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たっぷり太陽 たっぷり愛情 鎌ケ谷 育ち

梨 のシー
ズンです！

よ
いよい

問農業振興課☎445・1233

梨の収穫時期の目安

鎌ケ谷を代表する農作物である梨。その甘さとみずみずしさから、多くの人
に愛されています。そんな梨が、8月上旬から10月中旬までの収穫シーズンを
迎えました。
直売所からは食べ頃の梨を直送できたり、観光梨園では梨狩りやもぎ取り
が楽しめたりと、鎌ケ谷ならではの光景が市内各所に広がります。

8月
上旬

酸味はなく、
柔らかく、
多汁で甘みが強いです。
根強い人気があります。

8 月 24 日

土

出 店 もイベ ントも盛りだくさん

問文化・スポーツ課☎445・1531

下旬

豊水

上旬

11月
中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

新興
にっこり
王秋

新興
Shinkou

果肉は柔らかめで
ほど良い酸味。
日持ち
がよいのも特徴です。

夏休 み

王秋
Oushu
お正月まで楽しめ、
酸味は少
なく、
さっぱりとした甘さです。

にっこり
Nikkori

果肉はやや粗めで、酸味が
なく上品な甘さです。
上手に保
存すれば、
1カ月は持ちます。

果肉は緻密で柔らかく、
ジューシー。
酸味が少なく、
甘味が強いです。

開催

10 月
中旬

新高
Niitaka

あきづき
Akizuki

果汁が多く、
甘味と酸味のバランス
も良い、
濃厚な味わいです。

上旬

新高

名前のとおり、良い香りと強い
甘みが特徴です。果肉はやや硬
めですが、多汁で食べ応えがあり
ます。主に直売所で出回ります。

豊水
Housui

下旬

あきづき
かおり

かおり
Kaori

幸水
Kousui

9月
中旬

幸水

※成長段階で何度も放射性物質検査を行い、
「検出せず」であることを確認しています

梨の種類を
紹介するたん♪

※気候などにより前後します

お正月用としても出
回ります。
酸味もなく、
甘さが際立ちます。

いろんな梨が
あるたん♪

地域で見守る 子どもの笑顔

青パトが市内をくまなく巡回中！
問●安全対策課☎445・1285
●学務保健室☎445・1501
●青少年センター☎445・4393

イースタン・リーグ公式戦が開催される日に合わせて、先着1,000人に
鎌ケ谷特産の梨をプレゼントします。
試合 対 横浜DeNAベイスターズ 日時 8月24日
（土）13時から
場所 ファイターズ鎌ケ谷スタジアム
費用 ●一般＝1,500円 ●4歳〜小学校6年生＝500円
（4歳未満は無料）

内外野共 通自由席引換券プレゼント
当日のみ有効の引換券700枚を次の場所で開館時間内に配布します
（1人2枚まで。先着順）。
場所 くぬぎ山・北中沢・粟野コミュニティセンター、
まなびぃプラザ、
学習セン
ター（各公民館）、福太郎アリーナ、弓道場・アーチェリー場、文化・スポーツ
課窓口（市役所5階）

鎌ケ谷市をPRする看板広告を設置
市外・県外から多くの人が訪れているファイターズ鎌ケ谷スタジアム。
この貴重な地域資源を生かし、
たくさんの人に
「鎌ケ谷市の良さ」
を知っ
てもらうため、鎌ケ谷市の魅
力、観光スポットを集めた看
板を外周 選 手通 用口（三 塁
側）
に設置しました。
問広報広聴室☎445・1088

市では、
児童・生徒の安全のために、
地域・学校・警察・関係機関などと連携し、
学校付近や通学路を中心として、
市内各所で見守り活動を実施しています。
特に、
青色回転灯付防犯パトロール車(青パト)での見回りは、
平日・休日に関わらず、
夜
間や深夜も含めた、
幅広い時間帯で巡回を実施しています。
市内で不審者情報な
どが発生した場合は、
その現場周辺を中心とした見守り活動に切り替えたり、
パ
トロールコースを変更したりするなど、
対応を強化しています。
また、
子どもたちが開放的になる夏休みの期間は、
夜間パトロールや各地区の
夏祭りの巡回など、
子どもたちの安全のために、
市を挙げて見回り活動を実施し
ていきます。
地域の皆さんも、
子どもたちの笑顔を守るため、
見守り活動へのご協力をお願
いします。

2 市政情報・お知らせ
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令 和 元 年（ 2 0 1 9 年 ）8 月 1 日 号

危険コンクリートブロック塀等除却推進事業補助金

むだなし君 からのお 願い

ごみステーションは
適正に設置・管理を
市内のごみステーションは、利用している皆さんで
場所を決め、適正な管理をお願いしています。
原則、路上や歩道を避けてごみステーションの設置
をお願いしていますが、やむを得ず路上や歩道に設置
する場合は、ごみの収集後にごみステーションを片付
けましょう。また、交通阻害や安全面で不安が生じる
場合は、ごみステーションの形状変更や移設などの改
善に、ご理解ご協力をお願いします。
問クリーン推進課☎445・1223

ブロック塀除却に伴う生け垣の設置も
補助金の交付対象に追加

問 建築住宅課☎445・1466

通学路や、災害発生時に避難路となる道路などに面する、危険ブロック塀等の除却および除却後に
新たにブロック塀等を設置する工事に、補助金を交付しています。首都直下地震の切迫性が指摘され
ている今こそ、危険なブロック塀等の除却を速やかに行い、災害を防止し、安全で快適なまちづくりを
推進しましょう。
なお、除却に伴い新たに設置するブロック塀等として、生け垣が対象に加わりました。
対象 危険ブロック塀等の所有者または管理者

※危険ブロック塀等について、詳しくはお問い合わせください
補助額 次の経費の2分の1
（いずれも上限10万円）
①危険ブロック塀等の除却
②除却に伴う新たなブロック塀等（高さ1.2ｍ以下の塀、フェンス、門柱および土留め、生け垣）の設置

