
特定保健指導　利用者の声❶自己負担金1,000円で受けられる！
　通常なら9,000円程度する検査項目を、約1割の自己負担で受けることができます。

毎年受けるとさらにお得！
　前年度に鎌ケ谷市の特定健診を受けた人、または今年度40歳になり初めて特定

健診の対象となる人は、「ワンコイン受診」の対象となり、自己負担額が500円にな

るため、さらにお得です。毎年受診しましょう！（前年度市民税非課税世帯は無料）

❷体の変化に気付くことができる！
　生活習慣病で自覚症状が出るときは、すでに動

脈硬化が進行している状態です。特定健診は、そ

んな生活習慣病へのリスクが数値で分かります。

　現在通院中の人も、特定健診を受けることで、思

いがけない病気の早期発見につながることがあ

ります。土日受診ができる医療機関もあるので、

元気に活躍し続けるために、お得な特定健診をご

利用ください!

特定健康診査(特定健診）とは
　40〜74歳の国民健康保険加入者（通院中の人を含む）を対象に年1回（受診期間は6月〜

12月）、医療機関で受けられる健康診査です。対象者には、5月下旬に受診券を送りました。

　29年度特定健診の市内の受診率は36.9%と、県平均の40.1%よりも低い状況です。

　「まだまだ健康だ」と思っている人も、特定健診でセルフチェックをしましょう。

　特定健診の代わりに人間ドック等を受ける場合は、費用に対して助成制度

も行っています。助成額は、人間ドック等費用の2分の1（上限15,000円）で、

事前の申し込みが必要です。詳しくは、お問い合わせください。

人間ドック等の助成制度をご存じですか？

画像提供：Tokyo 2020

オリンピック聖火リレートーチ

問県開催準備課☎043・223・3488

☎043・223・3489

　東京2020オリンピック聖火リレーは全国を回り、千葉県では令

和2年7月2日（木）〜4日（土）に実施されます。県では、県内を走行

する約240人の聖火ランナーのうち、33人を募集しています。

　オリンピック聖火ランナーとして千葉県で走りたいという熱い気

持ちを持つ皆さん、応募してみませんか？

定員33人

申し込み8月31日（土）までに、県ホームページ応募フォーム、または

市役所1階総合案内などで配布する応募用紙（リーフレット兼用）に

記入して特定記録で、千葉県オリン

ピック聖火ランナー応募事務局ゆ

〒262-8691千葉県花見川郵便局私書

箱10号

※応募方法など詳しくは、県ホーム

　ページまたはリーフレットをご覧

　ください

注意 必ずしも希望する市町村を走行で

きるものではありません

東京２０２０オリンピック聖火ランナー募集中

あなたも聖火ランナーになれるチャンス

40～74歳の
問保険年金課☎445・1418

ミニ試食体験型指導コースに参加したNさん
　電子レンジだけで作れる、栄養バランスが良いメ
ニューの作り方や試食が参考になり、「無理なく楽しく
減量をしてみよう」と思えました。

じっくり個別指導コースに参加したSさん
　管理栄養士さんとお話しして、ついついお菓子を食べ過ぎ
ていることに気が付き、食事方法を見直すきっかけになりま
した。また、やる気が下がってきた頃に電話で応援をしてくれ
るので、目標を継続できました。

　特定健康診査で一定の基準を超え

た人を対象に、保健師・管理栄養士が

生活習慣の改善をサポートします。

特定健診受けないなんて

健康グッズプレゼント付
き

知ってる？
特定保健指導

もったいない！

動脈硬化のすすみ方

市役所、小・中学校などが
敷地内全面禁煙に
市役所、小・中学校

全面禁煙

「望まない受動喫煙」防止のため、ご理解ご協力を「望まない受動喫煙」

　健康増進法の改正に伴い、7月1日から次の施設が敷

地内全面禁煙の対象になりました。今まで設置してい

た喫煙所も撤去しましたので、ご注意ください。

敷地内全面禁煙公共施設

●市役所本庁舎

●総合福祉保健センター

●公立小・中学校

●公立保育園

●児童センター

●子育て支援センター

●こども発達センター

●放課後児童クラブ

※2年4月1日の健康増進法全面施行に向け

 て、公民館・コミュニティセンターなど、す

 でに屋内禁煙になっている施設の対応も

 推進していきます

問健康増進課☎445・1405

７月１日
から

　鎌ケ谷市の喫煙禁止区域

では「加熱式たばこ」および

「電子たばこ」の使用も規制の

対象とします。

　また、施設周辺での路上喫

煙は近隣の皆さんの迷惑に

なるので、ご遠慮ください。

ご注意ください

国民健康保険
加入者の皆さん！

プラーク
（コレステロールなど）

詳しくは
市ホームページへ

主な内容

令 和 元 年（ 2 0 19 年 ）
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問市民会館☎441・3377

問高齢者支援課☎445・1384

場所

申し込み

その他

日時

　きらりかまがや第3回アーティスト発掘プロジェ

クトの出場者を募集します。あなたのオリジナル曲

をきらりホールの舞台で発表しませんか？

　ジャンルは「アコースティック」で、ギターを使った

弾き語りはもちろん、ピアノの独奏、管・弦楽器の

アンサンブルなど出場の形式はさまざまです（電子

的な機器・装置を使った楽器の使用はできません）。

　　2年2月16日（日）14時〜16時30分（予定）

　　きらりホール

　　　出場条件など詳しくは、募集要項をご覧くだ

さい

　　　　きらりかまがやホームページおよび、きらり

鎌ケ谷市民会館・学習センター（各公民館）で配布

する申込書に記入し、その他必要書類を添付して、

10月31日（木）17時まで（必着）に市民会館ゆ〒273-

0101富岡1-1-3／窓口に持参（書類選考後、通過者

（8組程度）へ11月中旬ごろに連絡します）

　関節の痛みで悩んでいる人に、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、医師から運動の制

限を受けていない人

（昨年度の柔体操参加者は参加できません）きらりかまがや
 第3回アーティスト発掘プロジェクト

出場者 募集！

☎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.14

「ふたたび SWING ME AGAIN」

　物語の舞台は神戸。ジャズトランペッター、

貴島健三郎（財津一郎）は、青春時代にジャズ

バンドを組んでいた仲間ともう一度セッショ

ンをしたいと、孫の大翔（鈴木亮平）と仲間を

訪ねる人生最後の旅へと出掛けることを決意

したのだが…。

費用
その他

日時

保育

　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カ所で行っ

ています。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した。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。

