
　新年、明けましておめでとうございます。市民の

皆様におかれましては、健やかな新春をお迎えの

こととお喜び申し上げます。

　昨年１２月に発表された「今年の漢字」は「令」で

したが、個人的には、「風」という字がふさわしいの

ではないかと私は考えていました。と言いますの

も、昨年は本当に台風に悩まされた１年であったよ

うに思うからです。

　９月の台風１５号から始まって、１０月の１９号、

さらには２１号の影響を受けた１０月２５日の大雨

と、千葉県は３つの台風を原因として大変な被害

を受けました。被災された皆様には心からお見舞

い申し上げたいと思います。

　台風１５号の際には県の対応が批判を呼びまし

たが、本市においては、台風接近や大雨の予報を受

けて、１５号上陸前日の９月８日には災害警戒本部

を設置し、市内の避難所開設や警戒パトロールな

ど職員一丸となって対応しました。

　３つの台風襲来に合わせ、延べ６００人の職員

が、９月から１０月にかけて３度徹夜で、道路封鎖

やパトロールなどの対応にあたりました。

　台風襲来の後は、被災した住宅の修繕費用の一

部補助や、農業用施設の復旧費用等の支援、公園

や道路など公共施設の修繕を行うなど、市民の皆

様の生活の再建、市民サービスの回復を最優先に

取り組んでいます。

　本市は、北総台地に位置し、本市に降った雨は東

京湾、手賀沼、印旛沼に流れる分水嶺となっており

ます。雨水の流れの最上流部という地形的な好条

件にあるわけですが、引き続き必要な治水対策とし

て、準用河川二和川や、貯留池、地域排水整備など

を実施するとともに、マンホールトイレの設置など

避難所の充実を図り、より一層災害に強い安全・安

心な街づくりを今年も進めていく考えです。

　もう一つ、今年の大事なイベントが聖火リレー

です。

　今年の夏には、いよいよ東京2020オリンピッ

ク・パラリンピックが開催されます。

　市も、オリンピックの開会に先立ち、７月４日

（土）に『鎌ケ谷市役所』から『新鎌ふれあい公園』

の区間を聖火ランナーが走り、先導カーなどの隊列

が、「新鎌通り」から「新鎌ケ谷駅北口・南口駅前広

場」を通過します。

　この聖火リレーには、市内外の多くの方が訪れ、

テレビ放映されるなど注目される機会となります

ので、積極的に市の魅力を発信するとともに、次世

代を担う子ども達に感動を与え、スポーツの素晴

らしさを伝えてまいります。

　昨年の一番大きな市の事業としては、新京成線

の全線高架運行開始が挙げられます。

　高架後の踏切部分は、おおむね春頃までにレー

ルを撤去し、段差を解消する工事を行いますので、

道路の渋滞解消が期待されています。今年は、こ

れまで鉄道により分断されていた市街地の一体化

を目指して、初富駅・北初富駅の駅前広場の整備

や高架脇の側道整備、高架下利用などを進めるこ

とで、地域の利便性向上やにぎわいの創出を図っ

てまいります。

　このように、令和２年度もさまざまな取組みを

市民の皆様と一緒に進めていき、災害に強い街を

目指し、市政に全力で取り組んでまいります。

　市民の皆様にとって、今年が良い１年となります

よう祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていた

だきます。

鎌ケ谷市長  清水 聖士
しみず  きよし

災害に強い街へ
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みんなの夢を
教えてたん！

高田洋輔さん
（大学3年生）

消防団第2分団の皆さん
（操法大会出場分団）

岸本夏弥さん
（新成人）

山田実歩さん
（新成人）

田中風如さん
（第五中3年 ロードレースライダー）

野崎七海さん
（北部小5年 テコンドー）

Sikandarさん、Maryさん
（ＡＬＴ：外国語指導助手）

濵田光一さん、優さん
（農家）

石川昌煕さん
（新鎌ケ谷駅駅員）

カビー
（ファイターズファームマスコット）

北島和樹さん
（朝日山部屋 力士）

2020年

迎春
　師陽子さん
（主婦）

新年を迎え、市内で頑張っている人たちに

「今年の目標」や「将来の夢」について

聞きました。新しいスタート。

皆さんはどんな夢を

抱いていますか？
いだ



　年始はクリーンセンターへのごみの持ち込みが多くなり、

受け付けまでに3時間程度かかることがあります。また、交通

渋滞が発生し、周辺に住んでいる人や通行する人に迷惑が掛

かってしまいます。

　粗大ごみ以外のごみについては、できる限りごみステー

ションに出すなど、計画的なごみ出しにご協力をお願いします。

※収集の〇印は、その曜日に収集する地域のみ実施。

　自己搬入の〇印は、クリーンセンターしらさぎへの持

ち込みができます。なお、1月4日（土）の受け付け時

間は、8時30分〜12時

●初　小＝7日(火)　　●中部小＝8日(水)　　●南部小＝9日(木)