◀景観に配慮し、衛生的にも視
覚的にも優れているボックス
状のごみステーション。路上や
歩道に設置する場合は、折り畳
み収納式にしましょう。

原爆死没者の冥福を祈り
1分間の黙とうを
原爆で亡くなった人たちの冥福と、世界の恒久平和
を祈って、原爆が投下された時刻から1分間、家庭や職
場で黙とうを捧げられますようお願いします。
日時 ●広島＝8月6日
（火）8時15分から
●長崎＝8月9日（金）11時2分から
問社会福祉課☎445・1286

交通災害共済
会員募集

万一の事故に備えて加入しませんか？
問 道路河川管理課☎445・1457

県市町村交通災害共済は交通事故に遭った際に、加入者に見舞金を支給する制度です。
※相手方への損害賠償などには適用されません
対象 次のいずれかの条件に該当する人
① 鎌ケ谷市に住民登録・外国人登録をしている
② ①の人に扶養されており市外に住んでいる（東京に下宿する学生など）
共済期間 9月1日
（日）〜2年8月31日（月） 費用 年間700円
その他 詳しくは市ホームページをご覧ください
例えば こんな場合に
●歩行中に走ってきた自転車と接触し転倒。
検査のため、
病院に2日通った➡2万円を支給
●自動車同士の衝突事故で緊急搬送され入院。退院後も接骨院に通い、治療が合計80日
に➡15万円を支給
申し込み お近くの出張受け付け、または市役所で申し込みができます（下表参照）。
市役所

出張受け付け
受付時間
9時〜11時

参議院議員通常選挙
開票結果（7月21日執行）

問市選挙管理委員会事務局☎445・1539
鎌ケ谷市分の開票結果は次のとおりです。
選挙区
当日有権者数 92,514人
投票者数
41,815人
投票率
45.20％
候補者名(通称）

党派

得票数

準一

自由民主党

11,022

長浜

ひろゆき

立憲民主党

12,478

豊田

としろう

自由民主党

7,997

石井

かどた
浅野

正則

安楽死制度を考える会
日本共産党

6,360

正幸

NHKから国民を守る党

1,639

平塚

13時30分〜15時30分

8/5
（月） 南初富コミュニティセンター

くぬぎ山コミュニティセンター

8/6
（火） 北中沢コミュニティセンター

東部学習センター

8/7
（水） 道野辺中央コミュニティセンター

南児童センター

8/8
（木） 鎌ケ谷コミュニティセンター

北部公民館

生ごみが減った！
利用者の60%以上の人が実感

党派

生ごみ処理機
補助金額 本体価格
（税抜）の3分の1以内（上限額
20,000円）
コンポスト・ＥＭぼかし
補助金額 本体価格
（税抜）の2分の1以内（上限額
4,000円）
※EMぼかしは、
機器本体が対象です。
ＥＭ菌など
は対象外

補助金制度の利用方法

92,514人
41,814人
45.20％
得票数

9月以降 道路河川管理課窓口（4階）

問クリーン推進課☎445・1223

※届出順

比例代表
当日有権者数
投票者数
投票率

1階エレベーター前

生ごみ処理容器などの購入費を一部補助します

生ごみを乾燥させたり、堆肥にしたりして、生ご
みを減らすことができる機器を購入した人を対象に
補助金を交付します。
生ごみを減量すると、燃やすごみのごみ出しが
楽になるだけでなく、
悪臭や鳥によるごみの散乱を
防ぐこともできます。
対象 1年以内に購入した生ごみ処理容器など

725

ふみ子

8月中

党派

得票数

日本共産党

3951.705

幸福実現党

103.000

自由民主党

13075.245

立憲民主党

9019.138

オリーブの木

115.043

社会民主党

593.000

労働の解放をめざす
労働者党

55.000

公明党

7052.071

NHKから国民を守る党

922.000

国民民主党

1643.333

安楽死制度を考える会

310.000

日本維新の会

2281.000

れいわ新選組

1877.457

指定店で購入する場合
指定店で補助金制度を利用する旨を伝えると、補助金額分を差し引いた金額で購入すること
ができます（身分証明書と印鑑をお持ちください）。
指定店について詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
指定店以外で購入する場合
購入後に、
次のものを持参してクリーン推進課窓口
（市役所1階）
へ申請してください。
持ち物 領収書またはレシート、
身分証明書、
印鑑、
商品の品番が分かるカタログ、
振込用口座の通帳など

利用者の声

台所の臭いが
なくなった

小バエが
少なくなった

※届出順

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！

カラスなどによる
被害が減った

広報
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令 和 元 年（ 2 0 1 9 年 ）8 月 1 日 号

防犯カメラ設置費補助金制度
活用団体を募集
地域の子どもたちの見守り、住宅地などの犯罪抑止および
自主防犯活動の補完を目的として、自主防犯団体が新たに設
置する防犯カメラに対して補助金を交付します。
防犯カメラの設置基準など
●撮影区域の2分の1以上の面積が公道（不特定多数の人が
通行する私道を含む）であって、特定の個人および建物な
どの監視を行わないものとする
●設置場所は警察署との協議を経て選定する
●設置場所の周辺住民の合意を得ている
●撮影した画像は市が管理し、法令に基づき捜査機関に提供
する
●設置団体は、撮影した画像を検索・閲覧・複製することはで
きない
●防犯カメラの維持管理、電気代の支払いは設置団体が行う
対象 平成31年4月以前から継続して自主防犯活動を行ってい
る自主防犯団体（自治会や商店会、防犯パトロール隊など）
実施年度 令和2年度
補助金額 補助対象経費の全額
（1台当たりの補助上限額30万円）
申請期限 9月30日
（月）
その他 申請方法、
防犯カメラの運用基準など詳しくは、お問い
合わせください
問安全対策課☎445・1285