問市選挙管理委員会事務局☎445･1539
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

 不在者投票

　他の市区町村での投票、病院や施設で

の投票、郵便による投票があります。希望

する場合は、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」

　きらりと輝く
アーティスト発掘！

　　9月14日（土）●10時から（9時30分開

場）　●14時から（13時30分開場）

　　500円　　　各回先着5人（要申込）

　　　●全席指定

●親子席（先着8席。

　要予約）に限り未

　就学児入場可

対象 申し込み

日程など

会 場

鎌ケ谷道野辺整骨院（道野辺中央3丁目）

道野辺整骨院（道野辺中央3丁目）

鎌ケ谷接骨院（道野辺中央1丁目）

塚越接骨院（中央2丁目）

富田接骨院（初富本町2丁目）

祥和鍼灸整骨院（新鎌ケ谷4丁目）

東中沢整骨院（東中沢2丁目）

伊藤整骨院（東道野辺7丁目）

大仏整骨院（鎌ケ谷1丁目）

咲が丘整骨院（東初富6丁目）

岡崎整骨院（西佐津間1丁目）

曜日

水

木

日

火

木

水

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

13：00〜14：30

13：00〜14：30

13：15〜14：45

13：00〜14：30

13：00〜14：30

電話番号

404・1171

443・2706

443・0066

404・5558

443・8600

404・1700

442・2320

443・0334

445・0507

404・4527

498・5556

定 員

10人

5人

8人

5人

10人

10人

5人

6人

7人

6人

8人

 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）の朝刊に折り込みました。

※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

 選挙に伴う施設臨時休館など
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・点字投票

　希望する人は、投票所の受付に申し出てください。

  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。

　　　　下表参照（9月から順次開催。週

1回90分。全12回）

　　　　希望する会場へ電話

柔体操参加者 　募集
やわら

市役所1階 市民ホール

投票時間8時30分〜20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

投票期間 7月20日(土)まで

東部学習センター1階

レインボーホール横

投票時間9時〜19時

期日前投票

お知らせ 令和元年（2019年）7月15日号広報広報2

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！



人権擁護委員の就任

第45回記念
市民文化祭 参加者・作品 募集

10月5日（土）～11月10日（日）に開催
　日頃の文化活動の成果を発表してみませんか？

　　原則として市内在住・在勤・在学の人、または市内で活動している人

　　申し込み方法・参加費など詳しくは、「市民文化祭参加募集要項」（文

化・スポーツ課窓口（市役所5階）・各公民館・各コミュニティセンター、

市ホームページで配布）をご確認ください

問市民文化祭実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1528

※内容など詳しくは、各問い合わせ先へ電話

納期限は7月31日（水）納期限は7月31日（水）
●固定資産税・都市計画税 （第2期）

●国民健康保険料　　　　（第2期）

●介護保険料　　　　　　（第2期）

●後期高齢者医療保険料　（第1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

　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!

