
9月上旬から順次発送

※お中元時期には間に合いません

7月1日（月）9時から

申し込みフォームで

　鎌ケ谷特産の梨を全国に広くPRするため、収穫前のこの時期に特別価格でインターネット

予約販売を実施します。

　今年は、好評な「豊水」「新高」「かおり」に加え、酸味が少なく、甘味をしっかり感じられる「あ

きづき」も選べるようになりました。

　また、今年から関東圏（1都6県）も含めた、全国に向けて発送が可能になりました。

　普段お世話になっている人へ、今年は鎌ケ谷の梨を贈りませんか？

　今年度は、市制記念公園内および新鎌ケ谷三丁

目第一公園内に植樹する、桜の里親を募集します。

対象市民および市内事業者

本数7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（水）まで（消印有効）

に同課へ持参／ゆ〒273-0195
その他●公開抽選会を8月23日（金）15時から、市役所地下

　　　　1階 団体研修室で行います

　　　●抽選結果は当選者のみにお知らせします

※別途送料(全国一律1,100円)
※購入可能箱数の制限なし
※クレジットカード決済／Yahooマネー／代金引換

発送
時期

申し
込み

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kamagayanashinokaiURL

今年から日本全国に送れます！

「鎌ケ谷の梨」 インターネット予約販売

桜の里親を募集
問公園緑地課☎445・1487

　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、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「補助金交付申請の手引き」をご覧ください。

上限15万円※4リチウムイオン蓄電池システム

上限7万5千円※3家庭用燃料電池システム（エネファーム）

（上限9万円）※2

2万円／kw
太陽光発電システム

補助金額対象機器※1

※1：未使用の機器に限る。今年度または前年度（30年4月1日以降）　

　　に、設置工事の着手および設置が完了していること

※2：今年度中に既築住宅への設置が完了し、リチウムイオン蓄電池

　　かエネルギー管理システムを設置している場合に限る。それ以外

　　の場合は、1万円／kw（上限3万円）

※3：前年度に設置工事に着手した場合は5万円減額

※4：前年度に設置工事に着手した場合は10万円減額

対象機器・補助金額

住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備

　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。

　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。

ドライバーの皆さんへ

　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、夜間外出時には反射材を活

用しましょう。

子どもがいる家庭へ

限定2,000箱！

2年1月31日（金）までに環境課窓口へ持参／

ゆ〒273-0195（必着）

桜×
鎌ケ

谷＝魅力アップ事業 節電・蓄電・発電で かしこく地球温暖化対策

販売価格 
2,700円
（税込み）

問農業振興課☎445・1233

「暗い道 ぼくらを守る 反射材」

申し込み

あきづきかおり新高豊水
（5kg） （3kg） （3kg）（5kg）

7月10日(水)～19日(金) 夏の交通安全運動

鎌ケ谷市の
スローガン

設置費用の一部を補助します
問環境課☎445・1227

上限7万5千円※3太陽熱利用システム
問道路河川管理課☎445・1457

申し込み
フォーム

今年も元気に

育ってるたん！

参議院議員通常選挙…2 　 　第2回市職員採用試験…3 　 　国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ…4 　　 鎌ケ谷市民まつり 出演・出店者など募集…8主な内容

令 和 元 年（ 2 0 19 年 ）
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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！

　任期満了に伴う参議院議員通常選挙が7月4日（木）に公示され、7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、期日前投票も市内2カ所で行います。棄権しないで投票しましょう。

 投票できる人
　平成13年7月22日までに生まれた人

で、平成31年4月3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。

※平成31年4月4日以降に鎌ケ谷市に

　転入した人で、前住所地の選挙人名簿

　に登録がある人は、前住所地での投

　票となります

 投票は選挙区、比例区の順で
　投票は、次の①②の順で行います。

①千葉県選出議員選挙

　投票用紙（薄い黄色）に候補者名を

　記載。

②比例代表選出議員選挙

　投票用紙（白色）に、政党などが届け

　出た名簿に記載された候補者の氏名

　または政党などの名称・略称のいず

　れかを記載。

 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。

 選挙公報
　候補者の政見などを掲載した選挙公

報は、7月13日（土）の日刊紙（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）・図書館本館

　などの公共施設でも配布します

問市選挙管理委員会事務局☎445･1539

投票期間7月5日（金）〜7月20（土）

投票時間8時30分〜20時 投票期間 7月13日（土）〜7月20（土）

投票時間9時〜19時

　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期日前

投票ができます。次の2カ所の施設で投票ができます。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

期日前投票

せんきょ君

参議院議員通常選挙

投票日時　７月２１日（日）7時～20時

 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。

 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。

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 ▷初富保健病院介護医療院 

▷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

　次の①〜③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。

なお、「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、7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。

