
避難場所・避難経路の確認を！

市ホームページ

　市内の小・中学校などが避難場所に指定され

ており、どの施設にも避難できます。市ホーム

ページや洪水ハザードマップを参考にしながら、

避難場所・避難経路を確認し、実際に歩いて避難

ができるか家族で確認してみましょう。

食糧・飲料・医薬品（常備薬）の確認を！

家具や電化製品などを
固定し、転落防止を!
老朽化したブロック塀は改修
するなど、家の周りの確認を!

　災害が発生して、支援体制が整うまでに3日程度かかると

言われています。できる限り1週間分（最低3日分）の食糧品や

水、衣類、燃料などを備えましょう。また、医薬品（常備薬）や

貴重品など非常用持ち出し品も事前に確認しておきましょう。

家屋が倒壊したときに備え、スコップ、バール、のこぎりなどを用

意しましょう。

　気象情報や災害に関する情報を、24時間365日体制で皆

さんの携帯電話・スマートフォンなどに送るサービスです。

登
録
方
法

①携帯電話やパソコンから「kama.bousai@

　mpme.jp」に空メールを送信

②案内メールが届いたら、メールに記載され

　たURLへ接続し、必要事項を入力

③登録完了のメールが届く

防災テレフォンサービス
　防災行政無線の放送と同様の内容を電話

により無料で確認できます。

総合防災訓練を実施
　9月29日（日）10時（予定）から市役所周辺で行います。

詳しくは、広報かまがや9月15日号でお知らせします。

木造住宅無料
耐震相談会

対象市内で昭和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

日時9月28日（土）10時〜15時（1件につき40分程度）

場所北部公民館

持ち物 住宅の平面図など

申し込み 9月8日（日）までに建築住宅課☎445・1466／

ｍsidou@city.kamagaya.chiba.jp

感震ブレーカーが地震時の
電気火災を防ぎます

　過去の大震災時では、火災原

因の6割以上（原因不明分除く）

は電気が原因です。感震ブレー

カーは、強い揺れを感知すると

自動的に電気を止め、停電が復

旧した際に発生する恐れのあ

る、電気製品や断線した電気

コードなどからの出火を防ぐこ

とができます。

　家庭と地域の安全を守るた

め、感震ブレーカーを設置しま

しょう。

　また、万が一の火災に備え、消

火器も設置しましょう。

　職場や学校、外出先など自宅から離れた場所にいるときに、大規模な災害

が発生すると帰宅が困難になる人が多数発生することが予想されます。

　災害時には、まず身の安全を確保するとともに、安全な場所にとどまり、

落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心掛けましょう。

●携帯ラジオや地図を持ち歩く

●職場などにスニーカーや懐中電灯、飲料水や食糧などを用意しておく

●発災時の安否確認の方法や集合場所を家族で話し合っておく

日頃からの備えが大切

●まずは自分の身の安全を確保する

●家族の安否や自宅の無事を確かめる

●交通機関の情報や道路の被害状況などを入手する

●周囲の状況に応じて、安全を最優先に行動する

むやみに移動を開始しないこと

あなたの家は
大丈夫 !?

非常食

水

生活用品

工具類

そのまま、または簡単な調理で食べられるものがベスト！

1日3リットルが目安。風呂の水を次に入るまで残しておくと非常

時の生活用水にもなります。

カセットコンロ、ガスボンベ、毛布、衣類、トイレットペーパー、ビ

ニール袋、キッチン用ラップ、生理用品など。

約2万円

約5,000円〜2万円 約3,000円〜
　4,000円

約5〜8万円

不要

価格帯

分電盤タイプ（内蔵型）

出典：経済産業省 感震ブレーカー普及啓発チラシ

コンセントタイプ

分電盤タイプ（後付け型）

簡易タイプ

価格帯 価格帯

工事の必要性

価格帯

必要

かん しん

必要

不要（必要なものもあり）

工事の必要性

工事の必要性

工事の必要性

あなたがやるべきことは!?

チェックしてみよう！
かまがや安心ｅメール

☎0800・800・2760

9月1日は「防災の日」

8月30日〜9月5日は「防災週間」
問安全対策課

☎445・1278

木造住宅耐震改修等補助制度

大震災から身を守ろう!!

災害時の安全な帰宅のために

ステッカーが目印

　公共施設や郵便局、コンビニエンスストアやファミリーレストラ

ンなどが「災害時帰宅支援ステーション」として、帰宅困難者のため

に飲料水やトイレの他、道路交通情報などを提供します。

災害時帰宅支援ステーション知ってる？

防災情報
メールサービスを登録

空メールを送信

　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。

電気を
自動遮断！

ステッカー
配布中

問消防本部予防課☎444・3273

問建築住宅課☎445・1466

消費税率引き上げに伴い10月1日から一部の使用料・手数料を改正…2　　無料創業支援セミナー開催…3　　なし「幸水」共進会審査結果…3　　図書館まつり…8主な内容
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　昨年度まで行っていた、使用済み小型家電で東京2020オリンピックの