対象
注意

場所きらりホール

芸能発表会
　舞踊発表。

　　　10月13日（日）

　　2組

　　　　7月30日（火）

問山土井☎080・5445・7842

申込締切
定員
日にち

市民音楽祭
　ロック以外の洋楽の発表。

　　　10月26日（土）

　　　　7月25日（木）

問赤田☎090・4125・0484／新泉

☎04・7193・6482（留守番電話の

場合は、用件・連絡先を要録音）

民謡大会
　民謡（唄・三味線）の発表。

　　　10月27日（日）

　　東部学習センター レインボー

ホール

　　10組

　　　　7月22日（月）

問平栗☎445・7565

申込締切
定員

申込締切
日にち

場所
日にち

場所
申込締切

日にち

場所
申込締切

日にち

チャリティ茶会
　茶席での茶・菓子のお運びといた

だき方体験（点前も可）。

　　　10月27日（日）

　　中央公民館

　　　　7月27日（土）

問細川☎444・9214

囲碁大会
　持ち点数によるクラス別の個人戦。

　　　11月3日（日）

　　総合福祉保健センター

　　　　10月21日（月）

問中村☎090・1855・4139

発表部門 参加部門

申込締切
定員
日にち

申込締切
日にち

申込締切
定員
日にち

ハワイアンダンス発表会
　　　10月20日（日）

　　1団体程度

　　　　7月20日（土）

問川村☎443・0208

箏・三絃・尺八演奏会
　　　11月3日（日）

　　　　7月25日（木）

問北村☎443・3836

洋舞発表会
　　　11月10日（日）

　　7組程度

　　　　7月19日（金）

問小川☎090・4098・6031

展示部門 場所 中央公民館

絵画展
　水墨・水彩・油彩・日本画の展示。規

格は0〜30号、1人1点。

　　●展示＝10月5日（土）〜10日（木）

　　●搬入＝10月4日（金）9時〜12時

　　●搬出＝10月10日（木）16時〜

　　　16時30分

　　　　7月27日（土）

問白戸☎090・8874・0655

申込締切

日時

華道展
　1人1点。

　　●展示＝10月12日（土）〜13日（日）

　　●生け込み＝10月11日（金）13時〜

　　　18時

　　●搬出＝10月13日（日）16時から

　　　　7月22日（月）

問大場☎446・1619

手工芸展
　手作りで展示可能なもの。

　　●展示＝10月15日（火）〜20日（日）

　　●搬入＝10月14日（月）10時〜

　　　17時

　　●搬出＝10月20日（日）16時〜

　　　17時

　　　　7月25日（木）

問坂下☎080・5026・9095

申込締切

日時

申込締切

日時

書道展
　1人1点。

　　●展示＝10月21日（月）〜27日（日）

　　●搬入＝10月21日（月）9時から

　　●搬出＝10月27日（日）16時から

　　　　7月21日（日）に中央公民館で

問19時以降に松下☎442・5332

川柳展
　1人2点まで。

　　●展示＝10月28日（月）〜11月3

　　　日（日）

　　●搬入＝10月28日（月）10時〜

　　　12時

　　●搬出＝11月3日（日）16時〜17時

　　　　10月19日（土）

問吉田☎443・4552

申し込み

日時

申込締切

日時

盆栽展
　　●展示＝11月1日（金）〜3日（日）

　　●搬入＝11月1日（金）9時から

　　●搬出＝11月3日（日）16時から

　　　　9月29日（日）

問皆川☎090・9135・1361

写真展
　1人1点。

　　四つ切り以上A3ノビ（半切り）

までのカラーまたはモノクロ作品

　　●展示＝11月5日（火）〜10日（日）

　　●搬入＝11月4日（月）14時〜15時

　　●搬出＝11月10日（日）16時〜

　　　16時30分

　　　　7月26日（金）

問久野☎445・7230

申込締切

規格

日時

申込締切

日時

　市制記念公園、貝柄山公園の駐車場は次の時

間に利用できます。利用時間外は門が閉まり、

車の出入りができませんのでご注意ください。

市制記念公園
　9時〜17時（7月〜8月は9時〜19時）

貝柄山公園
　7時〜17時30分（5月〜8月は7時〜18時）

　水分を小まめに取るように

して、熱中症に気を付けま

しょう。また、日差しにより遊

具やベンチが熱くなると、やけ

どをする恐れがあります。利

用する前に熱くないか確認し

ましょう。

駐車場の利用時間

遊具などの施設や樹木を大切にする

花火・たき火などの火の使用は禁止

自分のごみは、自分で持ち帰る

ボール遊びは禁止

犬の散歩はリードを付け、ふんを持ち帰る

自転車・バイクなどの乗り入れは禁止

トイレをきれいに使う

早朝・深夜には静かに

駐車場に車を停める時はエンジンを切る

公園利用者以外の駐車禁止

公園
児童遊園

暑い日は、熱中症と遊具での
やけどに気を付けましょう

ルール・マナーを守って楽しく利用しましょう

　篠𠩤　一さん、加郷由里子さんが、7月1日付で法務大臣から

人権擁護委員に委嘱（再任）されました。

　人権擁護委員は、プライバシーの侵害やセクハラ、いじめな

どの人権問題に対する相談や人権擁護などの啓発活動を行っ

ています。

問男女共同参画室☎445・1277

問●公園に関すること＝公園緑地課☎445・1489

　●児童遊園に関すること＝こども支援課☎445・1320
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情報ひろば