美術鑑賞教室参加者

なし「幸水」共進会 開催

つり
農業ま

地域の防犯力をアップ

募集

写実絵画作品を
鑑賞してみませんか？
ホキ美術館は写実絵画の専門美術館です。写実絵画の第
一人者であり、生前、鎌ケ谷市に在住していた画家の（故）森
本草介さんの作品も展示されています。
この機会に、緻密な写実絵画作品を鑑賞してみませんか？
内容 ●常設展
●企画展「スペインの現代写実絵画 バルセロナ・ヨー
ロッパ近代美術館（MEAM）コレクション」
●ミュージアムトーク（解説員による作品解説）
対象 市内在住の人
日時 8月29日
（木）8時30分市役所出発〜17時帰着（予定）
（市バス利用、現地解散不可）
場所 ホキ美術館
（千葉市）
定員 42人
（多数抽選）
費用 入館料・昼食代など
●一般＝4,515円
●65歳以上・大学生・
高校生＝4,215円
ホキ美術館
●中学生＝3,815円
●小学生以下＝2,915円（保護者同伴）
※事前に文化・スポーツ課窓口（市役所5階）で要支払い
申し込み 往復はがきに代表者の住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・
電話番号（日中連絡を取れる番号。携帯電話可）、
「 美術鑑賞
教室希望」、希望人数（2人まで。記入の無い場合は1人として
受け付け）と返信宛先を記入して、8月7日（水）まで（消印有
効）に文化・スポーツ課 ゆ〒273-0195
※結果ははがきで郵送します。8月20日（火）までに届かない
場合はご連絡ください
問文化・スポーツ課☎445・1528

市内産の幸水を審査します
問農業振興課☎445・1233
問

梨のシーズンのトップバッター「幸水」の共進会を
開催します。出品された梨の販売も行います。
日時 ●審査・展示＝8月15日
（木）9時〜17時、
16日（金）9時〜13時
●即売＝16日（金）12時から
※16日（金）9時から販売整理券の配布を行います
場所 市役所地下 団体研修室

農家さん自慢の梨が並びます

第44回千葉なし味自慢コンテスト 開催！
県内の各産地から集まった、千葉県の梨ナンバーワンを決めるコンテ
ストも開催されます。
日時 ●審査＝8月10日
（土）10時〜15時
●審査・展示＝11日（日）11時〜15時
●販売＝11日（日）15時から（売り切れ次第終了）
場所 イオン津田沼店1階
（習志野市）

市認定ヘルパー養成研修 参加者 募集

一歩踏み出してみませんか？
人のためにできること
市では、ヘルパーの資格がなくても介護を必要としている人の家で、調理・洗濯な
どの家事援助ができる「市認定ヘルパー」制度を制定しています。
次の研修を受けることで市認定ヘルパーになることができます。
※市認定ヘルパーとして働くには、市内の訪問介護事業者に雇用される必要があり
ます
対象 市内在住で全3回参加できる、
18歳以上の人（高校生、ヘルパーの資格のある人
を除く）
日時 ●10月23日
（水）9時〜15時30分
●11月6日（水）9時〜14時30分
●11月18日（月）10時〜14時
※その他に、介護サービス利用者宅への同行訪問研修あり
場所 総合福祉保健センター3階 集団指導室 定員 20人
（申込先着順）
申し込み 10月10日
（木）
までに高齢者支援課☎445・1384

がん検診 8月中に申し込みを

乳がん検診
セット検診（胸部・胃・大腸）

問健康増進課☎445・1390

がんの早期発見・早期治療があなたを守ります。自分自身と家族の
ために、がん検診を定期的に受けましょう。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
検診名
対象

乳がん検診

自己負担金

セット検診（胸部・胃・大腸）

満40歳以上の女性
30歳代の女性
満40歳以上の人
（30年度未受診者）（30年度未受診者）（胃の手術を受けたことのある人は要連絡）

場所

検診内容

市ホームページ

総合福祉保健センター
問診、
乳房エコー
（超音波検査）
500円

問診、
マンモグラフィー
（乳房Ｘ線撮影）
500円

問診、胸部
Ｘ線撮影
500円

問診、胃部Ｘ線撮
問診、
影（バリウム）
便潜血
※80歳以上は
反応検査
胃がん個別検診
1,000円

300円

※年齢は、令和2年3月31日時点（4月1日誕生日の人まで含む）

市ホームページ
からの申し込み
方法 市ホームページの

各 種 検 診 の 申し込 み
入力フォームから
申込締切 8月31日
（土）

窓口での申し込み
方法 健 康増進課窓口

（総合福祉保健センター
1階）で申請書を記入
申込締切 8月30日（金）
17時

郵送での申し込み
方法 住 所・氏名・生年月

日・電話番号・希望する
検 診 名を記 入して健 康
増進課 ゆ〒273-0195
申込締切 8月31日
（土）
（消印有効）

4 お知らせ
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ひとり親家庭の人へ

令 和 元 年（ 2 0 1 9 年 ）8 月 1 日 号

児童扶養手当をご存じですか？
問こども支援課☎445・1325

児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、親に代わって児童を養育している家庭において、

悩んでいませんか？ 相談に応じます

生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的に支給される手当です。

仕事探し相談 ハローワーク臨時窓口

支給対象者
次のいずれかの条件に該当する児童を監護している母や、児童を監護し、かつ生計を同じくする
父、父母に代わって児童を養育する人
※児童とは、18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある人（一定の障がいがある場合は
20歳未満の人）
条件 ●父母が婚姻を解消した ●父または母が死亡した ●父または母が重度
（国民年金の障がい
等級１級程度）の障がいにある ●父または母の生死が明らかでない ●父または母から引き続き
１年以上遺棄されている ●父または母がDV保護命令を受けた ●父または母が１年以上拘禁さ
れている ●母が未婚である など
手当額 ●児童1人の場合＝月額10,120〜42,910円
●児童2人目の加算額＝月額5,070〜10,140円
●児童3人目以降の加算額＝１人当たり月額3,040〜6,080円
※受給資格者所得に応じて支給します。受給資格者および扶養義務者の所得が限度額を超え
る場合は、手当の全部または一部が支給されません
※年金額（遺族・障害・老齢年金、遺族補償など）が児童扶養手当額より低い場合は、その差額
分を受給できます