●鎌　小＝10日(金) ●道　小＝14日(火)　●五　小＝15日(水)

●北部小＝20日(月)　●西部小＝23日(木) ●東部小＝27日(月)

問クリーン推進課☎445・1223

収集

自己搬入

× × ×

× × ×

○

○

1/1（水） 1/2（木） 1/3（金） 1/4（土）

祝日などの　ごみの収集・自己搬入

1月の有価物回収

交付条件

申し込み

　中退共（中小企業退職金共済）は、中小企業が加入しやすい国の退職金制度で、

掛け金は全額非課税、社外積み立てで管理も簡単です。パートタイマーや家族従

業員でも加入できます。加入の申し込みは、申込書などに記入・押印の上、金融機関

へ提出してください。

新たに加入した従業員の掛け金を　20％助成
　中退共に加入してから12カ月目までの従業員に対し、その掛け金の1人につ

き20％（12,000円を上限）を補助します。

※途中退職者についても平成31年度（令和元年度）中の納付があれば対象です

※対象者がいる事業所には1月中旬に書類を送ります

　　　　中退共の契約を締結し、次の要件を全て満たしている事業所

　　　　●市内に事業所を有している

　　　　●1年以上継続して事業を営んでいる

　　　　●市税を滞納していない

　　　　●平成31年1月から令和元年12月までの期間に共済掛け金を納付した

　　　　1月31日（金）までに、必要書類を持参して商工振興課窓口（市役所2階）

問●中退共制度について＝（独）勤労者退職金共済機構☎03・6907・1234

　●掛け金助成制度について＝商工振興課☎445・1240

　次の期間の22時〜翌5時に車両通行止めを行います。

　なお、歩行者と自転車は通行できます。

新京成線連続立体交差事業に伴う夜間車両通行止め
問新京成電鉄（株）連立事業課☎047・389・9985

1月15日(水)〜31日(金)
のうち12日間程度

　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。

　　 1年以内に購入した生ごみ処理容器など

利用者の声

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。

　　　 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

補助金制度の利用方法

生ごみ処理機

　　　　 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

　　　　 本体価格（税抜）の2分の1以内

（上限額4,000円）

※EMぼかしは、機器本体のみが対象です（ＥＭ菌などは対象外）
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通行止め

片側交通規制
(矢印方向に通行可)

規制時間

　鎌ケ谷新春マラ

ソン大会の開催に

伴い、右図のとお

り交通規制を行い

ます。

　ご迷惑をお掛け

しますが、ご協力

をお願いします。

問文化・スポーツ課

　☎445・1531

新春マラソン大会開催に伴う交通規制新春マラソン大会開催に伴う交通規制

対象

補助金額

補助金額

持ち物

小バエが

少なくなった

台所の臭いが

なくなった

カラスなどによる

被害が減った

中退共制度
市が掛け金の一部を補助します

1月19日　 9時30分～11時35分規制時間 日

生ごみ処理容器などの
購入費を一部補助します

問クリーン推進課☎445・1223

生ごみが減った！利用者の60%以上の人が実感

北初富駅ホーム
センター

464

北総
線

新京
成線

卍
通行止め箇所

新鎌ケ谷駅

病院

交
番

北総線

東
武
野
田
線

新京成線

通行止め箇所

1月7日(火)〜9日(木)
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3お知らせ

　国史跡下総小金中野牧跡ゆかりの大名跡、金原亭馬生一門の若手による

寄席を今年も開催します。恒例の「お楽しみ抽選会」や、ちょっとお得な「野

馬捕りめし付き通し券」も用意しました。ぜひ足をお運びください！

日時2月9日（日）①11時〜12時30分（10時30分開場）　

　　　　　　　 ②13時30分〜15時（13時開場）

場所東中沢自治会館(東中沢1-13-5)