　多様な働き方や仕事の探し方、応募

書類の書き方などを学びます。

対おおむね55歳以上の人

時8月14日（水）

　①セミナー＝10時〜12時

　②個別相談＝13時30分〜16時

所市役所地下

定①＝30人（申込先着順）

　②＝4人（申込先着順）

他●②のみの参加不可

　●雇用保険受給者の活動実績にな

　　ります

申7月16日（火）以降に商工振興課

☎445・1240

シニアのためのキャリアデザイン
セミナー＆個別相談会

市役所6階 会議室

対市内在住の小学生〜高校生

時7月22日（月）〜8月27日（火）の各

9時〜17時（（土）・（日）・（祝）を除く）

定40人

他利用時は、会場入り口の受付カード

に記入してください

問契約管財課☎445・1092

かまがやワールドプラザ

対市内在住の小学生

時8月1日（木）〜31日（土）の各9時〜

16時（14日（水）〜16日（金）、21日

（水）･22日（木）を除く）

定14人

問9時〜16時に同プラザ☎442・

1850

夏休みに自習スペースで勉強しませ
んか？

　有効期限が7月31日までの認定証

をお持ちの人へ、更新のお知らせを送

付しました。

　要件に該当し、まだ手続きが済んで

いない場合は、7月31日までに高齢者

支援課窓口（総合福祉保健センター2

階）または郵送で申請してください。

　なお、申請には、申請書（裏面の同意

書に必ず押印）と、金融機関通帳のコ

ピー（表紙の部分と直近の記帳部分）

が必要です。

申同課☎445・1380

介護保険負担限度額認定の更新手続き
〜継続希望の人は忘れずに〜

　キャンペーン期間中に、LEDの室内

照明器具に買い替えた家庭を対象に、

抽選で50人に「食のちばの逸品を発

掘2019」受賞品を差し上げます。

　　　　9月30日（月）まで

　　　　10月7日（月）（消印有効）

他詳しくは、県地域振興事務所で配布

するチラシおよび県ホームページをご

覧ください

問県循環型社会推進課☎043・223・

4645

我が家の照明LED化キャンペーン
2019

内公園の草刈りや清掃、遊具が破損した

ときの連絡、利用者へのマナー指導など

申公園緑地課窓口（市役所4階）へ履

歴書を持参

問同課☎445・1489

公園サポーター
〜40カ所の公園などで団体・個人
が活動中〜

　現在、要介護（要支援）認定を受けて

いる人へ「介護保険負担割合証」を発

送します。有効期間は8月1日から2年

7月31日までです。

　利用者負担割合は所得状況によっ

て1〜3割のいずれかになります。

問高齢者支援課☎445・1380

介護保険利用者負担割合証を発送

犬のしつけ方教室

時①基礎講座＝8月14日（水）、9月10

　　　　　　　日（火）

　②実技講座＝7月20日（土）・24日

　　　　　　　（水）、8月28日（水）、

　　　　　　　9月25日（水）

費②のみ1回3,000円（税抜）

ふれあい広場

　センターの犬や猫との交流会。

時7月20日、12月14日の各（土）

成犬・成猫の譲渡会

時8月1日、9月5日の各（木）

飼い主さがしの会

　犬猫が欲しい人とあげたい飼い主

との出会いの場。

時7月17日、8月21日、9月18日の

各（水）

共通事項

所県動物愛護センター東葛飾支所

（柏市）

申同支所☎04・7191・0050

県動物愛護センターの教室・催し

　高校生たちと一緒に、大津川の生き

物やひまわりの観察、絵はがき作りを

しませんか？夏休みの宿題「自由研究」

にも活用できます。

対市内在住の小学生（保護者同伴可）

時8月9日（金）10時〜12時

所北部公民館

定40人（申込先着順）

師鎌ケ谷西高校 科学部・美術部の皆

さん、大津川水質浄化委員会

持タオル・水筒・筆記用具・絵の具セット

　　汚れてもよい服・帽子

問環境課☎445・1227／北部公民館

窓口

大津川ひまわりフェスタ
〜見て、触って、考えて〜

講座・講演

服装

募集

　学校給食の運営に関わる課題につ

いて審議します。

対市内在住・在勤で応募日現在20歳以

上の、年2回程度の会議に出席できる人

定1人　　　10月1日から2年間

　　日額6,800円

他●他の審議会などの公募による委

　　員との兼職はできません

　●会議は公開で、氏名などが公表さ

　　れます

申作文「学校給食について」（800字

程度、様式自由）と、住所・氏名・生年月

日・性別・電話番号を記入して、8月9

日（金）まで（必着）に学校給食セン

ターゆ〒273-0131軽井沢2049-4／

ｆ445・5680／ｍkyusyoku@city.

kamagaya.chiba.jp／窓口へ持参

問同センター☎445・5640

学校給食センター運営委員会委員

お知らせ・相談

　図書館司書による絵本の読み聞かせ・手遊び・エプロンシアター、人形

劇団「汽車ポッポ」による人形劇。

対小学生以下の親子　時8月21日(水）14時〜15時

所図書館本館　定30組(申込先着順）

申7月15日(月）10時以降に図書館本館☎443・4946

夏休みとしょかんげきじょう 絵本の読み聞かせと人形劇

        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

日時

定員 費用
場所

講師

注意

その他
持ち物

ワード2日間講座（申込番号　 ）

　ワードの基礎を学びます。

　　市内在住・在勤・在学で、簡単な文字入力とマウス操作ができる人

　　7月25日(木）・26日（金)の各13時30分〜16時30分（全2回）

　　まなびぃプラザ3階 研修室2

　　26人（申込先着順）　　　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

対象

 Eメール

12

買替期間
報告期限

　ネット依存の恐ろしさと、予防法を

学びます。

対市内在住・在勤・在学の人（特に青少

年の保護者）

時9月12日（木）10時〜12時

所中央公民館　定40人（申込先着順）

師久里浜医療センター臨床心理士の

三原聡子さん

持筆記用具

　　先着5人（8月31日（土）までに要

申込）

申同館☎445・2012／窓口

家庭教育セミナー
「ネット依存にならないために〜正し
い知識と家庭でできること〜」

保育

任期
報酬

　大阪市で6月28日、29日に

「G20サミット」が開かれました。日

本、米国、ロシア、中国、インド、欧州

連合（EU）など世界のGDPの8割

以上を占める19か国と1地域統合

体の首脳が参加した世界経済の方

向性を決める会議です。

　会議では、貿易やデジタル化など

喫緊の課題のほか、環境、保健など

経済成長に影響するテーマも議論

されました。その中で「女性のエン

パワーメント」についても話し合わ

れました。エンパワーメントとは「力

をつけること」という意味です。

　各国首脳たちは、女性の労働参

加率の向上、女子教育の支援強化、

女性の起業家やビジネスリーダー

の関与の重要性を指摘しました。女

性がどんどん社会に参画して十分

能力を発揮できる世界にしようと

いうことです。このG20サミットで

話し合われたテーマは鎌ケ谷市も

積極的に取り組んでいます。

　その一つが、市の女性職員の管

理職（課長相当職以上）への登用で

す。平成30年4月時点の女性管理

職は18人で全管理職に占める割合

は20.7％。千葉県内37市の中では

トップで、2割を超えたのは鎌ケ谷

市だけです。今年4月の人事異動で

も市初の女性部長2人を含め19人

の女性管理職が誕生し、割合は

21.8％にアップしました。

　男女間で差別があってはならな

いのは人権尊重の面から当然です。

あらゆる分野で女性が男性と対等

の立場で活動できる社会を目指さ

なければいけません。特に、少子高

齢化に伴い労働力不足が懸念され

る日本では、働く場で女性がより一

層活躍できるようにする必要があ

ります。女性の潜在能力を生かす

ため、意思決定に携わる管理職へ

の登用も不可欠です。

　鎌ケ谷市は今後も管理職登用を

含め、女性が活躍できる場づくりに

努めていきます。

（市魅力発信アドバイザー）

対小学生（3年生以上推奨）

時8月2日（金）14時〜16時

所東部学習センター　定20人

申7月16日（火）以

降に南児童センター

☎438・5040

夏休み こども体験教室
「たのしく実験！色を分けてみよう」

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。

ガラスケース入り五月人形

取りに来られる人に無料で。

問17時以降に佐藤☎446・7868

ゆずります

図書館ボード図書館ボード
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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