メダルを作成する「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」で

の回収にご協力ありがとうございました。環境省は引き続き、使用済み小

型家電のリサイクルを活用する「アフターメダルプロジェクト」をスタート

しました。

　鎌ケ谷市でも引き続き小型家電の回収を行い、「アフターメダルプロ

ジェクト」へとつなげていきます。

　資源循環型社会の構築のため、今後とも使用済み小型家

電のリサイクル事業にご協力をお願いします。

アフターメダルプロジェクトについて▶

引き続き使用済み小型家電の
リサイクルにご協力を！

資源循環型社会を目指して

ノートパソコン

「小型家電回収ボックス」での回収について

　次の場所に設置している「小型家電回収ボックス」で回収を行っています。

回収場所クリーン推進課窓口（市役所1階）、クリーンセンターしらさぎ、く

ぬぎ山コミュニティセンター、東部学習センター、北部公民館、南部公民

館、東初富公民館

回収対象15cm×30cmの投入口に入る小型家電

「小型家電回収ボックス」に入らないパソコン類の宅配回収について

　デスクトップパソコンなど「小型家電回収ボックス」の投入口に入らな

い大きさのパソコンについては、無料宅配回収サービスが

利用できます（２箱目以降有料）。申し込み方法など詳しく

は、リネット・ジャパン（株）ホームページをご覧ください。

リネット・ジャパン（株）ホームページ▶

携帯電話 ゲーム機

ラジオ電話機 デジタルカメラ　など

　市の建設工事、測量・コンサルタント、物品、委託の入札などに参加するた

めには「鎌ケ谷市入札参加資格者名簿」への登録が必要です。すでに参加し

ていて引き続き入札参加資格を希望する場合も、手続きをしてください。

申請期間9月17日（火）〜11月15日（金）17時（必着）に、ちば電子調達シス

テムホームページから電子申請を行い、必要書類を県電子自治体共同運営

協議会へ送付

※詳しくは、同ホームページに掲載しているマニュアルをご覧ください

　　　　　　2年4月1日〜4年3月31日

問●「ちば電子調達システム」サポートデスク☎043・441・5551（（土）・

　　（日）・（祝）を除く9時〜17時）

　●契約管財課☎445・1090

2・3年度入札参加資格審査申請（当初申請）

名簿有効期間

事業者の皆さんへ

北千葉道路の都市計画変更に係る
案の概要の縦覧および公聴会を開催

　自殺の多くは、心理的に追いつめられた末の死です。よく眠れない、原

因不明の体調不良がある、遅刻や欠席が続く、飲酒量が増えるなどの症

状は心の疲れの表れかもしれません。

　身近にいる人が気付き、声を掛け、相談につなげることが、かけがえの

ない命を守ることにつながります。

相談先
▶よりそいホットライン（24時間対応。通話無料）☎0120・279・338

▶千葉いのちの電話（24時間対応）☎043・227・3900

その他健康増進課窓口（総合福祉保健センター1階）、学習センター（各公

民館）、市ホームページで配布している「主な困った時の相談窓口」のチラ

シも活用してください

第2回精神保健学習会 〜「うつ病」について学ぼう〜

　自殺予防や心の健康づくりについて、知ることから始めてみ

ませんか？

内容うつ病についての医師の講義、サービスの紹介 など

日時9月19日（木）9時30分〜11時30分

場所総合福祉保健センター3階 デイケア室

定員50人　保育要相談

申し込み9月13日（金）までに健康増進課☎445・1405

みんなで取り組む いのち支える自殺対策
9月10日

～16日は自殺予防週間

　消費税率が8％から10％に引き上げられることに伴い、10月1日から一部の使用料・手数

料を改正します（下表参照）。

　詳しくは、お問い合わせください。　市道内の植栽帯に草花を植えたり、除草などの清掃活

動を行ったりすることで、道路の美化を推進する団体を

募集します。

対象自治会・商店会・NPO法人・有志などで、構成員が5

人以上の団体

報償●草花の植栽を含む活動＝1㎡当たり年間500円

　　●草花の植栽を含まない活動＝1㎡当たり年間250円

※1団体当たり上限10万円

申し込み10月31日（木）までに、道路河川管理課窓口（市

役所4階）へ

問道路河川管理課☎445・1453

道路愛護団体の募集
消費税率引き上げに伴い10月1日から一部の使用料・手数料を改正

し尿処理手数料

事業系一般廃棄物の処理手数料

粗大ごみ処理手数料

小動物死体処理手数料

道路占用料

準用河川占用料

下水道使用料

公園使用料等

行政財産使用料

し尿のくみ取りに係る手数料

事業系一般廃棄物の処理に係る手数料

粗大ごみの処理に係る手数料

小動物の死体の処理に係る手数料

道路占用に係る占用料

準用河川占用に係る占用料

下水道の維持管理に係る使用料

公園の使用に係る使用料など

庁舎などの行政施設の使用料

※自動販売機や電柱などの設置に係るもので、

　公民館などの公共施設の使用料ではありません

クリーン推進課☎445・1222

クリーン推進課☎445・1223

道路河川管理課☎445・1454

下水道課☎445・1483

公園緑地課☎445・1489

各施設所管課

名称 主な内容 問い合わせ

問●県都市計画課☎043・223・3376

●市道路河川整備課☎445・1449

都市計画変更案の概要の縦覧
縦覧内容鎌ケ谷都市計画道路1.3.1号、3.1.1号および印西都市計画道路

1.3.1号

縦覧期間9月10日（火）〜24日(火)

縦覧場所県都市計画課（県庁中庁舎7階）および市道路河川整備課（市役所

4階）

公聴会
　この都市計画変更案に意見がある場合は、縦覧期間中に公述申し出を

行ってください。公聴会で意見を述べることができます。

日時10月5日（土）14時から

場所東部学習センター レインボーホール

　　　　　　市内に住所がある人および利害関係人（法人を含む）

　　　　　　9月10日（火）から24日（火）まで（消印有効）に、縦覧場所で

配布する公述申出書を市道路河川整備課窓口へ持参／ゆ〒273-0195

注意 ●公述申し出がない場合は、公聴会を実施しません。実施しない場

　　　合は、市ホームページでお知らせします

　　●公述申し出の希望者が多い場合は、抽選になります（結果は本人

　　　に通知します）

公述人の資格

公述申出方法

問クリーン推進課☎445・1223
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無料 創業支援セミナー開催