定員各60人（申込先着順）

費用1回500円

　　※野馬捕りめし付き通し券1,200円（前売りのみ、先着20人。野馬捕り

　　　めし+お茶付き）

　　※小・中学生は無料（野馬クッキーのプレゼントあり）、未就学児入場不可

申し込み1月6日（月）9時以降に、文化・スポーツ課☎445・1528／窓口（市役所

5階）または、代表者の氏名・電話番号・希望回（または通し券）・希望枚数を記入して

ｍbunka@city.kamagaya.chiba.jp

　12月19日に鎌ケ谷警察署内で、市の中学生自転車マナーアップ

隊の指定書交付式が行われました。

　現在、自転車通学が許可されている第三中、第四中、第五中の代

表生徒各2人が、鎌ケ谷警察署長から自転車マナーアップ隊の指定

書を、教育長から腕章を手渡されました。任期は一年間です。

　交付された後、警察署長から県の交

通事故の現状とマナーアップ隊の役割

の重要性について話がありました。ま

た代表生徒は、今後のマナーアップ隊

の活動に向けて元気に宣誓を行いまし

た。

問学校教育課☎445・1141（内）468

　学芸員が、国史跡下総小金中野牧跡（捕込）を

案内します。

集合時間●11時　●13時30分

集合場所東中沢自治会館前

鎌ケ谷キンゲン亭

　新春の幕開けを飾る、消防出初

式が福太郎アリーナで行われます。

　消防職員・消防団員による放水訓

練や消防車両展示の他、少年消防ク

ラブの訓練披露、中部小学校吹奏楽

部による演奏が繰り広げられます。

ぜひご覧ください。

日時1月11日（土）10時から

問消防本部警防課☎444・3235

新春を飾る
鎌ケ谷市消防出初式

金原亭馬玉(きんげんてい ばぎょく)

　2000年11代目金原亭馬生に入門。前座名「駒

介」。2003年「馬吉」で二つ目昇進。2009年第1回前

橋若手落語家選手権優勝。2015年3月真打ち昇進。

「馬玉」に改名。

金原亭馬久(きんげんてい ばきゅう)