　「地産地消」や「市内で採れる食材」にまつわり、

独創性・ユーモア・啓発性がある川柳を募集します。

　　応募者自身が創作し、未発表であること

▶心思踊西華流
日本舞踊。対成人女性時第1・3

（火）13時〜16時所粟野コミュニ

ティセンター定5人月4,000円

申種田☎090・4539・7105

▶清心書道会
時第1・3（木）19時〜21時所東部

学習センター定若干名月1,500

円申山岡☎445・9168

▶楽しく描こう会
水彩画教室。時第1・2・4（木）10

時〜14時所中央公民館定3人

入 1,000円月 500円申但野

☎090・4386・3410

▶鎌ケ谷少年少女合唱団
対 5歳〜中学生（保護者同伴）

時（土）17時〜19時（不定期）所中

央公民館入2,500円月3,000円

費1,000円（年2回）申山口☎412・

6366

▶鎌ケ谷詩吟友の会
対初心者歓迎時第1・3（金）13

時30分〜15時30分所中央公民

館定若干名月2,000円申中谷

☎445・8600

会員募集催しなど
▶非核・平和を祈念する市民の集い
原爆投下の日時に合わせ、黙とうと献花を行います。時①8

月6日（火）8時集合　②8月9日（金）10時50分集合所①＝

総合福祉保健センター正面 平和祈念碑前　②＝市役所正

面 平和記念像「かたぐるま」前問非核・平和を祈念する市民

の集い 渡邉☎443・4650

▶ゆかた無料着付け講習会
対女性時7月18日（木）14時30分〜16時30分所鎌ケ谷コミュ

ニティセンター定若干名申雅び着付会 小山☎444・6432

▶夏休み 親子でごはんを作ろう
対小学生以下の親子（4年生以上は子どものみの参加も可）

時7月24日（水）10時〜12時30分所粟野コミュニティセン

ター定16人（申込先着順）費親子2人で800円（子どもが2

人目以降は追加料金あり）申友の会鎌ケ谷 多田☎443・

6411

▶月曜無料太極拳教室
対初心者時7月22日・29日の各（月）10時30分〜12時（全

2回）所くぬぎ山コミュニティセンター定10人申ふれあい

太極拳 中村☎090・6520・7768

▶リウマチ懇親会
内親睦・相談・情報交換対リウマチ患者と関係者時8月1日

（木）13時〜15時所市役所地下1階問鎌ケ谷リウマチの会 

澤村☎443・9511

▶和太鼓・篠笛体験
時8月3日（土）13時〜15時所第二中学校コミュニティルー

ム運動室定5人（当日先着順）問鼓調連 有坂☎090・

9241・7179

▶骨盤体操お試し体験
内ゴムチューブで太りにくい体づくり時7月19日、8月2日・

16日・30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円申パル（骨盤体操） 小

川☎446・2941

▶鎌ケ谷写真同好会 写真展
時8月1日（木）〜15日（木）所東部学習センター問同会 斉

藤☎446・8175

▶まいにち英語で話そう会
内外国人の先生と英会話対高校生以上時7月20日、8月3

日・17日・24日の各（土）19時〜21時所東部学習セン

ター定12人（申込先着順）申シンプルライフ 西川☎090・

7811・7783

▶チェコの人形劇映画「クーキー」
対小学校5年生以上時7月28日（日）14時から（13時30分

開場）所東部学習センター定50人（当日先着順）費499円

（高校生以下300円）他日本語字幕付き問シアター酔いど

れ天使 柴崎☎412・9700

▶ヨガふれあい体験
時7月17日・24日、8月7日・21日の各（水）15時30分〜17

時所北部公民館定各10人（申込先着順）申ヨガサークル 菅

原☎444・1930

▶アンサンブル・シャロン第25回記念演奏会
混声合唱。時7月28日（日）14時から（13時30分開場）

所きらりホール定530人（当日先着順）費1,000円問同会 

伊藤☎043・255・7360

東部市民セミナー公開講座
「音楽の楽しさにふれる」
　和太鼓サークルUSAGIによる力強

い演奏をご覧ください。和太鼓を体験

する時間もお楽しみに。小さな子ども

も入場できます。

　　「ＶＩＫＩＮＧ」「太陽」他

時7月25日（木）10時30分〜11時30分

所東部学習センター

定100人（申込先着順）

他まなびぃ100対象

申東部学習センター☎441・0211／

窓口

・・

　原爆写真展と非核平和を願うビデ

オを上映します。

時8月1日（木）〜15日（木）の各8時

30分〜17時

所市役所１階 市民ホール

問行政室☎445・1056

ヒロシマ・ナガサキ原爆写真展
〜忘れない 核兵器の恐ろしさ 
　被爆者の苦しみを〜

　　7月19日（金）8時30分総合福祉

保健センター前集合、9時15分出発〜

帰着後解散

問実行委員会 駒崎☎080・6755・

3711

原水爆禁止鎌ケ谷平和行進

　　①一般男子・一般女子

　　②シニア男子・シニア女子

対①＝高校生以上の人

　②＝45歳以上の人

時9月1日（日）9時から（8時30分受

け付け）

所福太郎テニスコート

費1組2,000円（当日持参）

申8月16日（金）17時までに文化・ス

ポーツ課窓口（市役所5階）／☎445・

1531

問ソフトテニス連盟 前田☎445・

2954

鎌ケ谷オープンソフトテニス大会

スポーツイベント

対健康な人（未就学児は保護者同伴）

時8月1日（木）〜31日（土）の各9時〜

12時と13時〜16時の入れ替え制

所初富小学校・中部小学校

他車での来場はご遠慮ください

問文化・スポーツ課☎445・1531

（（土）・（日）・（祝）の実施可否について

は福太郎アリーナ☎444・8585）

初富小学校・中部小学校のプールを
市民プールとして開放

曲目

日程

種目

食についての川柳・写真 作品募集

食川柳コンクール
問健康増進課☎445・1546

条件

　食べることの楽しみ、喜びが共有できる写真作品を募集します。

　　●写真の大きさが2Lサイズである

　　●応募者自身が撮影し、被写体本

      人の承諾・使用許可を得ている

　　●加工などをしていない　　

　　●未発表である　

　　●他の著作権を侵害しない　

　　●他人の著作物を模倣しない

　　※写る人数は自由

食べる喜び写真コンクール

　　市内在住・在勤・在学の人（親子共同での応募も可）

　　　　　いずれも1人1点

　　　●入賞者は、2年1月18日（土）開催予定の「みんなの食育まつ

　　　　り」で表彰し、賞品としてふるさと産品を贈る予定です

　　　●各応募作品は食育まつり当日に、川柳は作品集として配布、

　　　　写真は会場で展示をする予定です

US　GIによる迫力ある演奏A
・・

共通事項

みんなの食育まつり

　　　　市ホームページおよび健康増進課窓口（総合福

祉保健センター1階）で配布する応募用紙に記入して、9

月6日（金）まで（必着）に同課ゆ〒273-0195／窓口へ

持参 市ホームページ

　広報かまがや7月1日号の8

ページ「夏休みこども消費生活講

座」において、「内容」に誤りがあ

りました。正しくは「①ごみの捨て

方講座 ②お金の使い方講座」で

す。おわびして訂正します。

問商工振興課☎445・1240

おわびと訂正

対象

その他
応募作品数

申し込み

条件
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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