①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級の人

　▷心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直

　　腸・小腸の障がいが1・3級の人

　▷免疫・肝臓の障がいが1〜3級の人

②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項症の人

　▷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項症の人

③介護保険被保険者証をお持ちで要

　介護5の人

 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。

「さあ行こう その一票が 未来の一歩」

 選挙に伴う施設臨時休館と
 南部公民館自動交付機の休止
休館日

7月20日（土）・21日（日）

休館施設

▷北部・南部公民館（いずれも図書館

　分館を含む。南部公民館は自動交

　付機も休止しますので、市役所の

　自動交付機をご利用ください）

▷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20日

　（土）は利用申し込みのみ受け付け）

 代理投票
　病気やけがなどで字が書けない人

は、投票所の受け付けに代理投票した

い旨を申し出てください。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、投票所の受け付け

に申し出てください。

 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、7月12日（金）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

　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

 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

罪や非行を防止し、立ち直りを支える 地域のチカラ

問社会福祉課☎445・1286

　毎年7月は「社会を明るくする運動」強調月間です。犯

罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について

理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築きま

しょう。

　市では、関係機関・団体などと連携を強め、「犯罪や非

行のない安全・安心な地域社会を築くための取り組み

を進めよう」を重点事項として、地域に根ざした幅広い

イベント・活動を開催します。

街頭キャンペーン
内容車両パレード、啓発物資の配布

日時7月9日（火）10時40分から

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

「社会を明るくする運動」作文コンテスト表彰式と
五本松小学校児童による合唱
日時7月9日（火）13時30分〜15時45分（13時から受け付け）

場所きらりホール

作文コンテスト優秀賞受賞者が決定しました（敬称略)
●掛𣘺 明日香(鎌ケ谷中2年)

●渡邉 みのり(第二中3年)

●中島 由羽(第三中3年)

●池田 朱莉(第四中3年)

●菊池 結心(第五中3年)

社会を明るくする運動
第69回

　子どもの非行などについて、専門

家による適切なアドバイスが問題解

決の近道になります。

日時7月23日（火）10時〜12時

場所 総合福祉保健センター5階 鎌

ケ谷地区更生保護サポートセンター

相談員保護観察官、保護司

青少年更生保護相談所の開設
（申込不要）

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
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　10月予定の消費税率引き上げによる、低所得者・子育て世帯の消費に

与える影響の緩和と、地域における消費喚起を目的として、「鎌ケ谷市プ

レミアム付商品券」を発行します。

　これに伴い、商品券を使用できる事業者を募集します。

　　市内で商店などを営んでいる事業者（大型店舗を含む）

※商品券の利用対象外になる商品などがあります。品目など詳しくはお

　問い合わせください

　　　　7月31日（水）まで

※期間を過ぎた場合でも、登録店舗数の上限に達するまでは受け付けます

加盟店舗募集説明会
　事業者向けの説明会を行います。

　　7月16日（火）●15時から　●18時から

　　総合福祉保健センター6階

あなたの住む街を
あなたの力で変えてみませんか？

　自分一人の力で変えられるものは多くはないかもしれません。しかし、立場

が異なる人たちや団体の力を合わせれば、可能性は大きく広がります。市で

は、地域の力を繋ぐ人材である「地域づくりコーディネーター」を養成するため

の講座を実施します。各講座の個別参加も可能です。

　　　　下表参照。時間は14時〜16時30分　

※事前説明会のみ14時〜15時30分

　　まなびぃプラザ3階 研修室1

　　各回30人（申込先着順）

　　未就学児、先着5人まで（要申込）

　　　　住所・氏名（ふりがな）・電話番号と、参加希望講座を（保育希望者は

子どもの氏名（ふりがな）・生年月日・性別も併せて）記入して、市民活動推進課

ｆ445・1400／ｍsikatu@city.kamagaya.chiba.jp

地域づくりコーディネーターになりませんか？　

　「地域づくりコーディネーター」とは、立場が異なる市民や市民活動団

体などが地域課題の解決に力を合わせて取り組めるよう、間を取り持

つ人材のことで、団体活動などのサポートをしています。養成講座の基

礎編・応用編を各3回以上受講することが、地域づくりコーディネーター

の認定申請に必要な条件の一つとなっています。

第2回 市職員採用試験

問市民活動推進課☎445・1274

　きらりホールの舞台で
演奏してみませんか？

無料

　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特別

企画！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OK。

※レッスン料や入場料を伴う、営利活動や発表会の利用は不可

　　小学生以上　※中学生以下は保護者同伴

　　8月14日（水）・15日（木）

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

　　　●応募条件について、詳しくは申込書を確認してください

　　　●多数の場合は抽選を行い、後日結果を郵送します

　　　　きらり鎌ケ谷市民会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（土）17時までに持参／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