申請には事前相談を
申請時の状況により、必要な書類などが異なります。事前にこども支援課にご連絡ください。

現況届は8月30日（金）までに提出を

対象 児童扶養手当を受給している人

日時 8月21日・28日の各
（水）10時〜15時

※この日時で参加できない場合は、ハローワーク
船橋（☎420・8609）へご相談ください
場所 こども支援課
（総合福祉保健センター2階）
申し込み こども総合相談室☎445・1328
養育費・面会交流相談
「養育費の取り決め方法が分からない」
「 支払い
が滞りがちで困っている」
「これからでも養育費を
請求したい」
「面会交流について知りたい」などの悩
みに専門の相談員が応じます。
対象 ひとり親家庭または離婚を考えている父母
日時 8月27日
（火）13時30分〜16時30分（1人
40分程度）
場所 市役所5階 503会議室
相談員 養育費相談支援センター主任研究員の八幡
秀夫さん
申し込み こども総合相談室☎445・1328

現在、児童扶養手当を受給している人および支給停止となっている人は、8月30日（金）までに現
況届の提出が必要です。
提出がない場合、
8月分以降の手当が受けられなくなるので、
ご注意ください。

保護者の疾病・冠婚葬祭・仕事などの際に

子どものショートステイが利用できます
問こども総合相談室☎445・1328
子育てをしている保護者が、一時的に子どもの養育が困難になったとき
に、
次の施設で子どもを預けることができます。
事前にこども総合相談室窓口（総合福祉保健センター2階）で登録申請の
手続きが必要です。なお、
定員により希望に添えない場合があります。
はるかえ ん

児童養護 施設晴香園
場所 松戸市根木内145
対象 1歳以上18歳未満

乳 児 院 ほうゆうベビーホーム
場所 八千代市上高野157
対象 生後3カ月以上3歳未満
※ショートステイ（宿泊）のみ

届きましたか？
子ども医療費
助成受給券
子ども医療費助成受給券は毎年
8月1日が更新の時期です。対象者
には、8月1日（木）から有効の受給
券を7月末に送りました。新しい受
給券が届かない人はお問い合わせ
ください。
問こども支援課☎445・1325

費用
種 別
市民税課税世帯
市民税非課税世帯

ショートステイ（宿泊）
2歳未満児
2歳以上児
5,500円/1日 2,850円/1日
1,100円/1日

日帰り
7時〜18時
18時〜22時
1,400円/1回 800円/1回
350円/1回

夏休みこども環境講座③

「鳴く虫の夕べ」
マツムシ、クツワムシ、キリギリスなどの虫たちを見て学び、鳴き声を聴
いてみませんか？屋内での講座の後は、実際に粟野地区公園周辺を歩いて
虫たちの合唱を楽しみます。
対象 小学生以下は保護者同伴
（大人のみの参加可）
日時 8月24日
（土）18時30分粟野コミュニティセンター集合〜20時30分
（雨天時は屋内のみで実施）
定員 20人
費用 保険料50円
（申込先着順）
講師 粟野の森の会の皆さん 持ち物 水筒、
タオル、懐中電灯
服装 長袖、
その他 まなびぃ100対象
長ズボン
申し込み 環境課☎445・1227

寄せられた善意
●株式会社TAMURAから小学生への支援のために、ファイターズ鎌ケ
谷スタジアムで行われる北海道日本ハムファイターズのホームゲーム
のチケットを
●鎌ケ谷巧業株式会社から小学生への支援のためにファイターズ鎌ケ
谷スタジアムで行われる北海道日本ハムファイターズのホームゲーム
のチケットを
●鎌ケ谷市芸能協会から一般寄付金として50,000円を
●飯田とき子さんからサークル活動での使用などを目的として毛糸や
編み針を
（財政室）
●鎌ケ谷巧業株式会社から第二中学校へ冷風機2台を
●杉浦幹男さんから鎌ケ谷小学校へ絵画1点を
（教育総務課）
●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福祉活動のために28,510円を
●（故）今村隆一さんから福祉活動のために100,000円を
（市社会福祉協議会）

広報
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令 和 元 年（ 2 0 1 9 年 ）8 月 1 日 号

情報ひろば
講座・講演
東初富公民館 陶芸教室
〜ランプシェード作り〜
木の葉を利用し、たたら作りでラン
プシェードを作ります。
対市内在住・在勤で、
全回参加できる人
時 9月4日・11日・25日、10月9日の
各（水）9時〜12時（全4回）
所東初富公民館
定20人（多数抽選）
費1,000円
師陶芸家の金子光司郎さん
他まなびぃ100対象
申 往 復は がきに住 所・氏 名（ ふりが
な）
・電話番号と返信宛先を記入して､
8月14日（水）まで（消印有効）に同館
「陶芸教室」係 ゆ〒273-0122東初富
1-10-1、または官製はがきを持参し
て同館窓口
問同館☎446・5555

手作りランプシェード

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ
内心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど
対中学生以上
時8月17日(土)
●市民向け＝9時〜12時
●一定頻度者向け＝9時〜13時
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

お知らせ・相談
8月は「道路ふれあい月間」
市道などで異常を発見したらご連絡を
市では、パトロールを行い市道の道
路保全に努めているところですが、皆
さんからの通報も貴重な情報源です。
穴・段 差・落 下 物 、側 溝・カーブミ
ラー・ガードレール・ポールなどの破損
を発見した場合は、ご連絡ください。
問 ●県道・国道について＝県東葛飾土
木事務所☎047・364・5136
●市道について＝道 路河川管理課
☎445・1464

四市複合事務組合議会 第1回定例会
内30年度組合決算の審議など
時8月21日（水）14時から
所船橋市役所9階
他傍聴希望者はお問い合わせください
問同組合事務局☎436・2772
戦没者遺児による慰霊友好親善事業
先の大戦で父などを亡くした戦没
者遺児を対象とした、慰霊追悼および
戦争があった地域住民との友好親善。
費10万円
申県遺族会☎043・251・3358
問（一財）日本 遺 族 会 事務局☎ 03・
3261・5521

生け垣・庭木の適正管理にご協力を
絵手紙教室（前期）
対市内在住で60歳以上の人
時9月4日･18日、10月2日･16日の各
（水）9時30分〜12時30分（全4回）
所社会福祉センター
定20人（多数抽選）
費1,000円（当日持参）
師 ものづくり認定指導員の杉本瑞枝
さん
持筆記用具・ポケットティッシュ
他まなびぃ100対象
申 往 復は がきに住 所・氏 名（ ふりが
な）
・年齢・電話番号を記入して、8月
15日（木）まで（必着）に同センター
「絵手紙教室」
係 ゆ〒273-0121初富
802-116
問同センター☎444・0121