健康だより

　夏の暑い日、1人1台のエアコン使用をやめて涼しい場所に集まり、楽しく快

適に過ごす「クールシェア」。暑い日こそ、涼しい郷土資料館で過ごしませんか？

　　郷土資料館1階 常設展示室

　　　●まなびぃ100対象　

　　　●内容を変更する場合があります

暑い夏は郷土資料館へ行こう！

2019 郷土資料館クールシェア企画

　4月30日に「平成」時代が終わり、5月1日から新しい「令和」の時代

を迎えました。約30年間使用された元号「平成」は、史上4番目に長く

使用された元号でした。この約30年で鎌ケ谷はどのように変わって

いったでしょうか。

　今回のミニ展示では、鎌ケ谷の平成のあゆみを貴重な歴史資料と

写真などで振り返ります。

　　7月27日（土）〜10月6日（日）

　　郷土資料館2階 展示室

鎌ケ谷30年の思い出鎌ケ谷30年の思い出

第22回ミニ展示
「グッド・バイ平成」
第22回ミニ展示

「グッド・バイ平成」

　定期的な検診のきっかけづくりのため、対

象者へ子宮がん・乳がん検診の無料クーポン

券を6月末に送付しました。この機会に検診を

受けましょう。

対●子宮がん検診＝20歳(平成10年4月2日〜

　　11年4月1日生まれ）

　●乳がん検診＝40歳（昭和53年4月2日〜

　　54年4月1日生まれ）

問☎445・1390

子宮がん・乳がん検診無料クーポン
〜届いた人は、内容の確認を〜

　乳幼児から高齢者まで誰でも健康に関す

る相談ができます。

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

時7月19日（金）9時30分〜11時受け付け

所北中沢コミュニティセンター

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

　8020運動を推進するため、丈夫な歯や

かむ力を育てる子ども向けの「健康かみか

み弁当」の献立を募集しています。

対県内在住・在勤・在学の人

他表彰などは11月24日（日）

申県歯科衛生士会ホームページおよび市健康

増進課窓口（総合福祉保健センター1階）で配

布する応募用紙に記入して、9月13日（金）まで

（消印有効）に同課へ郵送

問☎445・1394

「かむ子・のびる子・元気な子」
料理コンクール 献立募集！

日程

場所

日程

場所
期間

日時

その他

グッド・バイ

学芸員による
ギャラリートーク

　　8月1日（木）・16日

（金）、9月15日（日）・25日

（水）、10月1日（火）の各13

時30分〜14時30分

　　　まなびぃ100対象

問郷土資料館☎445・1030

Ⅰ この逸品 
　　〜学芸員が語る郷土資料館の展示・収集資料〜
　　●7月23日（火）　「旧石器時代の鎌ケ谷 〜東林跡遺跡の石器を見る〜」

　　●8月13日（火）　「縄文時代の鎌ケ谷 〜石器から見る暮らし〜」

　　●8月18日（日）　「文献資料から見る日清・日露戦争」

　　●8月31日（土）　「鎌ケ谷に水田があった頃の農具」

　　※いずれも13時30分〜15時ごろ

Ⅱ 50年前にプレイバック 
　　〜昭和40年代の歴史とEP盤レコードで聞くヒット曲〜
　　●7月24日（水）　昭和41〜42年の歴史

　　●8月 4日（日）　昭和43〜44年の歴史

　　●8月 8日（木）　昭和45〜46年の歴史

　　●8月17日（土）　昭和47〜48年の歴史

　　●8月30日（金）　昭和49〜50年の歴史

　　※いずれも13時30分〜15時ごろ

「思いやりを行動へ」 
～やさしい気持ちを届けよう～

　　小学校4年生〜大学生

　　　●希望者には「活動証明書」を発行　●まなびぃ100対象

　　　　各体験日の2日前までにボランティアセンター☎442・2940／ｆ446・4545

夏休み福祉体験
対象
その他

その他

申し込み

日時

8/8（木）
13:30〜15:00

場所

総合福祉保健センター
4階 遊戯室

総合福祉保健センター
6階 

リーベン鎌ケ谷
(丸山)

ケアセンターそよ風
(初富本町)

内容

施設内での夏祭りイベントスタッフ

団体名

鎌ケ谷おもちゃの図
書館 「あ・そ・ぼ」

ゆうゆう 四季の会

災害救援ボランティア
ネットワーク

鎌ケ谷
点訳友の会

施設ボランティア

手話サークル
「みどりの会」

整理ボランティア
「コスモスの会」

定員

おもちゃの搬入・撤収と、子どもたちと
おもちゃを使った遊び

●使用済み切手の整理作業

●切手の貼り絵体験

聴覚障がい者との交流と手話を体験

点字の読み書き･点字器で点字を書く

段ボールトイレなどの防災グッズ
作り、いつでも役立つロープワーク

車いす・アイマスク・高齢者疑似体験

利用者と折り紙で交流

7/27（土）
12:30〜16:00

7/31（水）
13：00〜15：00

8/1（木）
13：30〜15：00

8/2（金）
10:00〜12:00

8/5（月）
13：00〜16:00

8/7（水）
13：00〜16：00

8/7（水）
13：00〜16：00

5人

5人

5人

10人

20人

15人

20人

15人

●調理前、トイレ後、生肉・魚・卵を扱った後はよく手を洗う
●調理器具は、すぐに洗い流して消毒をし、常に清潔な物を使
　う（生肉・生魚を扱った後は特に注意）

食中毒予防の３原則

●食材の購入時は、保冷剤を入れたエコバッグなどを使用し、
　すぐに持ち帰る
●保存温度は冷蔵庫で10℃以下、冷凍庫で－15℃以下にする
●調理後は長時間室温にさらさない
●食品の解凍は冷蔵庫内か電子レンジで
●一度解凍した食品は再冷凍をしない