募集期間

対象

日時
場所

　　　●第一次試験＝9月22日（日）

　　　●第二次試験＝10月下旬

　　　●第三次試験＝11月中旬

　　　　　　右表参照

　　　　　　　 人事室窓口（市役所

3階）および市ホームページで配布

　　　　7月29日（月）〜8月13日

（火）（消印有効）に、応募書類を人事

室窓口に持参（（土）・（日）・（祝）を

除く9時〜17時）／ゆ〒273-0195

問人事室☎445・1057

申し込み

受験案内・申込書
試験区分など

試験日

場所
定員

日程など

申し込み
保育

平成10年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、学歴不問

受　験  資　格試験区分

一般行政職（初級）

土木職（初級）

消防職
（救急救命士）

消防職（初級）

消防職（上級）

社会福祉士

予定人員

若干名

上級

初級

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

昭和59年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人
で、学歴不問

【要件】

●身体障害者福祉法第15条に定める
　身体障害者手帳の交付を受けている
●活字印刷文による出題に対応できる

平成10年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人
で、学歴不問

平成10年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、学歴不問

平成5年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、
救急救命士の資格を有する、または令和2年3月までに救急
救命士国家試験の受験資格取得見込みの人

平成5年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人で、
学歴不問。または平成10年4月2日以降に生まれた人で、学
校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した人（令
和２年３月までに卒業見込みを含む）

【身体的要件】

●視力＝矯正視力を含み、両眼で0.7以
　上かつ一眼でそれぞれ0.3以上である
●色覚＝赤色、青色および黄色の色彩
　の識別ができる（自動車運転免許取
　得に支障がない程度）
●聴覚＝左右とも正常である
●その他＝消防活動において職務遂行
　上必要な体力を有する

平成10年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人
で、学歴不問

昭和54年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人で、社会福祉士の資格を有する人または令
和２年春季までに資格取得見込みの人

心理発達相談員 若干名
昭和54年４月２日以降に生まれた人で、公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士のいずれかの資格を
有する、または令和２年春季までに資格取得見込みの人

一
般
行
政
職

︵
身
体
障
害
者
︶

テーマ

事前説明会

●協働・地域づくりの価値を知る

●コーディネーター仲間との出会い

●人と人とをつなげる対話ファシリ

　テーション術

●コーディネート実践事例

●活動の目標設定

●地域をつなぐイベントのつくり

　方・運営方法

●学び・気づきの振り返り

●これからのアクション

●基礎編のおさらい

●コミュニティマネジメント入門

●新たな仲間を巻き込んで次代の

　担い手を育てる

●効果的なミーティング運営

●ワクワクする年間計画づくり

●団体の課題を解決し次につなげ

　るコーディネートの実践

●学び・気づきの振り返り

●これからのアクション

第１回

第2回

第3回

第4回

第5回

第１回

第2回

第3回

第4回

第5回

7月14日

7月28日

8月 4 日

8月18日

8月25日

9月 8 日

10月27日

11月10日

12月 1 日

12月 8 日

12月15日

基礎編

事前説明会

STEP 日にち 申込期限

7月10日

（水）

10月18日

（金）
応用編

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

加盟店舗 　募集
かまがや地域

づくりコーディネーター養成講座2019

問9時30分〜17時30分に市プレミアム付商品

券事務局（加盟店舗向け）☎497・8074(（土）・

（日）・（祝）を除く)

プレミアム付
商品券
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国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

令和元年度の保険証を送付します

　8月から有効の保険証（紫色）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（えんじ色）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）

70〜74歳の人の保険証は、高齢受給者証を兼ねています
　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

申請により自己負担割合を変更できます

　自己負担割合が3割の判定を受けた人（住民税課税所得が145万円以上の70〜74歳の国

保被保険者および、同一世帯に属する70〜74歳の国保被保険者）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2割に変更できます。

●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

※該当すると思われる人には6月中旬に通知しました

令和元年度の保険証を送付します

　8月から有効の保険証（あさぎ色）を、7月中に簡易書留郵

便により個別に送付します。

申請により自己負担割合を変更できます

　自己負担割合が3割の判定を受けた人（住民税課税所得が

145万円以上の被保険者および同一世帯）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。

●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

国民健康保険に加入している皆さんへ 後期高齢者医療制度に加入している
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（提示しなかった場合、診療の約3カ月後に自

己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給するお知らせを

送付するので、支給申請してください）。

認定証の交付申請について

国民健康保険に加入している人は
　申請が必要です。なお、認定証の有効期限は保険証と同日のた

め、現在、認定証をお持ちの人で8月以降も引き続き必要となる人

も、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に加入している人は
　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。30年度分

の認定証をお持ちでない人で必要な人は、申請が必要です。

問保険年金課☎445・1204

　送付された医療費通知（はがき）は、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。また、保険適用外診療・請求遅れなどにより医療