　2010年11代目金原亭馬生に入門。前座名「駒

松」。2015年「馬久」で二つ目昇進。

2020年 北海道日本ハムファイターズ2020年 北海道日本ハムファイターズ 新入団選手を紹介新入団選手を紹介

　ファイターズ鎌ケ谷スタジアムの勇翔寮に、新入団選手が入寮します。

鎌ケ谷市民となり、これから一軍を目指します。

　練習に励む選手を歓迎し、みんなで応援しましょう。

問1月6日（月）以降に、ファイターズ鎌ケ谷スタジアム☎0570・005・586

新春初笑い

第12回

出演者プロフィール

ミニ

とっこめ寄席

開催！

ミニ

とっこめ寄席

開催！

問国史跡実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1528

令和
2年

　1月12日（日）14時からファイターズ鎌ケ谷スタジアム屋内練習

場で開催され、鎌ケ谷市への転入届の受理や新入団選手との交流

会を行う予定です。チケットについて詳しくは、北海道日本ハム

ファイターズホームページをご覧ください。

　1月12日（日）14時からファイターズ鎌ケ谷スタジアム屋内練習

場で開催され、鎌ケ谷市への転入届の受理や新入団選手との交流

会を行う予定です。チケットについて詳しくは、北海道日本ハム

ファイターズホームページをご覧ください。

新入団歓迎式典 開催新入団歓迎式典 開催

とっこめガイドツアー 同日開催

自転車マナーアップ隊指定書を交付

東葛の市長 新年のあいさつ

J:COMで放映
　鎌ケ谷市長をはじめ、東葛飾地

域の市長が市民の皆さんへ新年

のあいさつと今年の抱負を語り

ます。

J:COM
「新春年頭あいさつ2020」
放映日時1月1日（水）〜7日（火）

※放映時間は

　J:COMホームページを

　ご覧ください

問J:COMカスタマーセンター

　☎0120・999・000

迫力のある放水訓練を披露します

ファイターズ
ホームページ
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112
背番号

28
背番号

河野 竜生
JFE西日本1998.5.30生まれ

かわの　 りゅうせい
投 手

33
背番号

立野 和明
東海理化1998.4.3生まれ

たての 　かずあき
投 手

48
背番号

上野 響平
京都国際高校2001.4.26生まれ

うえの　きょうへい
内野手

47
背番号

鈴木 健矢
JX-ENEOS1997.12.11生まれ

すずき 　　けんや

62
背番号

望月 大希
創価大学1998.2.1生まれ

もちづき　   だいき
投 手投 手

65
背番号

梅林 優貴
広島文化学園大学1998.3.14生まれ

うめばやし　 ゆうき
捕 手

67
背番号

片岡 奨人
東日本国際大学1997.11.16生まれ

かたおか  しょうと

111
背番号

宮田 輝星
福岡大学1997.12.2生まれ

みやた 　　ほくと
外野手外野手 樋口 龍之介

新潟アルビレックスBC1994.7.4生まれ

ひぐち 　りゅうのすけ

113
背番号

長谷川 凌汰
新潟アルビレックスBC1995.11.8生まれ

はせがわ　　 りょうた
内野手 投 手



　　　　　　絵画（10〜30号）または版画（4〜30号）で、額装（ガラス不可）

　　　　　　彫刻（立体30kg以内）または工芸（手工芸を除く。壁面使用の場合は横幅

　　　　　　120㎝以内。敷物などは不可）

　　　　　　A3ノビ〜全紙で額装（ガラス不可）

費用

　　満16歳以上で次のいずれかの条件に該当する人。

　●市内在住・在勤・在学である（していた）

　●市内出身である

　●市内で活動している

　　1点2,000円（搬入時に支払い。返金不可）

　　　　往復はがきに住所・氏名・電話番号（携帯電話

可）・部門・作品名・作品サイズ（絵画・写真は額装を含む

縦×横、彫刻・工芸は縦×横×高さ）・返信宛先を記入し

て、2月7日（金）まで（消印有効）に市展実行委員会事

務局 波多野勝夫ゆ〒273-0122東初富4-29-2

　　往復はがきの記載方法は、文化・スポーツ課窓口

（市役所5階）、各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）、図書館本館または市ホー

ムページで配布する「開催要項（出品票）」をご覧ください

　　　　「開催要項（出品票）」に必要事項を記入して、

作品とともに3月7日（土）9時30分〜10時30分にきら

り鎌ケ谷市民会館へ持参（写真はUSBメモリーなどで

データも持参）

対象

注意

申し込み

作品搬入

昨年度の市展賞 受賞作品

募集作品

　3月8日（日）〜15日（日）に、きらり鎌ケ谷市民会館で開催される展覧会に出品する作品を募集します。

絵画

彫刻・工芸

写真

※各部門につき1人1点まで。作品の規格外や陳列に支障を来す物は出品できません

寄せられた善意

●ＤＡＤＡ舞夢から社会貢献活動としてつえホルダーなどを

（財政室）

●とうかつ中央農業協同組合から社会福祉のために100,000円を

●関根守男さんから社会福祉のために100,000円を

（社会福祉課）

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福祉のために31,615円を

●株式会社ヤマシナ商事から福祉のために108,410円を

●小林朗子さんから福祉のためにタオル291枚を

●オリエントレコード 節政ふみえさんから福祉のために50,000円を

●どんどんの会から福祉のために84,509円を

●山葵の会から福祉のために2,555円を

●加藤由美さんから福祉のために焼き菓子100個を

●建設ユニオン千葉支部鎌ケ谷分会から福祉のために11,200円を

（社会福祉協議会）

日時
場所
定員

申し込み

持ち物
その他

時間

　毎日350g食べることが推奨されている野菜。味だけではない、新たな

野菜の楽しみ方を発見してみましょう！

　当日は、クイズラリー「食育クイズ王選手権」や、食育に関する展示もあ

ります。

　　1月18日（土）13時〜15時30分

　　総合福祉保健センター6階

　　150人　　　　筆記用具

　　　参加者に「かまたんシール」などをプレゼント

　　　　健康増進課☎445・1546

松永 政子
ステンドグラス衝立
「KIMONO」

若林 正雄
「深夜の作業」

細田 貞一
「陽気な家族」

※敬称略

　鎌ケ谷高校料理研究部の皆さんが考えた冬の鎌ケ谷産野菜を使った

料理「大根のからあげ」「かぶのポタージュ」を配ります。

　　13時〜13時25分、15時〜15時30分

野菜を食べよう

大作戦！

講師
時間

田沼敦子さん プロフィール

　歯学博士、料理研究家。20年以上にわ