●食品を加熱する際は、中心部の温度が1分以上75℃になる
　よう、十分に加熱する
●電子レンジでの加熱不足に注意し、熱の伝わりにくい物は
　時々かき混ぜながら加熱する

付
け
な
い

増
や
さ
な
い

や
っ
つ
け
る

　夏場は食中毒菌が増えや

すく、食中毒の発生が多い時

期です。通常の「腐敗」とは違

い、臭いや形状では分からな

いこともあります。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。食中毒菌に対

する次の原則を守り、食中毒

予防に取り組みましょう。

健康増進課

食中毒にご用心！

レコードならではの音色に耳を傾けよう

市役所屋上から望む新鎌ケ谷地区
（平成15年）
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日 時 場 所 内 容 その他

８
月

日 時 場 所 内 容 その他

７
月

3日（土）
17時〜21時

イ店盆

イ

3日（土）
17時30分〜21時30分

3日（土）
18時〜21時

イ
3日（土）・4日（日）
18時〜21時

盆 店

イ盆 店

15日（木）
19時〜21時30分

盆

イ
17日（土）
18時〜21時30分

盆

商

商

10日（土）
15時〜21時

イ
10日（土）
17時〜21時

盆 店

20日（土）
16時〜21時

20日（土）
17時30分〜21時

26日（金）・27日（土）
17時〜21時

26日（金）・27日（土）
17時〜21時

27日（土）
17時〜22時

28日（日）
10時〜15時

27日（土）
16時〜21時

イ店

店

18日（日）
9時〜14時

19日（金）・20日（土）
17時〜21時

雨天決行

雨天中止

雨天中止

小雨決行

雨天中止

雨天時
28日（日）

雨天中止

雨天中止

雨天時
21日（日）

商

商

24日（土）
10時〜15時

24日（土）・25日（日）
15時〜20時

盆 店

28日（日）
16時〜20時30分

盆：盆踊り 店：模擬店 輿：みこし

商

：その他のイベントイ

：商店会主催の祭り（その他は、自治会・町会が主催する祭り）

その他駐車場の有無についてはお問い合わせください
申し込み定員の記載があるものは、7月16日（火）9時以降に開催

する各センターに電話（費用の記載があるものは、費用を持参し

て開催する各センター窓口で申し込み）

※　＝まなびぃ100対象

①こども体験教室「絵画」
　絵を描くことを楽しもう！
対象小学校2〜6年生
日時7月24日（水）・25日（木）の各9

時30分〜11時30分
定員8人
費用100円

②こども体験教室「科学工作教室」

共通
事項

ま

中央児童センター 問☎444・0144

　科学工作を楽しもう！
対象小学生（1・2年生は保護者同伴）
日時8月9日（金）10時〜12時
定員30人

⑦こども体験教室「体操教室」
　体操の先生が来るよ！
対象小学生
日時8月19日・26日の各(月)10時〜

11時（1日のみ参加可）
定員25人程度（申込先着順）
持ち物動きやすい服装・上履き・

水筒・汗拭き用タオル

⑧夏のこわいおはなし会

南児童センター 問☎438・5040

　怖い話を聞いて、ひんやりしよう！
対象高校生以下
日時8月6日（火）16時〜16時50分

⑤こんにちは！あかちゃんの会

くぬぎ山児童センター 問☎047・389・1401

　赤ちゃんと遊んだり、赤ちゃんの

お母さんの話を聞いたりしよう！
対象小学生
日時7月31日（水）10時〜11時
定員10人
持ち物エプロン・ハンカチ

⑥こども体験教室「卓球で遊ぼう」
対象小学校3年生以上
日時 7月26日、8月2日・23日の各

（金）10時30分〜11時30分
定員各10人程度（1日から参加可）

⑨こども体験教室「クッキング」

⑩ひょうたん工作

北中沢児童センター 問☎442・2011

ま

　うどん打ちに挑戦しよう！
対象小学生
日時8月3日（土）9時30分〜12時
定員16人
費用300円

　ひょうたんの万華鏡を作ってみよう！
対象 小学生
日時 8月23日（金）

14時〜15時30分
定員 12人
費用 200円

⑫こども体験教室「囲碁・将棋」 ⑬こども体験教室「一輪車」

粟野児童センター 問☎441・7066

ま ま

　囲碁・将棋の基本を教わり、対局

しよう！
日時 7月17日（水）〜19日（金）の

各15時〜16時30分（1日から参

加可）
定員各10人程度

対象初心者で、3日間

参加できる小学生
日時 8月14日（水）〜

16日（金）の各10時〜

11時30分
定員10人（申込先着順）

イオン鎌ケ谷ショッピング
センター駐輪場

マルサングループ
サカイ駐車場

くぬぎ山公園

丸山児童公園

赤い羽根公園

横上公園

三本椚公園

JAとうかつ中央
鎌ケ谷支店

みちる幼稚園グラウンド

店盆

店 イ

イ

盆

店盆

店盆

店盆

イ盆 店

盆

店

イ

盆

北部公民館隣

初富稲荷神社

鎌ケ谷グリーンハイツ
スポーツヤード

ファイターズ
鎌ケ谷スタジアム

鎌ケ谷橋自治会館

軽井沢自治会館前

鎌ケ谷ふじ幼稚園
駐車場

鎌ケ谷小学校校庭

人形の大二朗横駐車場

千葉興業銀行駐車場

横下公園

雨天中止

荒天中止

雨天決行

雨天時
18日（日）

雨天時
16日（金）

雨天時
11日（日）

小雨決行

雨天中止

小雨決行

雨天時
4日（日）

イ店盆
3日（土）・4日（日）
17時〜21時

川慈公園 小雨決行

雨天時
4日（日）

イ店

自治会・町会・商店会の夏祭り夏はお祭りがたくさん！

児童センターの
夏のイベントに参加しよう！

イ店

③こども体験教室「スイーツデコ」
　色々な素材に触れたり工夫したり

しながら本物そっくりのスイーツに

デコレーションしていこう！
対象小学生
日時 8月1日（木）9時30分〜11時

30分
定員20人
費用500円

④こども体験教室「工作広場」
　紙皿でフリスビーを作って、飛ばし

てみよう！
対象小学生
日時 7月24日（水）・25日（木）の各

13時30分〜14時30分
その他材料がなくなり次第終了

ま⑪こども体験教室「絵画工作」
　手作りフレームに砂絵を飾ろう！
対象小学生
日時8月3日（土）14時〜15時30分
定員16人
費用150円

27日（土）・28日（日）
16時〜21時

両日雨天時
29日（月）

荒天中止

27日（土）・28日（日）
17時〜21時

第二新田公園

鎌ケ谷駅周辺

イ

盆 店 イ輿

盆

問各自治会または市民活動推進課☎445・1252［商店会主催の祭り(　 マーク)は市商工会☎443・5565］商
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Eメール