費通知に記載されない診療分や、確定申告の手続きに間に合わない11月〜12月診療

分については、領収書をご使用ください。

　確定申告について詳しくは、松戸税務署にお問い合わせください。

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＝県後期高齢者医療広域連合☎043・216・5013／

　　保険年金課☎445・1207

高額な医療費が見込まれるときは 医療機関でかかった医療費をお知らせします

内 容

開講式
日本経済の現在 〜財政赤字はどうなるか？〜

高齢者のネット利用について 
〜介護・医療・セキュリティの側面から〜

渋沢栄一の思想 
〜現代の経済・経営との関係〜

子どもが互いを認め合う教育の方法 
〜承認と表現をキーワードに〜

続・紫式部と清少納言 〜揺曳する評価、付、「萬葉集」
梅花歌 三十二首并序〜

誰かに話したくなる!? オリンピック・パラリンピック
を楽しむ豆知識 〜これであなたも五輪ツウ！〜

ポジティブ心理学入門 
〜人生を豊かにする心理学〜

変動する世界情勢について 〜移民と送金の経済学〜
閉講式

日 時

8/17（土）
9:30〜12：15

8/24（土）
10：00〜11：45

8/31（土）
10：00〜11：45

9/ 7（土）
10：00〜11：45

9/14（土）
10：00〜11：45

9/21（土）
10：00〜11：45

9/28（土）
10：00〜11：45

10/ 5（土）
10：00〜12：00

講 師

短大教授の
市岡義章さん

短大非常勤講師の
串山寿さん

大学教授の
粟沢尚志さん

大学教授の
小池順子さん

短大准教授の
髙野浩さん

短大専任講師の
清水洋生さん

短大非常勤講師の
鈴木水季さん

大学専任講師の
村田旭さん

1

2

3

4

5

6

7

8

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 　　　　　　〜

　市民の皆さんで構成された企画委員会が作り上げた、

経済・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　　　90人（新規受講者優先）

　　未就学児、先着5人（要申込）　※9月21日は保育なし

　　　　往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・

電話番号、これまでの本講座の受講回数、返信宛先を（保

育希望者は子どもの氏名（ふりがな）・生年月日・性別も併

せて）記入して、7月17日（水）まで（消印有効）に中央公民

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（金）までにｍchuokomin@city.kama

gaya.chiba.jp（メールの送信後、3日たっても受領メー

ルが届かない場合はご連絡ください）

※結果は8月上旬にはがき、またはEメールで通知

対象
場所
保育

定員

申し込み

日程など

適用

限度額適用認定証

　70歳未満の住民税課税世

帯の人と、70歳以上の所得が

一定額以上の人が対象です。

詳しくは保険証に同封した案

内をご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額
認定証

　住民税非課税世帯の人が対象

です。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。

ジェネリック医薬品希望カードを送付

　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が

同じで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、送付した

カードを医師や薬剤師に提示し、ご相談ください。

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。

後期高齢者医療制度

（県後期高齢者医療広域連合から発送）

発送時期

  10月上旬

2年2月上旬

2年6月上旬

発送時期

2年2月上旬

2年4月上旬

診療月

１月〜５月

６月〜10月

11月〜12月

診療月

１月〜10月

11月〜12月

第１回

第2回

第3回

国民健康保険※

（鎌ケ谷市から発送）

問保険年金課☎445・1207

※：国民健康保険は、今年度から発送時期を変更しています

開 放 講 座
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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

　　　　　  　 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

　　①おすすめの本展示＝7月13日(土)〜9月26日(木)

　　②自由研究に役立つ本展示＝8月29日(木)まで

　　③課題図書展示＝9月1日(日)まで

　　④平和図書展示＝8月1日(木)〜29日(木)

　　⑤千羽鶴を折って広島へおくろう＝8月23日(金)

　　　まで

　　⑥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！〜＝7月13日(土)〜9月1日(日)

所図書館本館および各分館

(①は図書館本館のみ)

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10日・24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7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14日（日）14時〜14時30分

所図書館東部分館

絵本の読み聞かせ

対小学生(保護者同伴であれば5歳から参加可）

時7月20日（土）13時30分〜14時30分

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2日（火）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！」