　「創業してみたいけど自信がない」「創業したけれど事業を見直したい」、そ

んな人を対象に創業支援セミナーを開催します。実践コースの修了者は、法人

登記にかかる登録免許税の軽減などの特典を受けられます。

　　下表参照

　　市内で創業を希望する人、創業後5年未満の人

　　市役所5階 501会議室 他

　　20人（申込先着順）

　　　　市ホームページで配布する申込書に記入して、商工振興課ｆ445・

1400

問商工振興課☎445・1240

　災害発生時の避難所生活に備えて、自治会、施設管理者などと協働で「避難所

運営委員会」の設立を進めています。

　これまで、市内21カ所の避難所（福祉避難所を除く）のうち、12カ所で避難所

運営委員会を設立しています。

　今後も自助・共助・公助の役割分担と連携を強化しつつ、さらなる避難所運営

委員会の設立や、訓練などの活動による防災意識の向上に努めていきます。

「避難所運営委員会」とは？

鎌ケ谷小学校

東部小学校※

北部小学校

南部小学校※

西部小学校

中部小学校※

初富小学校※

道野辺小学校※

五本松小学校※

鎌ケ谷中学校※

第二中学校※

第三中学校

第四中学校※

第五中学校※

鎌ケ谷高等学校※

鎌ケ谷西高等学校

南初富保育園※

道野辺保育園

くぬぎ山コミュニティセンター

福太郎アリーナ（市民体育館）

海上自衛隊下総航空基地

市内の指定避難所（21カ所）
※:避難所運営委員会が設立されている施設

　避難者の要望や意見調整、避難所生

活のルールづくりなど、避難所における

意思決定をするため、自治会・施設管理

者・市職員などで構成する組織です。

　今年で42回目を迎えた、なし「幸水」共進会の審査会が8月15日に行

われました。千葉大学研究員や県職員ら審査員が、甘さや熟度・外観など

を審査しました。審査後の梨は格安で販売され、すぐに完売となりました。

　共進会の審査結果は次のとおりです。

晩（おく）なしコンテスト 開催
　かおり・あきづき・新高など、9月に入ってから盛りを迎える梨が

勢ぞろいします。

　　●出品・審査＝9月18日（水）9時〜12時

　　●展示＝18日（水）12時〜19日（木）12時

　　●即売＝19日（木）12時から

　　※19日（木）9時から、整理券を配ります

　2年4月に小学校に入学する子ども（平成25年4月2日〜26年4月1日生まれ）を

対象に、就学時健康診断（医師による内科・眼科・歯科などの健康診断）を行います。

　対象の家庭には9月20日（金）ごろに健康診断通知書を送付しますので、通知

書に記載のある小学校で必ず受診してください。

　通知書が届かない場合や記入事項に誤りがある場合は、ご連絡ください。

なし「幸水」 
共進会審査結果
なし「幸水」 

共進会審査結果

ご存じですか？国民年金の任意加入制度

創業計画の作成で夢を実現させよう！

ちば起業家交流会
in 鎌ケ谷

　起業家同士の情報交換や人的ネットワークを形成する交流会に参

加してみませんか？

※時間は10時〜13時（10月19日開催を除く）

問農業振興課☎445・1233問

問●教育総務課☎445・1494

　●安全対策課☎445・1278

問

入学前には必ず就学時健康診断を入学前には必ず就学時健康診断を

12カ所で避難所運営委員会を
設立しています

　農業まつり

老齢基礎年金の受給資格確保や
将来の受給額を増やしたい人へ

小学校入学予定の皆さんへ

災害時の避難所生活に備えて

日程

日程

対象

内容

場所
定員

日時
場所
定員

申し込み

もしもの時のために定期的
に活動しています

実践コース
創業に向けて具体的な事業計画を作成します。

●鎌ケ谷市創業支援丸ごと解説セミナー（10時〜13時）
●創業で失敗しないための自己分析セミナー（14時〜17時）

テーマ 日にち

創業マインド向上セミナー 〜創業はじめの一歩〜
事業計画のつくり方
商圏・ターゲット分析の基本、労務管理・社会保険の基礎、助成金
店舗づくり・新規開拓営業、既存ソリューション、営業ノウハウと
売り上げ予測の立て方
創業のITの生かし方、事業計画の作成

11/2（土）
11/9（土）
11/16（土）

11/30（土）

12/7（土）

10/19（土）

基礎コース
創業・独立に向けた心構えやノウハウを学び、課題を明確にします。

受賞名
鎌ケ谷市長賞
千葉県東葛飾農業事務所長賞
千葉県農林総合研究センター長賞
千葉県農業会議会長賞
千葉県果樹園芸組合連合会長賞
全国農業協同組合連合会千葉県本部長賞
東葛飾農林業振興普及協議会長賞
北総農業共済組合長賞
鎌ケ谷市議会議長賞
鎌ケ谷市農業委員会長賞
とうかつ中央農業協同組合経営管理委員会長賞
鎌ケ谷市梨業組合長賞

氏 名
浅海　拓哉
岡本　精一
小川　和秀
浅海　道代
髙村　進
浅海　祐介
鈴木　徳市
板橋　睦男
松本　明宏
飯田　しのぶ
三橋　一義
山﨑　芳江

　　①先輩起業家による講演会

　　②ビジネスプラン発表会

　　③投票＆交流会

　　④投票結果発表＆表彰式

　　⑤記念撮影

　　9月14日（土）14時〜17時

　　中央公民館 集会室

　　150人

　　　子連れでの入場可（キッズ

スペースあり）

注意公共交通機関でお越しください

ヨコの繋がり
を広げよう

鎌ケ谷小学校　10月18日（金）

東部小学校　　11月20日（水）

南部小学校　　11月19日（火）

北部小学校　　10月24日（木）

西部小学校　　11月26日（火）

中部小学校　　11月28日（木）

初富小学校　　11月21日（木）

道野辺小学校　10月16日（水）

五本松小学校　10月10日（木）

会 場 日にち 　いずれも13時〜13時30分（東部小学校

のみ12時45分〜13時15分）

※受付時間を過ぎると、診察が受けられな

　い場合があります

※車での来校はご遠慮ください

問学務保健室☎445・1501

販売会も
大好評！

その他

場所市役所1階 市民ホール 

　老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20歳から60歳まで

の年金を受給するための期間（保険料納付済期間や免除期間等を含

む）が10年以上なければ受給ができませんが、60歳以降に任意加入

することで、納付月数を増やすことができます。40年未満の人は受給

額を満額に近づけることができ、また10年未満の人は受給資格を得

られる場合がありますので、ご相談ください。

任意加入できる人（厚生年金加入中の人を除く）
●60歳時点で納付月数40年未満の人（40年を上限に65歳まで）

●65歳時点で10年に満たない人（10年を上限に70歳まで）

●20歳以上65歳未満の海外在住で日本国籍のある人

問●市川年金事務所☎047・704・1177

　●保険年金課☎445・1209

問商工振興課☎445・1240
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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