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
絵本の読み聞かせ
さくらんぼぐみ
対0〜2歳程度
時8月14日・28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8月4日（日）11時〜11時30分
いちごぐみ
対小学校低学年以下 時8月11日（日）14時〜14時30分
所図書館東部分館
小学生のためのおはなし会
「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8月10日（土）15時から
創作教室 ザ・チャレンジ
「ギターをつくろう！」
対小学生(保護者同伴であれば5歳から可）
時8月17日（土）13時30分から
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8月1日（木）10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「マダガスカル（吹替え）」
ニューヨークの動物園から逃げ出した4頭の
動物たちがマダガスカルに漂着し、野生暮らし
に右往左往する様を描くコメディー映画。
時8月24日（土）15時〜16時45分
所東部学習センター
定95人（申込先着順）
申8月1日（木）11時以降に図書館本館へ電話

枝などが道路にはみ出していると、
通行を妨げたり見 通しを悪くしたり
し、思わぬ事故を誘発する恐れがあり
危険です。土地の管理者は、枝などが
道路にはみ出さないよう、
剪定
（せんて
い）
などを行い、
適正に管理しましょう。
問道路河川管理課☎445・1453
中高年向け再就職支援セミナー＆
個別相談会
応募書類の書き方や面接対策など
を学びます。
対おおむね40〜65歳
時9月3日（火）
①セミナー＝10時〜12時
②個別相談＝13時30分〜16時
所印西市中央駅前地域交流館
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
申同市商工観光課☎0476・33・4483
手賀沼地域の農業を守るための
取り組みを行っています
農林水産省と千葉県、鎌ケ谷市を含
む周辺8市では、
洪水の危険性が高まっ
ている手賀沼周辺の被害防止のため
に、3年度から行う工事に向け、手賀沼
地域の整備や活性化への検討を行っ
ています。詳しくは県手賀沼土地改良
区ホームページをご覧ください。
問 関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所計画課☎04・7131・
7143

募集
ブックスタートボランティア
４カ月児健 康相談で実施している
ブックスタート事業で、絵本の読み聞
かせや絵本の手渡しをします。
対次の研修会に全3回参加できる人
研修会 9月12日
（木）
・27日（金）、10月
25日（金）の各13時30分〜15時30
分に総合福祉保健センター3階で
申 8月30日(金）までに健 康 増 進 課
☎445・1393
市指定文化財「おしゃらく踊り」に
参加しませんか？
「おしゃらく踊り」は、小念仏踊りと
呼ばれる農民芸能の一つです。10月
12日（土）に開 催する市民まつりで
一 緒に出演して、伝 統 芸能を広めま
しょう。
対市内在住・在勤・在学の人
練習 軽井沢地区集会所などで月2回
程度実施
問おしゃらく踊り保存会事務局 稲見
☎445・8266

おしゃらく踊り

おわびと訂正

第1回保育de就職！@千葉
保育のしごと就職フェスタ
内 保育所（園）
・児童福祉 施設などの
採用担当者との個別面談や相談など
時8月4日(日）12時〜15時
所 聖徳大学・聖徳大学短期大学部（松
戸市）
他●履歴書不要
●詳しくは、ちば保育士・保育所支
援センターホームページを参照
問同センター☎043・222・2668

広報かまがや7月15日号7ペー
ジ「自治会・町会・商店会の夏祭り」
の記事で、8月3日（土）に「川慈公
園」で開催する祭りの日時に誤り
がありました。正しくは「8月3日
（土）
・4日（日）」の2日間での開催
です。おわびして訂正します。
問市民活動推進課☎445・1252

夏休 み 動 物 愛 護 教 室
飼い主の都合でペットが捨てられていることが社会問題となっています。
動物愛護意識を育むため、モデル犬と触れ合いながら、命の大切さを楽しく
学びましょう。
触れ合いながら
対象 市内在住の小・中学生
学んでみよう！
日程 ●8月6日
（火）14時から＝くぬぎ山児童センター
●8月15日（木）14時から＝中央児童センター
●8月20日（火）14時から＝粟野児童センター
●8月28日（水）14時から＝南児童センター
その他 動物アレルギーの人はご相談ください
問環境課☎445・1229

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
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

持：持ち物

他：その他

注：注意

申：申し込み
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イベント
ベビーとママのためのアロマ体験
〜香りを楽しみ免疫力アップ！〜

スポーツ
第45回長寿大運動会
対市内在住で60歳以上の健康な人
時 10月6日（日）9時40分〜14時45
分（9時〜9時30分受け付け）
所福太郎アリーナ
持室内用運動靴・昼食
申 9月2日（月）17時までに文化・ス
ポーツ課☎445・153１
秋季市民テニス（ダブルス）大会
種目 ●男子一般の部

●男子50歳以上の部
●女子一般の部
●女子50歳以上の部
（年齢は元年12月31日現在）
対市内在住・在勤・在学の人
時 9月29日、10月6日・13日（予備日
20日）の各（日）
所東初富テニスコート
費1組2,500円
他 組み合わせおよび試合時間は9月
20日（金）から市テニス協 会ホーム
ページで、9月22日（日）から福太郎ア
リーナで掲示
申8月28日（水）17時までに参加費を
持参してオールサムズテニスクラブ鎌
ケ谷（丸山）、または文化・スポーツ課
窓口（市役所5階）
問同課☎445・1531