　「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13日（土）15時から

小学生のためのおはなし会

対小学校4〜6年生　

時8月3日(土）10時〜12時

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

他まなびぃ100対象

申7月2日(火）10時以降に図書館本館へ電話

子ども科学遊び講座 「水を吸いこむコウブンシ」
〜オリジナル芳香剤をつくろう〜

　理論物理学者のスティーブン・ホー

キング博士と彼の元妻であるジェー

ン・ホーキングの伝記映画。若くして

難病ALSを発症したスティーブンが、

ジェーンの献身的な支えを得て、一緒

に数々の困難に立ち向かっていく。

時7月27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7月2日（火）11時以降に図書館本

館へ電話

シネマトーク付き上映会
映画「博士と彼女のセオ
リー（字幕）」

鎌ケ谷おもちゃの図書館
「あ・そ・ぼ」

ゆうゆう四季の会

きんぎょ草の会

鎌ケ谷点訳友の会

友愛ボランティア

要約筆記サ－クル
「あいあい」

手話サ－クル
「みどりの会」　

施設ボランティア

おもちゃの搬入・搬出と、子ども
達とおもちゃを使って遊びます

高齢者施設の草刈りをします

花壇の手入れをします

点字の読み書きと、点字器で点
字を書きます

独り暮らしの高齢者宅へ手作り
の弁当を届けます

聴覚障がいについて学び、要約
筆記を体験します

聴覚障がい者との交流と、手話
を体験します

施設利用者と折り紙を通して交
流します

7/13(土)12：30〜16：00

7/13(土)9：30〜11：30
（雨天延期）

7/17(水)9：00〜12:00
（雨天中止）

7/19(金)10:00〜12:00

7/23(火）●調理＝９：00〜12：00
　　　　　●配達＝11：00〜12：00

8/21(水)13：30〜15：30

7/10(水)19:00〜21:00　
7/11(木)10:00〜12:00　

8/23（金）13：30〜15：00

内 容

5人

5人

3人

5人

各3人

5人

各5人

5人

定 員日 時

総合福祉保健センタ－4階
遊戯室

特別養護老人ホーム初富の里
（東初富）

南部公民館

総合福祉保健センタ－5階
作業訓練室

総合福祉保健センター5階
調理室

市役所地下1階
団体研修室

総合福祉保健センター5階
団体活動室

新鎌ケ谷ケアセンターそよ風
（初富本町）

場 所団体（施設）　気軽に始められそうな活動

や、自分に合った活動を見つけて

みませんか？

　　右表のとおり

　　高校生以上の市民

　　　まなびぃ100対象

　　　　各体験日の2日前まで

に、市社会福祉協議会☎442・

2940、または住所・氏名・電話

番号、希望する施設・団体名を記

入して同協議会ｆ446・4545

30分所東初富公民館定若干名

入1,000円月1,000円申四元

☎444・7599

▶鎌ケ谷テニスクラブ
硬式テニス。対試合ができる程度の

人時●毎週（火）・（木）9時〜13時

●（祝）、毎週（土）・（日）13時〜16

時所東初富テニスコート定5・6人

入5,000円年20,000円他2回ま

で体験可申戸髙☎080・9892・

7018

▶YYC
バドミントン。対初級者時毎週（火）

19時から所福太郎アリーナ定若干

名入1,000円月1,000円申吉松

☎090・5213・0967

▶和食シェフの料理講習会
時月2回10時〜13時所粟野コミュ

ニティセンター定5人費1回2,000

円申種田☎090・4539・7105

▶鎌ケ谷太極拳クラブ
時毎週（土）19時〜21時所鎌ケ谷

中学校体育館入1,000円月3,000

円持上履き申佐藤☎080・5542・

4980

▶さざんか
カラオケ。対女性時第1（月）10時〜

12時所東部学習センター定5・6人

入1,000円月1,000円申田口

☎444・3505

▶男の料理教室
対男性時第2（木）9時30分〜12時

会員募集催しなど
▶陳式太極拳無料体験講習会
時7月6日・13日の各（土）18時30分〜

19時30分所鎌ケ谷中学校体育館持上

履き問鎌ケ谷太極拳クラブ 佐藤☎080・

5542・4980

▶初夏のバスハイク
館山野鳥の森、渚の博物館などの見学と

ウォーキングの初歩。対55歳以上で日

頃歩いている人時7月16日（火）8時

コープ鎌ケ谷店向かいのくすりの福太

郎前出発〜18時定40人（新規参加者優

先）費バス代・昼食代など4,500円申中

央ウォーキング協会 笠原☎・ｆ443・

3813

▶チャリティ「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7月

21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

▶第12回サマーコンサート
アコーディオン、ギター、サックスなど

の演奏会。時7月15日（月）13時から

（12時30分開場）所南部公民館定100

人（当日先着順）問楽器を楽しむ会 粟

野☎444・5937

▶鎌ケ谷パレットの会 第25回絵画展
時7月21日（日）〜27日（土）（初日は13

時から、最終日は16時まで）所きらり

鎌ケ谷市民会館ロビー問同会 藤田

☎444・7433

市民ボランティア体験学習（前期）
高校生以上向け

対象

申し込み

日程

日程

その他

令和元年（2019年）7月1日号広報広報 お知らせ・伝言板 5

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



内ロープ遊び（綱渡り・ブランコ）、竹

馬、バンブーダンス、竹の水鉄砲づくり