　きらりホールで公演予定の「親子で楽しむオペラ『眠れる森の美女物語』」

（12月15日（日）11時から・14時30分から）の出演者を募集します。プロ

のオペラ歌手と一緒に、舞台に立ってみませんか？

　　4歳〜小学生で、次の日時の練習に参加できる人

●12月8日（日）18時〜20時 

●12月9日（月）・10日（火）・12日（木）の各16時〜18時 

●12月14日(土)17時〜20時

※練習日は増える場合あり

　　　　各20人（多数抽選）　　　保険料・衣装代

　　　　きらりかまがやホームページ、きらり鎌ケ谷市民会館・学習セン

ター・公民館の各窓口で配布する申込書に記入して、9月20日(金）17時ま

で（必着）に市民会館窓口へ持参／郵送／ファクス／Eメールで提出

問市民会館☎441・3377

出演者募集
親子で楽しむオペラ

『眠れる森の美女物語』

対象

費用
申し込み
募集人数

さくらんぼぐみ　

対0〜2歳程度

時9月11日・25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9月1日（日）11時〜11時30分

いちごぐみ　

対小学校低学年以下

時9月8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9月14日（土）15時から

小学生のためのおはなし会

　大切な本を水や汚れから守るために、ブック

コーティングをしてみませんか？

時10月12日（土）14時〜15時30分

定20人（申込先着順）

持ブックコーティングをする本（2冊まで）

申9月1日（日）10時から図書館本館へ電話

大人チャレンジ
「ブックコーティングをかけよう」

対小学生(保護者同伴であれば5歳から可）

時9月21日（土）13時30分から

師日本レクリエーション協会インストラクター

定35人（申込先着順）

申9月1日（日）10時から図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「かみひこうきをつくろう！」

　父親のほら話が原因で疎遠になってしまった

シネマトーク付き上映会
映画「ビッグ・フィッシュ（字幕）」

　近年、使い捨てライターによるごみ収集車の発火事故や、刃物類で収集作業員

がけがをしそうになった事例が報告されています。危険・有害物類を安全に回収

するために、ごみの出し方にご注意ください。 

安全にごみを回収するために

危険・有害物類の　　　　　　　にご注意を

　他の燃やさないごみと分け、それぞ

れ中身の見える袋に種類ごとに入れ

て、ごみの種類（「ライター」「乾電池」）

を袋に書いてください。

※使い捨てライターは、ガスを

　使い切ってください

　刃先を紙などで包み、他の

燃やさないごみと分け、中身

の見える袋に入れて、「刃物

類」と袋に書いてください。

　割れないよう紙などで包み、他の燃

やさないごみと分け、中身の見える袋

に入れて、「蛍光管」と袋に書いてくだ

さい（蛍光管が入っていた

空き箱を使うのも可）。

※割れている場合は他の

　蛍光管と分けてください

　クリーン推進課窓口

（市役所１階）またはク

リーンセンターしらさぎ

窓口にお持ちください。

蛍 光 管

水銀体温計・水銀血圧計刃 物 類

使い捨てライター・乾電池

ごみの出し方

問クリーン推進課☎445・1223

KAMAGAYA KIRARI HALL

父と息子が、父の病

気をきっかけにその

過去と向き合い理解

し合おうとする。

時9月28日（土）13

時30分〜15時45分

所東部学習センター

定40人（申込先着順）

申9月1日（日）11時

以降に図書館本館へ

電話

健康だより

　日本は世界でもトップクラスの長寿国ですが、高齢化や生活の多

様化により、糖尿病やがんなどの生活習慣病が増加していることが

大きな課題となっています。健康寿命を延ばして、自分らしい生活を

続けていけるよう、次の三つに取り組んでみましょう。

適度な運動「毎日プラス10分の運動」

　生活習慣病の予防に必要な歩数の目安は１日男性9,000歩、女性

8,000歩です。１日の平均歩数は、目安より1,000歩、時間にして

10分程度足りていません。毎日の生活にプラス10分の運動をしま

しょう。

適切な食生活「毎日プラス一皿の野菜」

　1日350ｇ食べることが推奨されている野菜。日本人の平均摂取

量は約280ｇであり、あと70ｇ足りません。これはトマトなら半個

分、野菜炒めは半皿分の量です。積極的に野菜をとりましょう。

禁煙「たばこの煙をなくす」

　たばこは健康だけでなく、美しさや若々しさも失わせます。たばこ

の煙により吸わない人にも影響を与えます。未来の自分のため、ま

た大切な人のために禁煙にチャレンジしましょう。

できることから
健康づくりをはじめよう！

　食事・運動・休養などの生活習慣を見直し、メタボリックシンドロームを

予防する、自分に合った具体的な方法を学びます。

Let's スマート・ライフ計画
ア ン チ メ タ ボ 講 座

かまがやまなびぃ大学 しあわせ学部

保育
対象

定員

日程

その他
申し込み

　　下表参照

　　65歳までの人

※STEP3は3歳から参加可

　　50人（申込先着順）

　　5人まで（各回開催1週間前までに

要申込）

　　　まなびぃ100対象

　　　　健康増進課☎445・1405

講 師

市保健師・管理栄養士

睡眠改善インストラク

ターの橋爪あきさん

ケアウォーキング普及

会の黒田恵美子さん

※時間はいずれも9時30分〜11時30分

場 所

総合福祉保健センター

3階

総合福祉保健センター

3階

総合福祉保健センター

6階

内 容

STEP１　

入門＆食事編

STEP２　

睡眠編

STEP３　

運動編

日 時

10月3日（木）

10月17日（木）

11月1日（金）

健康増進課
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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