対3歳以下の子どもと保護者、妊婦
時9月10日（火）10時〜11時
所鎌ケ谷保育園
定20組（申込先着順） 費500円
申同園☎441・1924／窓口
「原爆の画」展示会
原爆の惨事が繰り返されないよう、
願いを込めた展示会です。
時8月15日（木）12時まで
所市役所１階 市民ホール
問市原爆被爆者折鶴会 小中☎443・
9684
八月六日 平和祈念朝起会
原爆が投下された広島の様子を描
いた本読みと、明るい家庭づくりの体
験発表。
時8月6日（火）5時〜6時
所中央1-1-34前田ビル5階
定180人（当日先着順）
問（一社）
実践倫理宏正会 伊藤☎080・
5657・2120
習志野駐屯地 夏まつり
内史料館「空挺館」の開放、花火など
時8月3日
（土）13時〜21時
所陸上自衛隊習志野駐屯地（船橋市）
問同駐屯地☎466・2141

伝言板
掲載のきまり

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

催しなど

▶絵筆の会 水彩画展
時8月6日（火）〜12日（月）
（初日は12時から、最終日は15時まで）所きら
り鎌ケ谷市民会館ロビー問同会 近藤☎445・6051
▶ダッチオーブンで焼くパン
生地から作るスピードパン実習。対 成人 時 8月 18日（ 日）14時〜17時
所粟野コミュニティセンター定5人費5,000円申和食シェフの料理講習
会 種田☎090・4539・7105
▶あゆ・にじます つかみ取り大会
対 4歳〜小学校6年生 時 8月4日（日）8時30分から 所 貝柄山公園せせら
ぎ池定200人（当日先着順）他準備・運営ボランティアも募集中問鎌ケ谷
ライオンズクラブ 松沢☎445・5260
▶健康体操体験会
対 50〜70歳代の女性 時 8月19日・26日の各（月）9時30分〜11時 所 北
中 沢 コミュ ニティセン ター 定 10人（ 当 日 先 着 順 ）問 タン ポ ポ（ 3 B
体 操） 鈴 木 ☎442・6120
▶千葉岳風会吟道大会
詩吟の発表およびコンクール。時8月18日（日）10時〜16時所きらりホー
ル定300人（当日先着順）問聲吟会 堀☎090・6180・4906
▶無料太極拳教室
対 初心者 時 8月5日（月）10時〜12時 所 くぬぎ山コミュニティセンター
定10人
（申込先着順）申ふれあい太極拳 中村☎090・6520・7768

会員募集

▶鎌ケ谷ジュニア ソフトテニスクラブ
対市内在住の小学生とその保護者時毎週（土）
・
（日）11時〜13時所福太
郎テニスコート 定 10人程度 入 1,000円 費 毎回100円 申 柳沢☎090・
7404・7234
▶中部ダンスサークル
社交ダンス。対 初心者 時 毎週（土）10時〜12時 所 南部公民館 定 若干名
入1,000円月2,000円申田尻☎090・3962・5745

鎌ケ谷吹奏楽団演奏会
鎌吹祭2019

令 和 元 年（ 2 0 1 9 年 ）8 月 1 日 号

ボランティア連絡協議会
障がい者ふれあいバスハイク

内 ● 鎌吹祭スペシャルステージ
●「交響的舞曲第三番『祭り』」
（ C.
ウィリアムズ）他
時 9月1日（日）14時から（13時20分
開場）
所きらりホール
定500人（当日先着順）
問同楽団 内山☎090・8820・3709
鎌ケ谷フィルハーモニック管弦楽団
第30回定期演奏会
〜創立30周年記念演奏会・第1弾〜

国立 歴史民俗博物館の見学と、佐
倉城址公園での散策をしませんか？
対身体障害者手帳を持っている人
時 9月26日(木)9時10分総合福祉保
健センター正面集合〜16時帰着予定
定40人（申込先着順）
費500円（昼食・保険料を含む）
申8月8日(木)まで
（
（土）
・
（日）
を除く）
の各9時30分〜15時30分にボラン
ティアセンター☎442・2940／窓口

内「交響曲第4番」
（ブラームス）、
「スラ
ブ舞曲集より抜粋」
（ドボルザーク）他
時 9月8日（日）14時から（13時30分
開場）
所白井市文化会館 なし坊ホール
定800人（当日先着順）
問同楽団 清水☎090・9645・3794

昨年のバスハイク

第3分団が健闘しました

東葛飾支部消防操法大会 努力賞！
消火活動のスピードと正確な動作を競う、第38回（公財）千葉県消防協会
東葛飾支部消防操法大会が6月30日に流
山市で開催され、鎌ケ谷市から出場した第
3分団（中沢地区）がポンプ車の部で努力
賞を受賞しました。
応援、ありがとうございました。
問 消防本部警防課☎444・3235

歯周病
検診

歯と歯茎の健康チェックを受けましょう
問健康増進課☎445・1394

「歯周病はまだ自分には関係ない、大丈夫だ」と思っていませんか？「国民
病」ともいわれる歯周病は、身近な病気である上に、多くの全身病を引き起こ
します。20代のうちに菌が定着し、30代の約8割が罹患（りかん）するといわ
れているため、若いうちからの予防が重要です。
歯周病検診対象者には3月下旬に受診券を送付しました。
内容 問診、
歯科健診（歯周ポケット検査を含む）、保健指導
対象 ●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）
期間 2年1月31日
（金）まで
場所 市内指定歯科医療機関
（詳しくは受診券を参照）
費用 500円 注意 受診する歯科医院に要予約

KAMAGAYA KIRARI HALL

☎441・3377 場所 〒273-0101富岡1-1-3
URL https://www.kirari-kamagaya.jp
その他の
イベントも
チェック

第2回 避難訓練コンサート

「もしも、きらりホールのコンサートの最中に災害が発生したら・・・」とい
う想定のもと、演奏の最中に、観客、出演者、スタッフみんなで避難訓練を行
います。訓練後は引き続きコンサートをお楽し
みください。もしもに備えて、一緒に避難訓練
をしてみませんか？
日時 10月6日
（日）14時開演（13時30分開場）
定員 300人
（申込先着順）
出演 フェリーチェマンドリンクラブ

その他 ●避難訓練では、
階段を使って屋外に避難します

●詳しくは、きらりかまがやホームページをご覧ください
申し込み 市民会館☎441・3377／窓口

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
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

持：持ち物

他：その他

注：注意

申：申し込み
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令 和 元 年（ 2 0 1 9 年 ）8 月 1 日 号