対小学生（3年生以下は保護者同伴）

時7月14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

　金婚式を祝して記念品を贈呈します。

対昭和44年9月1日〜45年8月31日

の間に結婚（入籍）した市内在住の夫

婦（44年8月31日以前に結婚し、過去

に申請していない人も含む）

申7月31日（水）までに戸籍謄本（3カ

月以内に交付されたもの）を高齢者支

援課窓口（総合福祉保健センター2階）

へ持参

問同課☎445・1375

結婚50年目を迎えるご夫婦へ
〜記念品を贈呈します〜

　小さな木の笛「コカリナ」で、簡単な

曲を演奏して楽しみます。

対市内在住で小学生以上の人（初心者

歓迎）

時9月14日・21日、10月5日、11月9

日、12月14日、2年1月18日、2月8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）

他●コカリナの貸し出し可

　●まなびぃ100対象

師初富小学校きらり先生の秋山晃子

さん

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19日（金）まで（消印有効）に初富小

学校ゆ〒273-0122東初富1-20-1

問初富小学校☎445・2321

コミュニティスクール オープンセミ
ナー「コカリナ教室」

内①展示（東京大空襲・沖縄・中学生

　　の長崎訪問の感想文・短歌・絵手

　　紙・絵画など）

　②紙芝居「東京大空襲」、みんなで歌

　　おう、映画の上映など

時①＝7月18日（木）〜20日（土）の各

　　　9時〜17時（初日は13時から）

　②＝7月20日（土）13時30分〜16

　　　時30分

所きらり鎌ケ谷市民会館

問鎌ケ谷平和イベント実行委員会 今

度☎445・4549

2019鎌ケ谷平和イベント

対中学生・高校生

時7月31日（水）9時30分千葉地方裁

判所松戸支部集合〜16時

定20人（申込先着順）

申7月4日（木）9時以降に県弁護士会

松戸支部☎047・366・1211

夏休み中学生・高校生模擬裁判

　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上

時7月20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

　　　未来のごみ箱

対県内の小学生

　　　　八つ切り画用紙（1人1作品）

　　　　9月20日（金）まで（必着）

他応募方法など詳しくは、同コンクー

ルホームページをご覧ください

問同コンクール事務局☎043・242・

6810

第14回夏休みエコ絵画コンクール

　8月11日（日）開催予定の「第4回か

まがやの花火」のブース出店者と協賛

金を募集しています。協賛金は、個人

の場合1口5,000円から、法人の場合

2口10,000円からで、口数に応じて

協賛席と駐車券を用意します。いずれ

も、申し込みなど詳しくは、かまがや

の花火2019ホームページをご覧くだ

さい。

問●出店者について＝かまがやの花火

　　実行委員会事務局ｍfood@kama

　　gayanohanabi.com

　●協賛金について＝同事務局☎445・

　　8811

第4回かまがやの花火 出店者・協賛金

保育

内講話とグループディスカッション

対子育て中の人

時7月10日（水）10時30分〜12時

所中央公民館

定30人（申込先着順）

費200円

　　あり（要申込）

申家庭倫理の会鎌ケ谷市 高橋☎080・

1185・5073

子育てセミナー

対市内で昭和56年5月31日以前に木

造在来工法・枠組み壁工法により建築

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

のもの）

※建築年、工法などが分からない場合

　はご連絡ください

時7月27日（土）10時〜15時（1件に

つき40分程度）

所東初富公民館

持住宅の平面図など

申7月8日（月）までに建築住宅課

☎445・1466／ｍsidou@city.kama

gaya.chiba.jp

木造住宅耐震改修等補助制度

　耐震改修などにかかる費用につい

て最大60万円の補助（条件あり）を

行っています。詳しくはお問い合わせ

ください。

問同課☎445・1466

無料耐震相談会

発売期間
抽せん日
当せん金

　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

宝くじ売場で購入してください。

　　　　7月2日（火）〜8月2日（金）

　　　　8月14日（水）　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3,000万

円）も同時発売

サマージャンボ宝くじ

内家具・靴・木工品・バーベキューコン

ロ・せっけんなどの販売

所アクロスモール新鎌ケ谷２階

時7月5日（金）〜7日（日）の各10時〜

18時

問千葉刑務所作業部門☎043・232・

6079

刑務所作業製品 即売会

イベント

情報ひろば お知らせ・相談

募集

        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

定員 費用
場所

講師

注意

その他
持ち物

　　下表参照

　　市内在住・在勤・在学の人　　　　まなびぃプラザ3階 研修室2

　　各26人（申込先着順）　　　　　　各1,000円（返金不可）

　　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

内 容

Excel応用編

Ｗeb画面操作と検索・調査

日 時

7/11(木)・12(金)