　学生ボランティアと安全対策課によ

る「電話ｄｅ詐欺」の実演、鎌ケ谷警察

署による防犯講話など。防犯グッズの

配布もあります。

時9月14日（土）13時〜14時20分

（荒天中止）

所北部公民館

問安全対策課☎445・1285

防犯サテライト事業（北部地区）
〜楽しく防犯知識を身に付けよう〜

　円満な相続のために遺言書の書き

方や生前贈与の活用について分かり

やすく解説します。

時9月28日（土）10時〜12時

所中央公民館

定30人（申込先着順）

費500円

申NPO法人老いじたくあんしんねっ

と 川端☎412・5204

遺言書の作成・生前贈与
〜相続を争続としないために〜

講座・講演

☎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」

　ジャズトランペッターの貴島健三郎（財津一郎）は、孫の大翔（鈴木亮平）と

共に昔のバンド仲間を訪ねる旅へと出かけることを決意したのだが…。

　　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

第2回避難訓練コンサート

　演奏の最中に、地震を想定した避難訓練を観客、出演者、スタッフみんなで

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。

　　10月6日（日）14時開演（13時30分開場）

　　300人（申込先着順）

　　フェリーチェマンドリンクラブ

　　　避難訓練では、階段を使って

屋外に避難します

費用

その他

日時

保育

出演
その他

日時
定員

　簡単な読み書き・計算の教材と数字盤を使って、コミュニケー

ションを取りながら、認知症予防に効果がある脳のトレーニング

を行います。

　　おおむね65歳以上の人

　　下表参照

　　10月〜2年3月の6カ月間（月4回）

　　月額2,000円

　　　　はがきに希望するサロン名と、住所・氏名・年齢・電話番号

を記入して、9月10日（火）までに高齢者支援課ゆ〒273-0195、
または鎌ケ谷学習療法普及会 小林☎・ｆ443・2517

問鎌ケ谷学習療法普及会 小林☎・ｆ443・2517

対象
日程
期間
費用
申し込み

脳にいいことはじめましょう

脳トレ いきいきサロン　
参加者  募集

　片付け術の他、ポジティブに家事・

育児を乗り切るこつ、ワークライフバ

ランスについての話です。

対市内在住・在勤・在学の成人

時10月18日（金）10時〜12時

所中央公民館

定40人（申込先着順）

師かたづけｍｏｍ主宰の小関祐加さん

持筆記用具

　　先着5人（10月10日（木）までに

要申込）、100円

申同館☎445・2012／窓口

家庭教育セミナー
〜完璧を目指さない片付け術〜

保育

　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上

時9月21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）

　　1歳10カ月以上の未就学児、先着

5人（9月16日（月）までに要申込）

申中央消防署☎444・3222

問消防本部警防課☎440・8125

保育付き救命講習Ⅰ・Ⅱ

保育

時9月19日（木）10時〜11時30分・

13時30分〜15時

所スターツおおたかの森ホール（流山市）

定500人（申込先着順）

費700円（当日800円）

　　午前のみ先着20人、300円

申松戸友の会☎04・7173・7626

モノと時間と心の整理
〜幸せをつくる整理術〜

保育

　樹木の病害虫・気象障害や土壌障害

などの基礎知識を習得し、樹勢診断と

回復技術の実習をします。

時10月3日（木）9時30分から

所県立農業大学校（東金市）

師NPO法人樹の生命を守る会副理事

長の松原功さん

持筆記用具・軍手・昼食・飲み物・雨具

　　実習ができるもの、帽子

申はがきに住所・氏名・電話番号と講

座名、所属（勤務先・学校名など）を記

入して、9月2日（月）〜26日（木）（消印

有効）に、同校ゆ〒283-0001東金市

家之子1059／ｆ0475・54・0630

問同校☎0475・52・5140

県立農業大学校 公開講座
「樹勢診断と回復技術講座」

服装

サロン名

火曜サロン

木曜サロン

金曜サロン

場 所

南初富コミュニティセンター

中央公民館

東部学習センター

時 間

10時〜12時のうち40分間

13時30分〜16時のうち40分間

10時〜12時のうち40分間

　相続・商業・法人登記・養子縁組、パワ

ハラなどの相談に応じます（秘密厳守）。

時10月6日（日）10時〜16時のうち

1人30分程度（申込者優先）

所千葉地方法務局本局（千葉市）

他公開講座を同日開催（各40人、申込

者優先）

　●遺言のすすめ＝10時〜12時

　●相続登記はお済みですか？＝13

　　時〜14時30分

申 9月2日（月）以降に同局総務課

☎043・302・1311

全国一斉！法務局休日相談所を開設

対新たに空き店舗で出店を目指す個

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

　ズチェーン方式による出店も対象　

　　　店舗改装費と備品購入費の合

計の2分の1（上限100万円）

注本事業における「空き店舗」とは、市

内で3カ月以上の間、事業に使われて

いない1・2階部分の店舗です

※交付決定後に工事に着手してください

申12月20日（金）までに、市ホーム

ページおよび商工振興課窓口（市役所

2階）などで配布する必要書類に記入

して、同課窓口へ持参

問同課☎445・1240

空き店舗を活用した出店を支援します
店舗改装費等を最大100万円補助！

　中退共制度とは、パートタイム労働

者、家族従業員も加入できる中小企業

従業員のための退職金制度です。掛

け金は全額非課税で手数料がかから

ず、その一部を国が助成します。また、

社外積立のため手間が掛かりません。

問（独行）勤労者退職金共済機構

☎03・6907・1234

「中小企業退職金共済制度（中退共
制度）」を知っていますか？

　会場のステージで発表する出演者

を募集します。

時10月26日（土）・27日（日）の各10

時〜15時のうち1組30分程度

所福太郎アリーナ

定4組（申込先着順）

申 9月20日（金）までに市商工会

☎443・5565

産業フェスティバル 
ステージイベント出演者

募集

　親亡き後の不安や、福祉サービス・

就労のことなど、テーマごとに専門職

が相談に応じます。

対精神障がい者の家族

時9月12日（木）13時30分〜15時

所市役所地下

定20人（当日先着順）

他テーマによって、個別相談かセミ

ナー方式のどちらかになります

問障がい福祉課☎445・1305

精神障がい者家族の相談会

対診療放射線技師の資格を有する人

で65歳未満の女性（年齢応相談）

　　エックス線検査など（マンモグラ

フィ必須）

　　●常勤の場合＝月給202,200円

　　●非常勤の場合＝時給1,340円

