夜

スズメバチの駆除について

犬のふんは持ち帰りましょう
犬・猫の飼い主にお願い！

　犬や猫のふん・おしっこの不始末についての苦情が、市に寄せられてい

ます。飼い主としての自覚を持ち、道路や公園、他の人の敷地や塀などに排

せつさせないなど、飼い主のマナーを守りましょう。

　犬の散歩は運動のためのもので、排せつが目的ではありません。散歩前

の排せつをしつけ、道路や公園などでふんをしたら必ず持ち帰ることがで

きるよう、片付ける道具を持ちましょう。

問環境課☎445・1229
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　生演奏による臨場感あふれる「ジャズの世界」をお楽しみください。

    「マイ ファニー バレンタイン」「スイング メドレー」「Ａ列車で行こう」 他

    5月19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）

    ビッグバンド・バグス、稲葉社子さん

        南部公民館☎446・3031

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

令和元年（2019年）5月1日号

住民基本台帳人口      109,950人（前月比-25）

男　54,343人　女　55,607人

世帯数　 49,468世帯（前月比+113）

〔31.4.1現在〕

8

きらりかまがや第2回アーティスト発掘プロジェクト

優秀賞　Trio Irisee

成人式の企画・運営を行う実行委員を募集！

　鎌ケ谷交通安全協会から新１年生に「黄色いラ

ンドセルカバー」「交通安全下敷き」「交通安全し

おり」が贈呈されました。

　ランドセルカバーには、（株）北海道日本ハム

ファイターズの協力でファームマスコット「カ

ビー・ザ・ベアー」が描かれています。

問学務保健室☎445・1501

審査員特別賞　金子綾 審査員特別賞　み家

メール・ツイッター・
ホームページにも連動して
試験放送

　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

伝達試験を行います。防災行政無線で次の試験放送を流します。

　かまがや安心ｅメール（防災情報）、市

公式ツイッター、市ホームページでも同

様に、J-ALERTとの連動機能を活用し

た試験送信を行います。

新入学児童の交通安全を願い

子どもたちに黄色いランドセルカバーが
贈呈されました

子どもたちに黄色いランドセルカバーが
贈呈されました

　2月に開催した「きらりかまがや第2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・審査員特別賞を受賞したアーティストに

よる、記念コンサートを開催します。きらりと輝く

アーティストに、あたたかい声援をお願いします！

    6月16日（日）14時開演（13時30分開場）

    小学生以上（親子席に限り未就学児入場可）

    きらりホール　　　先着5人(要申込）

　詳細は、決まり次第、広報かまがや、きらり

かまがやホームページなどでお知らせします。

「きらりかまがや第3回アーティスト発掘プロジェクト」
開催決定！

「きらりかまがや第3回アーティスト発掘プロジェクト」
開催決定！

受賞者記念コンサート 開催受賞者記念コンサート 開催

南部公民館ファミリーコンサート

ジャズバンドの演奏と歌によるコンサート

J-ALERT 全国一斉の情報伝達試験を実施
問安全対策課☎445・1278

ジェイ　アラート

11時ごろ
5 15(水)

①チャイム音
②「これは、テストです。」
　（３回繰り返し）
③「こちらは、防災かまがやです。」
④チャイム音

試 験 放 送

完成間近！
新改札口などの最

新状況をお披露目
します！

　新京成線連続立体交差事業で、現在建築中の新鎌ケ谷高架駅舎（連絡通路・改札口・コンコース）の市民

見学会を行います。

　なお、松戸方面の高架運行は、今年度中に開始予定です。決まり次第改めてお知らせします。

    市内在住・在勤の人（中学生以下は保護者同伴）

    6月8日（土）14時〜16時のうち20分程度を予定（集合時間は指定）

    100人(申込先着順)

       はがきに参加希望者全員（1枚につき5人まで）の住所・氏名・電話番号を記入して、5月10日（金）

まで（消印有効）に道路河川整備課ゆ〒273-0195（結果は後日郵送）

問道路河川整備課☎445・1435

対象

定員
日時

申し込み

    平成11年4月2日〜平成12年4月1日生まれの市民

（対象者には12月上旬に案内状を送付します）

※市外に住所を移している人で、参加を希望する場合は、

　10月以降にお問い合わせください

    2年1月12日(日)

10時30分から（9時

30分から受け付け）

    福太郎アリーナ

問生涯 学 習 推 進 課

☎498・6101

対象

日時

場所

申し込み

対象
定員

曲目
日時
場所
定員
出演
申し込み

日時

場所 保育
対象

新鎌ケ谷高架駅舎 市民見学会 参加者募集

1月12日（日）福太郎アリーナ

Eメール

市民会館☎441・3377／窓口申し込み

    20歳前後の市民（新成人歓迎）

    若干名（実行委員は全体で20人程

度を予定）

        5月24日（金）までに生涯学習

推進課☎498・6101／ｍsyougaku@

city.kamagaya.chiba.jp
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