13：30〜16：30

7/18(木)・19（金）

13：30〜16：30

対象

 Eメール☎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

きらり☆シネマvol.13
「探偵物語」

テーマ

作品規画
締め切り

　ドジな中年探偵（松田優作）とお嬢様女子大生（薬師丸ひろ子）コンビ

が、本物の殺人事件に巻き込まれて犯人探しに奔走するが…。

　　8月3日（土）

●10時から（9時30分開場） 

●14時から（13時30分開場）

　　500円

　　各回5人（申込先着順）

　　　●全席指定

　　　●親子席（8席。申込先着順）

　　　　に限り未就学児入場可

費用

その他

日時

保育
申込番号・講座名

　　Excelレベルアップ講座

　　インターネット講座

10

11

講座・講演

　南米ウルグアイで活動した市内出

身の添野良一さんが、現地の様子や国

際協力の現場について紹介します。

時7月17日（水）10時〜11時30分

所東初富公民館

定50人（申込先着順）

他まなびぃ100対象

申東初富公民館☎446・5555

JICAシニア海外ボランティア活動
報告「国際協力の現場 〜異文化に
暮らして日本が分かる〜」

首都モンテビデオにあるサルボ宮殿

服装

対4〜12歳の子どもと保護者

時7月28日（日）13時〜16時30分

（12時30分〜12時45分受け付け）

所福太郎アリーナ

持室内用運動靴または上履き・タオ

ル・飲み物

　　動きやすい服装

問市ドッジボール協会 嶋津ｍkama

gaya_ca@yahoo.co.jp／☎090・

9822・3276

親子でドッジボール

スポーツ 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。

油絵用イーゼル

120号まで対応、木製（高さ調

整可）、縦160cm、横60cm。格

安で。

問19時以降に坂本☎445・

9510

ゆずります
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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

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

　：1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　　　　　　　　　　　　　　●南初富・道野辺中央・北中沢・粟野＝20日（土）（利用申し込みの

受け付けのみ実施）、21日（日）　　　　　　　　　　 ●中央・くぬぎ山＝5日（金）　●粟野＝5日（金）・20日（土）・21日（日）　●北中沢＝1日（月）・20日（土）・21日（日）　●南＝5日（金）、19日

（金）16時から

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

①③＝まなびぃプラザ　②＝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

設なしねっと☎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）、15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=31日（水）

（南部・北部公民館のみ＝20日（土）・21日（日）・31日（水））　●図書館＝毎週（月）（15日を除く）、16

日（火）・31日（水）　●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）＝3日

（水）　●郷土資料館＝毎週（月）、16日（火）

!7月のお知らせ

8日（月）13時〜15時

10日（水）10時〜12時

8日（月）13時〜16時

25日（木）13時〜16時

11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）

16日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

毎週（火）（30日を除く）の

各13時〜17時 ①18日（木）18時〜20時30分

②21日（日）13時〜15時30分

③23日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

9日（火）14時から

24日（水）14時から

9日（火）13時〜15時

12日（金）9時30分から

16日（火）9時15分から

10日（水）９時30分から

23日（火）９時から

毎週（月）〜（金）９時〜17時

各児童センターの休み

各コミュニティセンターの休み

交通事故相談　 ※1予 19日（金）10時〜15時

赤十字奉仕団による救急法講習会
　7月15日（月）は祝日ですが、平常どおりの収集

を行います。なお、クリーンセンターしらさぎへの

持ち込みはできません。

ピアサポート相談 予

●7月17日（水）＝　　

●8月7日（水）＝

　＝9時30分〜10時30分

　＝17時15分〜18時15分夜

朝

朝

朝 夜

　近年、熱中症は夜間や屋内

を含め、子どもから高齢者ま

で幅広い年齢層で発症して

います。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

7月は熱中症予防月間
〜暑い夏、熱中症に注意！〜

　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。

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11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〜

介護者教室「老人ホームについて」
　老人ホームの類型・必要な経費・入居までの流

れなどの疑問に答えます。

対市内在住・在勤の人（介護をしていない人も可）

時7月19日（金）14時〜15時30分

所総合福祉保健センター3階

定20人（申込先着順）

師（株）シニアホーム相談センター

申●西部地域包括支援センター☎441・2007

　●高齢者支援課☎445・1384

栄養士による個別相談
時7月19日（金）・25日（木）の各9時〜12時、11

日（木）・30日（火）の各13時30分〜16時30分

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

　成長期に必要な栄養の取り方について実習を

通じて学びましょう。また、料理をする楽しさや

作り手への感謝の気持ちを育みます。

内小学生の食事・間食に関する話、調理実習

対市内在住の小学生と親

時8月8日（木）10時〜13時30分

所総合福祉保健センター3階

定18組（2人1組）　師市管理栄養士

持筆記用具・エプロン・三角巾・食器拭き用布巾4枚

　　未就学児、先着5人（7月29日（月）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「小学生親子クッキング」

保育

祝日などのごみの収集・自己搬入

●初　小＝1日(月)　　　　●南部小＝4日(木)

●道　小＝8日(月)　　　　●中部小＝10日(水)

●鎌　小＝12日(金)　　　　●北部小＝16日(火）

●五　小＝17日(水)　　　 ●東部小＝22日(月)