（交通費支給・社会保険加入）

他勤務日・勤務時間などは応相談

問健康増進課☎445・1390

診療放射線技師（臨時職員）

お知らせ
　相談内容ごとに解決への助言を行

い、必要に応じて法律専門家を紹介し

ます。秘密は厳守します。

時（月）〜（金）（（祝）を除く）の各8時

30分〜12時・13時〜16時30分

　　　財務省千葉財務事務所☎043・

251・7830

借金の返済で悩んでいる人へ

相談先

補助率

業務

賃金

情報ひろば

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！
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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

　公演前に越谷市日本文化伝承の館

と一万坪の日本庭園を散策します。

時9月8日（日）12時30分総合福祉保

健センター前集合〜22時帰着予定

所こしがや能楽堂

定40人

費5,000円（バス代・食事代などを含む）

申鎌ケ谷国際文化交流会 桧山☎443・

7410

こしがや薪能
日本伝統文化を求めて越谷に

内学校紹介・授業参観・施設見学

対原則60歳以上の人

時9月9日（月）〜13日（金）、11月11

日（月）〜15日（金）の各10時30分か

ら・13時30分から

申参加希望前日までに同学園☎04・

7152・1181

千葉県生涯大学校東葛飾学園
オープンキャンパス

　収益金は1人暮らしの高齢者に届け

る弁当作りの資金に充てられます。

時10月5日（土）10時〜14時（雨天決行）

所総合福祉保健センター6階

他献品は10月1日（火）〜4日（金）の

各9時30分〜15時（最終日は12時ま

で）に同センター１階で受け付け

問ボランティアセンター☎442・

2940

たくさんの出品物が並びます

第42回友愛ボランティア
チャリティーバザー

内ロープ遊び（綱渡り・ブランコ）、竹

馬、バンブーダンスなど

対小学生（3年生以下は保護者同伴）

時9月8日・29日の各（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

　東京おもちゃ美術館からたくさん

のおもちゃがやってきます。おもちゃ

の使い方や選び方に詳しいおもちゃ

のコンサルタントもいます。

対乳幼児の親子

時9月11日（水）10時〜11時30分

所粟野児童センター

問同センター☎441・7066

おもちゃの広場に遊びにおいで！
パート2

　市内小・中学校から選ばれた、夏休

みの自由研究や自然科学に関する研

究作品を展示します。

時9月7日（土）〜9日（月）の各9時〜

16時30分（最終日は12時まで）

所中央公民館

問指導室☎445・1518

第33回鎌ケ谷市内小・中学校
科学作品展

　各公民館などで活動している絵画

サークルの、年に一度の合同展です。

時9月15日（日）〜20日（金）の各10

時〜17時（初日は11時30分から、最

終日は16時まで）

所きらり鎌ケ谷市民会館ロビー

問鎌ケ谷絵画サークル合同会 小林

☎442・2511

第5回鎌ケ谷絵画サークル合同展

　古都鎌倉の名所旧跡を巡りながら、

外国人との交流を図ります。

対小学生以上（小学生は保護者同伴）

時10月6日（日）7時10分総合福祉保

健センター前集合〜18時30分帰着予

定（少雨決行）

定40人（多数抽選）

費●中学生以上＝4,000円

　●小学生＝3,000円

（いずれも昼食代・入場料を含む。会員

割引・外国人割引あり）

申9月18日（水）まで（必着）に、往復

はがきに申込者全員の住所・氏名・年

齢・電話番号と返信宛先を記入して、

市国際交流協会ゆ〒273-0101富

岡1-1-3／ｍmain@kifa.gr.jp

問（月）・（水）・（土）の9時〜12時・13

時〜16時に同協会☎442・1860

古都鎌倉を訪ねる交流バスツアー

イベント

情報ひろば

　9月16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。

　9月23日（月）は、収集・持ち込みのどちらも行いません。

祝日などのごみの収集・自己搬入

●初　小＝2日(月)　　　　●南部小＝5日(木)

●道　小＝9日(月)　　　　●中部小＝11日(水)

●鎌　小＝13日(金)　　　　●北部小＝17日(火）

●五　小＝18日(水)　　　 ●東部小＝24日(火)

●西部小＝26日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

9月の有価物回収

▶和み着付サークル
手結びの着付け。時第4（金）10時〜12時所道野辺中央コミュニ

ティセンター定5人程度月1,000円他見学可申森田☎445・5064

▶ハッピー健康体操
気功を取り入れた体操。対初心者歓迎時第4（水）10時〜11時所北

中沢コミュニティセンター定若干名費1回500円申島﨑☎443・

3348

▶鎌ケ谷市絵画同好会
対初心者歓迎時●第1・4（月）・第3（日）10時〜14時●第2（日）13

時〜17時所中央公民館定2・3人年8,000円申小林☎442・

2511

▶翔和会
日本舞踊、新舞踊。時第1・3（水）10時〜13時所中央公民館定若干

名入1,000円月2,000円申石井☎444・9714

▶鎌ケ谷混声合唱団
ソプラノ、アルト、テノール、バスの募集。時毎週（土）19時〜21時

所中央公民館月3,000円他演奏会への出演あり申新泉☎04・

7193・6482

▶女声合唱団コール・フリージア
対女性時●第1・3・5（火）9時〜12時●第2・4（火）12時〜14時

所中央公民館定7・8人入500円月4,000円申近藤☎443・3445

▶わらべうたを楽しむ会
対未就園児と保護者時第2・4（木）10時〜13時所北部公民館

定10組月1,500円申中山☎411・8716

会員募集 催しなど
▶無料太極拳教室
対初心者時9月3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

▶陳式太極拳無料体験講習会
時9月7日・14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

▶講演会「明智光秀」
対高校生以上時9月14日（土）10時〜11

時30分所まなびぃプラザ定30人（当日先

着順）費200円問歴史たんぽ 楠窪☎445・

5197

▶語り部養成講座「語り継ごう 鎌ケ谷の歴史」
時9月22日、10月6日・13日、11月3日・

17日、12月8日の各（日）13時30分〜17

時（予定）所まなびぃプラザ定15〜20人

（申込先着順）申鎌ケ谷語り部協会 佐藤

☎090・2337・8383

▶チャリティ「うたごえ喫茶」（最終回）
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9月15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