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15日号8

　約20kmのコースを夜通し歩きます。普段、見慣れた街並みも、夜に歩いて

みれば意外な発見があるかも!?

日程9月21日（土）21時市役所集合〜22日（日）7時30分解散（予定）

対象市内在住の小学校４年生〜中学生、成人の保護者

定員100人（多数抽選。保護者の参加は1家族につき1人とする場合あり）

費用1人500円（保険料を含む）

申し込み 住所・氏名・ふりがな・学校名・学年（家

族は年齢）・性別・電話番号・緊急連絡先を記入し

て、8月9日（金）17時までに生涯学習推進課

ｍsyougaku@city.kamagaya.

chiba.jp(グループでの申し込み可)

問市青少年相談員連絡協議会事務局

（生涯学習推進課内）☎498・6101

この日だけは特別に夜更かししちゃおう！

オーバーナイトハイキング2019

内容 ①DVD「鎌ケ谷の梨」「かまたんと行く！

　　　鎌ケ谷の梨トラベル」の鑑賞

　　②市管理栄養士による講義「食育ってなんだろう？」

　　③ファームこがねやの見学、お土産の購入

　　④梨狩り体験、お土産の購入

　小・中学生の夏休みの自由研究におすすめの各種講座を開催します！

参加者にはすてきなプレゼントも用意しています。 

申し込み 問郷土資料館☎445・1030(申し込みは7月17日(水)から受け付け)

鎌ケ谷産の梨食べ放題！！

親子梨狩り体験教室

郷土資料館夏休み子ども講座

　Scratch3.0(プログラミング学習ソフトウェア)を体験してみよう！

対象市内在住の小学生(保護者同伴)

日時8月5日（月）9時30分〜12時

場所まなびぃプラザ3階 研修室2

定員12人（申込先着順）

講師まなびぃパソコン普及会

費用子ども1人500円

その他●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

申し込み7月30日(火)17時までの各日10時〜21時に、まなびぃプラザ

　　　  ☎446・1111／窓口またはｍsyogaisuisin@city.kamagaya.

       chiba.jp

子どもパソコン講座夏休み

郷
土
資
料
館

図
書
館
本
館

郷土資料館たんけん

郷土資料館の裏側を学芸員が案内します。

小学校

３年生〜

  中学生

小・中学生

小学生

7月21日（日）、

8月14日（水）の

各10時〜11時

めざせ！考古学博士

市内の遺跡や遺物について、学芸員がじっくり解説。

鎌ケ谷の考古学博士を目指そう！

7月24日（水）、

8月28日（水）の

各10時〜11時

昔のくらしふれあい広場

普段は触ることができない郷土資料館にある昔の

道具を実際に触ってみよう！

　　20人(申込先着順)定員

大昔の人と同じ方法で布を編み、

コースターを作ろう！

　　15人(申込先着順)定員

まが玉作り

大昔の人が身につけていたアクセサリー

「まが玉」を作ろう！

　　各回30人(申込先着順)

 　　200円

　　汚れてもよいもの

定員

費用

7月27日（土）

10時〜11時10分

あんぎんコースター作り

8月4日（日）

10時〜11時

8月10日（土）

①10時〜11時

②14時〜15時

講座名 対象 日時 場所

服装

市内在住の小学生と親

（父または母）
市内在住の幼稚園児または3歳児以上の

保育園児と、親（父または母）
対象

8月27日（火）9時30分〜13時ごろ 9月8日（日）9時30分〜13時ごろ日時

小川園(くぬぎ山) 大山園(初富)梨園

小学生の部 未就学児の部

定員各15組（2人1組。多数抽選）

申し込み7月31日（水）まで（必着）に、はがきに希望する部（小学生の部また

は未就学児の部）・住所・親子の氏名（ふりがな）・性別・電話番号（日中連絡が

取れる番号）・市役所までの交通手段と、小学生の部の場合は学校名・学

年、未就学児の部は保育所または幼稚園名・年齢を記入して、農業振興課

「親子梨狩り体験教室」係ゆ〒273-0195（結果は後日、当選者に通知）

問農業振興課☎445・1233

　今年のNICO-kama fesステージイベント

は、思いっきり体を動かして歌いながら、親子

で楽しい時間を過ごせる、ドキドキわくわくの

参加型コンサート。

日時8月22日(木)16時〜17時（15時30分開場）

場所きらりホール

定員 470人（多数抽選）

　ＮＨＫ Ｅテレ「ノージーのひらめき工房」に出演中のアー

ティスト。全国各地のコンサートで活躍。親子ライブは、親子向

け雑誌「あんふぁん」におけるアンケート「親が子供に見せたい

コンサート」で1位を獲得。

NICO-kama fes 2019 ステージイベント

ＣＨＩ-ＭＥＹ
プロフィール

チーミー

イベント特集は　　　　　　　に続く！

参加者募集

6・7ページ

申し込み 往復はがきに代表者の住所、参加

希望者全員の氏名・年齢・電話番号、人数

と返信宛先を記入して、8月5日(月)まで（消

印有効）にこども支援課ゆ〒273-0195

他全席指定(返信はがきで通知)

問こども支援課☎445・1320

夏休みの自由研究は郷土資料館で♪

要申込

要申込

要申込

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〕

チーミーのウキウキッズライブ
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