以上
歳
5
6
対象

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

Welcome Baby School
パパママ教室

時●8月5日（月）
・28日（水）の各
9時〜12時
●8月20日
（火）
の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
離乳食教室
「離乳中期（2回食）の食事について」
食材の種類・量の増やし方や、
調理法などを栄養士が教えます。
保護者による試食もあります。
時8月22日
（木）
10時〜11時30分
所総合福祉保健センター3階
申☎445・1546

国民健康保険に加入している皆さんへ

ジェネリック医薬品への切り替え差額をお知らせ
ジェネリック（後発）医薬品は、先発医薬品に比べ安価な薬です。平成
31年4月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた
場合の差額が200円以上の人には、その差額をお知らせするはがきを送
付します。次回からジェネリック医薬品への切り替えをご検討ください。
問保険年金課☎445・1204

ワンコイン！かんたん・時短クッ
キング「電子レンジや炊飯器を
使って簡単ごはん！」

栄養たっぷりの時短料理を楽
しんでみませんか？
内 ●ヘルスメイト（食生活改善推
進員）による健康づくりの話
●調理実習(洋風卵焼き、レン
「きらり鎌ケ谷体操」で
ジで作るサラダ、炊飯器ケー
みんな元気に！！
キ 他)
●汁物の塩分濃度測定
楽しく運動しながら健康づくり
時8月27日（火）10時〜14時
ができるように、市民の歌「きら
所総合福祉保健センター3階
り鎌ケ谷」に動きをつけた「きら
り鎌ケ谷体操」を広めています。 定30人 費500円
持 筆記用具・エプロン・三角巾・
指導者が自治会・サークルなど活
動の場に出向き、
講習を行います。 布巾2枚、家庭で飲んでいる汁物
50cc程度
問☎445・1405
先着3人（8月16日
保育 未就学児、
（金）までに要申込）
他●まなびぃ100対象
●初参加者にプレゼントあり
申☎445・1546

8月のお知らせ !

主な施設の
休み

祝日などのごみの収 集・自己搬 入
8／8
（木）

日

時

法律相談（弁護士在室）注
登記・不動産相談 注

19日（月）13時〜15時

行政相談 予

14日（水）10時〜12時

住宅増改築修繕相談 予
交通事故相談 予 ※1

19日（月）13時〜16時
16日（金）10時〜15時

行政書士相談 予

22日（木）13時〜16時

人権擁護相談 予 ※2

8日（木）13時〜15時

女性のための相談 予 ※2

毎週（水）
（14日を除く）
●9時30分〜12時30分
●13時30分〜14時30分

職業紹介
就職相談 予
（39歳以下向け）

8／15
（木）

○

○

×

×

○

○

○

○

搬入

○

○

○

×

×

○

○

○

●中部小＝7日(水)
●道 小＝20日(火)
●東部小＝26日(月)

●多文化共生推進センター＝14日（水）〜16日（金） ●社会福祉センター＝毎週（火）、11日（日）
・
12日（月） ●自転車等保管場所＝11日（日）
・13日（火）
・15日（木） ●図書館＝毎週（月）
（12日を
除く）
、
13日
（火）
・30日
（金） ●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）
＝19日（月） ●郷土資料館＝毎週（月）、11日（日）、20日（火）〜22日（木）
相談名など

日

時

場所／問い合わせ

就学相談 予

毎週（月）〜（金）９時〜17時

市役所／指導室☎445・1518

心配ごと相談

毎週（水)10時〜14時

心の相談 予

毎週（月）
・
（金）
10時〜15時

福 センター５階／市社会福祉協議
会☎444・6921

酒害相談

①15日（木）18時〜20時30分
②18日
（日）13時〜15時30分
③27日（火）18時〜20時30分

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

認知症相談 予

13日（火）13時〜15時

福 センター／高齢者支援課
☎445・1384

13日（火）14時から

習 センター／ 習 センター
☎475・5152

28日（水）14時から

福 センター3階／ 習 センター
☎475・5152

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）

精神保健福祉相談 予

毎週（月）〜（金）
●10時〜12時
●13時〜16時

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷
☎445・1240

思春期相談（療育相談）予

9日（金）9時30分から

習 センター／ 習 センター
☎475・5153

20日（火）●13時から
から ●1５時から

市役所／まつど地域若者サポート
ステーション☎047・703・8301

HIV検査（エイズ）、
梅毒・クラミジア検査、
B型・C型肝炎検査 予 ※3

8月21日、9月4日の各（水）
9時30分〜10時30分

習 センター／ 習 センター
☎475・5154

精神障がい相談 予

14日（水）９時30分から

知的障がい相談 予

27日（火）９時から

●1４時

毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

青少年相談（非行関係など） 毎週（月）〜（金）９時〜16時
教育相談

8／13 8／14
（火） （水）

収集

●南部小＝1日(木)
●初 小＝5日(月)
●鎌 小＝9日(金)
●北部小＝19日(月)
●五 小＝21日(水)
●西部小＝22日(木)
問クリーン推進課☎445・1223

市役所／市民活動推進課
☎445・1274（つながらない場
合は☎445・1141）

毎週（月）〜（金）
●10時〜12時
消費生活相談（予約優先）
●13時〜16時
家庭児童相談

8／11 8／12
（日） （月）

8月の有価 物回収

場所／問い合わせ

2日（金）
・6日（火）
・20日（火）
・
27日（火）の各13時〜17時

8／9 8／10
（金） （土）

※収集の〇印は、その曜日に収集する地域のみ実施。搬入の〇印は、クリーンセン
ターしらさぎへの持ち込み可

各種相談など（相談は全て無料）
相談名など

ちょ筋教室

室内でできる運動で、生活に必要な筋肉づくりをしましょう。
対象 市内在住の65歳以上で、
介護保険の認定を受けていない、または要支援
1・2の認定を受け介護保険のサービスを利用していない人
※過去に、ちょ筋教室・ニチイ運動講座・のびのび倶楽部に参加したことがある
人は対象外
日時 9月18日
（水）
・26日（木）、10月2日（水）
・10日（木）
・16日（水）
・23日
（水）
・30日（水）、11月6日（水）
・18日（月）
・22日（金）の各10時〜12時（10月
2日・16日のみ14時〜16時）
（全10回要参加）
場所 総合福祉保健センター 定員 15人
（申込先着順）
持ち物 運動できる服装、
飲み物、タオル
申し込み 高齢者支援課☎445・1384