▶鎌ケ谷市陶芸クラブ作品展
時9月7日（土）〜10日（火）の各9時〜17時

（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クラ

ブ 村岡☎446・3978

▶第6回舞踊発表会
時9月22日（日）10時30分から（10時開

場）所きらりホール定500人（当日先着順）

問鎌ケ谷市舞踊連合会 佐藤☎445・3075

▶山行のお誘い
富士吉田口馬返し〜富士山五合目。対約5

時間山歩きができる人時9月28日（土）

定10人（申込先着順）費保険料・交通費な

ど8,300円他9月11日（水）20時から中央

公民館で説明会を行います申9月10日

（火）までに東葛山の会 髙木☎090・

3504・0857

◀
鶴
岡
八
幡
宮
な
ど

　
を
訪
れ
ま
す

　　①一般男子・女子ランク制（Ａ〜

　　　Ｃ）の部

　　②ウィークデー（浮動式）の部

対市内在住・在勤・在学の人

時①＝9月29日（日）、②＝10月22日

（火）の各9時から（8時30分から受け

付け）

所福太郎テニスコート

費１チーム2,000円（当日持参）

申各実施日の2週間前までに文化・ス

ポーツ課☎445・1531

問市ソフトテニス連盟 前田☎445･

2954

秋季ソフトテニス市民大会

スポーツ

種目
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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

民生委員が70歳以上の
住民のお宅を訪問します

寄せられた善意
●駅前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麻雀卓を

●鎌ケ谷巧業株式会社からひとり親家庭へ

　の支援のために、東京ドームで行われる北

　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

●子育て応援隊アイルゴーから市立保育園

　4園へ絵本を

（財政室）

●のんのんカトレア会から社会福祉のため

　に35,275円を          

（社会福祉課）

●（故）徳田恒茂さんの遺族から福祉活動の

　ために502,310円を

●（故）徳田恒茂さんの遺族から6地区社協

　活動のために600,000円を

●茂野製麺（株）から高齢者の配食活動の

　ためにそば・そうめん各20束入りを

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福祉活

　動のために23,606円を

●マルエイ南鎌ケ谷店から福祉活動のため

　に27,264円を

（市社会福祉協議会）

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

　：2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　　　　　　　　　　　●中央＝9日（月）　●南＝9日（月）、14日（土）15時から、15日（日）、27

日（金）12時から、28日（土）　●粟野＝16日（月）　●北中沢＝21日（土）

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3階／　センター

☎475・5152

習

習

　センター／　センター

☎475・5153

習習

　センター／　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＝中央公民館　②＝まなびぃ

プラザ／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

●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週（火）、16日（月）・23日（月）　●図書館＝

毎週（月）（16日・23日を除く）、17日（火）・24日（火）・27日（金）　●郷土資料館＝毎週（月）、17日

（火）・24日（火）
!9月のお知らせ

9日（月）13時〜15時

11日（水）10時〜12時

9日（月）13時〜16時

26日（木）13時〜16時

12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

17日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

毎週（火）の各13時〜17時

①15日（日）13時〜15時30分

②19日（木）18時〜20時30分

③24日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

25日（水）14時から

10日（火）14時から

10日（火）13時〜15時

13日（金）9時30分から

11日（水）９時30分から

24日（火）９時から

毎週（月）〜（金）９時〜17時

各児童センターの休み

交通事故相談　 ※1予 20日（金）10時〜15時

●9月18日（水）＝　　

●10月2日（水）＝

　:9時30分〜10時30分

　:17時15分〜18時15分夜

朝

朝

朝 夜

　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9月12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〜