●西部小＝25日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

7月の有価物回収

問社会福祉課☎445・1286　　　7月13日（土）

　　総合福祉保健センター6階

　　日本赤十字社千葉県支部の指導員

場所
講師

日にち

一日赤十字講習会

　　●AEDを使っての実技体験

　　●非常食の試食

　　10時〜12時(9時15分から

受け付け）

　　100人

　　　筆記用具

内容

定員

時間

持ち物

パパママ救急法講習会

　　講義「予期しない子どもの事故やけがなどの

応急手当」と実技（心肺蘇生法など）

　　未就学児の親

　　13時〜15時30分（12時30分から受け付け）

　　20組40人（1人での参加可。申込先着順）

　　未就学児、先着20人

　　　　社会福祉課☎445・1286

内容

定員
時間

申し込み
保育

対象

令和元年（2019年）7月1日号広報広報 健康・福祉・7 月のお知らせ 7



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）7月1日号

住民基本台帳人口      110,055人（前月比+54）

男　54,400人　女　55,655人

世帯数　 49,689世帯（前月比+84）

〔R1.6.1現在〕

8

　今年も相馬野馬追騎馬武者行列の他、盛りだくさんのイベントを実施する
予定です。次の四つで市民まつりを盛り上げてくれる人を募集します。
　詳しくは、鎌ケ谷市民まつりホームページをご覧ください。

共
通
事
項

※：7月1日(月)は休館のため、2日(火)から申し込み受け付け

　私たちの生活の身近な問題である「お金」や「ごみ」のことについて一緒に

学ぼう！

    ①ごみの捨て方講座

    ②お金の使い方講座

    小学生（保護者同伴可）

    各日20人（申込先着順）

        各会場に電話または、商工振興課窓口（市役所2階）／☎445・

1240

くぼたまさと さん

夏のお楽しみ会「くぼたまさと工作ショー」夏のお楽しみ会「くぼたまさと工作ショー」

夏休みこども消費生活講座夏休みこども消費生活講座夏休みはみんなで粟野の森へ行ってみよう！夏休みはみんなで粟野の森へ行ってみよう！

楽しく
学ぼう！

7/24（水）14：00〜15：30

7/26（金）10：00〜11：30

8/ 7（水）14：00〜15：30

8/23（金）14：00〜15：30

8/30（金）10：00〜11：30

北中沢児童センター

中央児童センター

粟野児童センター

南児童センター

中央児童センター

☎442・2011※

☎444・0144

☎441・7066

☎438・5040

☎444・0144

日　時 場　所 電話番号内容

①

②

夏休みこども環境講座

ママ・パパにも大人気！

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、昆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27日（土）9時30分粟野コミュニティ

センター集合〜12時（荒天中止）

    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

    長袖・長ズボン・帽子

     虫捕り網・虫かご（お持ちの場

合）、タオル、水筒

      まなびぃ100対象

        環境課☎445・1227

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、植物の優しい色で染め物づくりをしてみ

よう！

    市内在住の小学生（保護者同伴可）

    7月30日（火）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

    汚れてもよいもので、長袖・長ズボン・

帽子

      上履き、タオル、水筒、ビニール袋、筆記用具

      まなびぃ100対象

        7月16日(火)以降に、粟野児童センター☎441・7066

       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

配布する申込書に記入して、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

       ❶❷＝7月31日（水）まで　❸❹＝8月16日（金）まで

10月12日（土）に
新鎌ケ谷地区で開催

ステージ出演 フリーバザール出店

    市内で活動している団体

(個人不可)

    市民・市内団体などを優先

      

　グランプリを決める食の祭典！    

　　市内飲食店

　　　8,000円

　　市内在住の小学生

（目安：身長100〜120cm程度）

      1,000円参加費

KAMA-1グランプリ出店
カ マ ワ ン

子ども甲冑武者行列 参加

鎌ケ谷

市民まつり

ホームページ

対象
　会場を盛り上げよう！ 対象

対象出店料
出店料

申し込み

申込締切

対象

対象

日時

日時

場所

場所

定員

定員

費用
講師

講師

服装

服装

持ち物

持ち物

その他

その他
申し込み

申し込み

内容

対象
定員

日時

注意
場所

申し込み

皆さんが
まつりの主役です！

対象

昨年好評につき、

今年も実施決定！

●4ｍ×3ｍ＝4,000円から

●3ｍ×2ｍ＝2,000円から 

第45回  鎌ケ谷市民まつり出演・出店者など募集
問市民まつり実行委員会事務局（市民活動推進課内）☎445・1252

問商工振興課☎445・1240

　くぼたまさとさんの楽しいおしゃべりと、身近な

ものを使った工作ショーです。かまたんもやってく

るよ！

    7月19日（金）15時〜15時40分

    南児童センター プレイルーム

    車での来館はご遠慮ください

問南児童センター☎438・5040
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