栄養士による個別相談

内 ①生活・子育て情報編「妊婦体
操・出産の準備」
②食事編
「プレママクッキング」
③歯の健康編「歯科健診・虫歯
予防」
④出産・育児編
「沐浴実習・妊婦
疑似体験」
対 初めてお母さんになる人（妊娠
5カ月以上を推奨。第2子以降を
妊娠中の人は要相談）
※④は両親での参加可
時 ①＝8月27日（火）9時15分〜
12時
②＝9月4日（水）9時15分〜
12時
③＝9月12日
（木）
13時15分〜
15時30分
④＝11月16日（土）9時15分〜
12時
（いずれも15分前から受け付け。
全4回。1回から参加可）
所総合福祉保健センター3階
問☎445・1393

楽しく運 動してみませんか？

毎週（月）〜（金）13時〜16時

注：1日(木)8時30分から予約開始
（先着順） 予：要予約

※1：予約は開催日の2日前まで

市役所2階／消費生活センター
☎445・1246
福 センター２階／家庭児童相談室

☎445・1349
まなびぃプラザ1階／青少年セン
ター☎445・4307
まなびぃプラザ２階／ふれあい談
話室☎445・4953
福 センター：総合福祉保健センター

※2：場所は予約時にお知らせ

※3：HIV検査のみ即日通知

習 センター：習志野健康福祉センター

福 センター４階／サポートネット鎌
ケ谷☎4 43・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）

8
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令 和 元 年（ 2 0 1 9 年 ）8 月 1 日 号

8月22日（木）

子育て中 の 家 族 みん な で 楽しもう！

NICO-kama fes 2019
場で
2つの 会
アップ！
パワー

ショッピングプラザ鎌ケ谷
ショッピングプラザ鎌ケ谷（きらり鎌ケ谷市民会館を含む）
（きらり鎌ケ谷市民会館を含む）【初富駅近く】
会場
アクロスモール新鎌ケ谷
アクロスモール新鎌ケ谷 【新鎌ケ谷駅近く】 アクロス

10 時〜16 時

ブース
イベント・出展
ん！
さ
情報盛りだく

ニコカマフェス2019

プラザ

検索

問こども支援課
☎445・1320
ザ
プラ

きらりホール ステージイベント

10:00

オープニングショー
‥
USAGI ＆ UCL

〜

10：30

入場自由

ファッションショー

10:40
〜

入場自由

presented by アクロスモール新鎌ケ谷

11：10

チーミーの 要申込
ウキウキッズライブ

16:00
〜

17：00

※申し込み方法はホームページを参照

オス
スメ

ス
アクロ

ニコカマーケット

ス
アクロ

体験ブース

10時〜16時

こだわりのハンドメイド作品で好きな雑貨
を見つけよう！

ス
アクロ

はいはいレース

ザ
プラ

10時〜16時

12時〜15時

子どもたちが企画・運営する商店街。子ども
ならではの発想で、すてきなお店が並びます。

謎解きラリー

10時30分から1時間ごと 事前申込可

新企
画

会場を歩いて謎を解き明かせ！詳しくは、ニコカ
マフェス2019ホームページをご覧ください。

申し込み 健康増進課☎445・1393
ザ
プラ

大人
気

ザ
プラ

「英語のへや」へようこそ！ 要申込

移動児童館

クレヨン、色えんぴつで好きな動物の絵を描こ
う！描いた動物は英語で何というかな？
時間 ●10時15分〜11時
（3歳以上の未就学児）
●11時30分〜12時15分（小学校1〜3年生）
申し込み かまがやワールドプラザ☎442・1850

市民活動講座

ニコキッズ商店街

ザ
プラ

要申込

新企
画

ザ
プラ

親子で楽しめるワークショップがずらり！

時間 10時30分〜11時30分
（10時10分から受け付け）

ザ
プラ

オス
スメ

10時〜15時

小さなお子さんとゆっくり遊べるスペースや、小学
生が楽しく遊べるコーナー。
ブックスタートボランティ
アによるわらべうたと図書館のおはなし会もあるよ。
問くぬぎ山児童センター☎047・389・1401
ザ
プラ

こいのぼりトンネル

要申込

大きなこいのぼりトンネルの中
ではしゃいじゃおう！
時間 10時〜12時30分
問市民活動推進課☎445・1274

時間 ●バルーンアート＝13時30分〜14時

●レゴ ・シリアスプレイ ＝14時15分〜15時
●アイスブレイク＝15時15分〜15時45分
定員 各10〜15人程度
（申込先着順）
申し込み 市民活動推進課☎445・1274

: 参加者・クイズ正解者には景品をプレゼント！お楽しみに !
ザ
プラ

手に汗にぎる！「ボッチャ」

ザ
プラ

ザ
プラ

防災(ぼうさい)（Ｂ）
・防犯(ぼうは
ん)（Ｂ）の○×クイズ（Ｑ）に挑戦！
時間 10時〜12時30分
問安全対策課☎445・1278

家の中に潜む子どもの危険をクイズで
楽しく学ぼう！
時間 13時30分〜16時
問市消費生活センター☎445・1240

Ｂ・Ｂ・Ｑ！！

パラリンピック正式種目「ボッチャ」を
体験しよう！
時間 10時〜12時
問障がい福祉課☎445・1305

夜間・休日の急病診療▶ ☎445・2300

二次元コードを読み取ることで接続できます
古紙パルプ配合率70%
再生紙を使用

危ない！ 知って、
お家の危険

火災などの情報▶ ☎445・5251

市ホームページ

かまがや 安心 eメール

トップページに
接続します。

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。

【下総基地の米軍機使用絶対反対】

防災行政無線内容▶ ☎0800・800・2760
住民基本台帳人口 110,061人（前月比+6）
男 54,417人 女 55,644人
世帯数
49,692世帯（前月比+3）
〔R1.7.1現在〕