　市内の指定医療機関で、予診票を持参して

接種を受けてください。

対過去に肺炎球菌ワクチンを接種したこと

がなく、次のいずれかに該当する人

①昭和30年4月1日以前に生まれた

②60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器

　の疾患またはヒト免疫不全ウイルスによる

　免疫機能の障がいのいずれかで身体障害

　者手帳1級を持っている

他①の対象者で案内をお持ちでない人およ

び②の対象者はご連絡ください

問☎445・1390

高齢者肺炎球菌予防接種
〜初めて接種する人が対象です〜

健康増進体操教室（２期）
　関節・腰痛の緩和や筋力の維持向上を目指す体操教

室です。

対市内在住で60歳以上の人（軽度の障がいがある人で

も自立歩行ができれば可）

時10月3日〜12月12日の各（木）13時30分〜14時30

分（11月14日を除く全10回）

所社会福祉センター　定30人（多数抽選）

師（公社）千葉県柔道整復師会船橋・鎌ケ谷支部

他まなびぃ100対象

申9月10日（火）まで（必着）に往復はがきに住所・氏名

（ふりがな）・年齢・電話番号と返信宛先を記入して、

同センター「健康増進体操教室」係ゆ〒273-0121初富

802-116

問同センター☎444・0121

時9月2日（月）・18日（水）の各13時30分〜16時30分、

10日（火）・27日（金）の各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

栄養士による個別相談

ワンコイン！作り置きおかずクッキング
〜栄養満点！手軽にできる〜
　時間がないときに役立つレシピを紹介します。一緒に

楽しく調理をしませんか？

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（鶏肉の万能野菜だれなど、計3品）

　●汁物の塩分濃度測定

時9月25日（水）10時〜14時

所総合福祉保健センター3階

定30人　費500円

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾2枚、家庭で飲んで

いる汁物50cc程度

　　未就学児、先着3人（9月13日（金）までに要申込）

他●まなびぃ100対象

　●初めて参加する人に布巾をプレゼントします

申☎445・1546

保育

対●1期＝1〜2歳未満

　●2期＝小学校入学前の5・6歳（平成25年

　　4月2日〜26年4月1日生まれ）

　　2期は2年3月31日

他「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を財

源に充て、実施しています

問☎445・1390

麻しん・風しん混合(MR)予防接種
〜早めに接種しましょう〜

期限

　担当地区の民生委員が70歳以上の人を中

心に訪問します。生活で困っていることがあ

れば、お気軽にご相談ください。なお、職務

上知り得た情報の秘密は守ります。

問高齢者支援課☎445・1384
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　心肺蘇生法・ＡＥＤ取り扱い体

験、応急手当をかまたんと一緒に

体験してみよう！

    9月7日（土）10時〜14時

    アクロスモール新鎌ケ谷2階

     先着300人に参加賞をプ

レゼント

問消防本部警防課

☎440・8125

広報

【下総基地の米軍機使用絶対反対】
古紙パルプ配合率70%

再生紙を使用

令和元年（2019年）9月1日号8

問市民まつり実行委員会事務局

☎445・1252

「相馬野馬追 騎馬武者行列」
交通規制のお知らせ

　「相馬野馬追 騎馬武者行列」の実施に

伴い、次のとおり交通規制を行います。ご

迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力

をお願いします。

消防団女性部が

丁寧に教えます

※時間は、当日の進行により前後する場合あり

※13日に延期した場合は、相馬野馬追騎馬武者

　行列は実施せず、新鎌ケ谷駅南口交通広場A
　と新鎌通りBのみ交通規制を行います

北総線

新京成線

8

57

貝柄山公園北口
464

駅
富
初

464出陣式（スタート）
13:00

 貝柄山公園

初富交差点

市役所

着陣式
（ゴール）
13:45

D

E

C

A

B

新鎌ケ谷駅

東
武
野
田
線 新

京
成
線

通行止め

6:30～18:30

11:30～15:00

以下、行列通過後順次規制解除

13:00～14:00

13:00～14:30

武者行列通過中

A
B

C
D
E

防火衣を着て、ぼくと一緒に
記念撮影をしよう！

9月7日（土）             開催救急フェア
9月9日は救急の日、9月8日～14日は救急医療週間9月9日は救急の日、9月8日～14日は救急医療週間

鎌産鎌消で夏バテ解消鎌産鎌消で夏バテ解消 梨フェスタ2019梨フェスタ2019

第45回 土

悪天候の場合
13日（日）

　今年は福島県相馬地方の小高郷から騎馬武

者12騎が駆けつけます！

　9月10日（火）から市役所1階市民ホールで鎌

ケ谷市民まつりのイベント紹介を展示します。

相馬野馬追　騎馬武者行列

　県内外のご当地キャラクター

が、鎌ケ谷市民まつりに遊びに来

るよ。みんなでダンスやミニパ

レードなど、催しが盛りだくさん！

総勢約30キャラ！
ご当地キャラクターイベント

特設展のお知らせ

日時
場所
その他

    ①しおりづくり　②豆本づくり　③わなげ

    ④もじさがし

    ④のみ小学生以下

    ①＝10時〜11時45分　②＝13時〜15時

    図書館本館3階 集会室

      ●①・②は、材料がなくなり次第終了

      ●③・④は、8月24日以降に本を借りた人

　　　　に配布しているチケットが必要

おまつり会場

　館内を探検して、図書館の使い方をマスター

しよう。ミニゲームもあるよ！

    小学生（保護者同伴であれば5歳から可）

    ●10時〜10時30分　●13時30分〜14時

    各回10人（申込先着順）

       9月1日（日）11時以

降に図書館本館☎443・

4946

としょかん探検隊

    ●10時〜10時30分　●13時〜13時30分

    図書館本館2階 グループ学習室

おはなしのつばさ おはなしかい

    ①おばけがいっぱい　②バージニア・リー・

バートン生誕110周年記念おはなし会

    ①＝11時〜11時30分　

　　②＝14時〜14時30分

    図書館本館3階 保育室

    各回10組（当日先着順）

おまつりのおはなし会

　図書館を利用する皆さんが選んだ、至極の1

冊を紹介します。お気に入りの1冊を見つけま

しょう！

    図書館本館1階

一般展示

9月23日（月）開催 問図書館本館☎443・4946

内容

対象
時間
場所
その他

時間
対象

時間
場所

定員
申し込み

内容

時間

場所

場所

定員

9
7

（土）
　鎌ケ谷朝市と合同開催で、梨の試食が楽しめ

る梨フェスタを開催します。市マスコットキャラ

クター“かまたん”も来るよ！

    ●旬な品種の試食会

    ●簡単なアンケートに回答した人、先着

      240人に鎌ケ谷の梨をプレゼント！さらに、

      その中から12人に抽選で梨3kg箱をプレ

      ゼントします

    ●じゃがいも無料詰め放題（7時45分から。

      先着20人。希望者多数の場合、ミニゲーム

      で参加者を決定します）

※天候などにより変更または中止の場合あり

    9月7日（土）7時15分〜9時ごろ

※梨のプレゼントがなくなり次第終了

    市役所 駐車場

問市梨業組合事務

局・鎌ケ谷市朝市

組合（JAとうかつ

中央鎌ケ谷支店内）

☎443・4010

内容

日時

場所

鎌ケ谷の梨を試食できます

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▶

住民基本台帳人口      110,050人（前月比-11）

男　54,415人　女　55,635人

世帯数　 49,740世帯（前月比+48）

〔R1.8.1現在〕
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