たって、「噛むことの大切さ」や「自然に噛

む回数が増えるよう工夫した料理レシピ」

の紹介講演を行っています。また、健康咀嚼

指導士として、雑誌やテレビでも「噛むこと

の大切さ」を伝え続けています。

　採れたて野菜の歯触りの良さや、香り、咀嚼（そしゃく）音の楽

しみ方について。「噛むかむレシピ」の試食もあります。

　　13時30分〜15時

　　千葉市高浜デンタルクリニック院長の田沼敦子さん

「噛む 食べる 生きる」講演

第17回鎌ケ谷市美術展覧会（市展） 作品募集第17回鎌ケ谷市美術展覧会（市展） 作品募集

ぼくも
遊びに行くたん！

木造住宅の 耐 震 相 談 会無料

家の耐震性を診断

　今後30年以内にマグニチュード7クラスの地震が南関東で発生する確率は

70%といわれています。県建築士会鎌ケ谷支部の建築士が相談員となり、自

宅が現在の耐震基準を満たしているか、相談に応じます。

　　　　　市内で昭和56年5月31日以前に木造在来工法・枠組み壁工法に

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）

※建築年、工法などが分からない場合はご連絡ください

　　1月18日（土）10時〜15時（1件につき40分程度）

　　東部学習センター

　　　住宅の平面図など

　　　 1月8日（水）までに建築住宅課☎445・1466／ｍsidou@city.

kamagaya.chiba.jp／窓口

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。

場所
持ち物
申し込み

対象建築物

日時

しがくはくし

そしゃく

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！

～ありがとうございました～

みんなの食育まつり

問市展実行委員会事務局 

　波多野☎444・7252

NO

の試食コーナー鎌ケ谷高校料理研究部

問健康増進課☎445・1546
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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

P
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i
l

H
B

P
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i
l

H
B

P
e
n
c
i
l

H
B

情報ひろば

内保育所・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1月26日（日）10時〜15時30分

(就職面談会は12時30分から）

所ペリエホール（千葉市）

他●履歴書不要

　●詳しくは、県ちば保育士・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

第2回保育de就職！＠千葉
保育のしごと就職フェスタ

犬のしつけ方教室

時①基礎講座＝1月7日（火）、2月13

　　　　　　　日（木）、3月10日（火）

　②実技講座＝1月22日（水）、2月29

　　　　　　　日（土）、3月25日（水）

費②のみ1回3,000円

愛猫教室

時3月14日（土）　費1,100円

成犬・成猫の譲渡会

時1月9日（木）、2月6日（木）、3月14

日（土）

飼い主さがしの会

時1月15日、2月19日、

3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

　東葛飾教育事務所管内（鎌ケ谷・松

戸・柏・野田・流山・我孫子市）の小・中

学校での勤務を希望する講師の登録

会を行います。

時1月7日（火）9時30分から（9時か

ら受け付け）

所東葛飾合同庁舎6階（松戸市）

他●今年度から勤務できる人は登録

　　会以外でも随時受け付け（要申込）

　●詳しくは県ホームページを参照

問同事務所☎047・361・2124

臨時教職員候補者（講師）登録会

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

　「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1月11日（土）15時から

対小学生(保護者同伴であれば5歳から可）

時1月18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のインストラクター

申1月4日（土）13時以降に

図書館本館へ電話

小学生のためのおはなし会

創作教室 ザ・チャレンジ
「こまをつくろう！」

さくらんぼぐみ　

対0〜2歳程度

時1月8日・22日の各（水）11時〜

11時15分・11時15分〜11時30分

（いずれも15分前から受け付け）

定各10組（当日先着順）　

ひまわりぐみ　

対小学校低学年以下

時1月5日（日）11時〜11時30分　

いちごぐみ　

対小学校低学年以下

時1月12日（日）14時〜14時30分

所図書館東部分館

絵本の読み聞かせ

　7歳の姪メアリーと暮らすフレッド。2人は幸せ

に暮らしていたが、ある日メアリーに天才的な能

力があることが分かる。メアリーを普通の子ども

　　　シネマトーク付き上映会
　　　映画「ギフテッド（字幕）」

として育てたいフレッドと、英

才教育を受けさせたいフレッ

ドの母は対立していく。

時1月25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1月5日（日）11時以降に図

書館本館へ電話

　「第8期高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画」策定に当たり、調査票

を郵送します。届いた人はご協力をお

願いします。

問高齢者支援課☎445・1380

第8期高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画策定のアンケート
〜届いた人はご協力を〜

内第五中学校ギター部・吹奏楽部によ

る演奏会

対市内在住・在勤の人

時1月25日（土）14時から（13時30

分開場）

所東初富公民館　定60人（申込先着順）

他まなびぃ100対象

申同館☎446・5555／窓口

東初富公民館ニューイヤーコンサート

　外国人ゲストによる日本語でのス

ピーチの後、各国のお国柄の違いにつ

いて、お茶を飲みながら楽しく語り合

いませんか？

時1月26日（日）13時〜15時（12時

30分から受け付け）

所まなびぃプラザ

費500円（会員割引あり）

申（月）・（水）・（土）の各9時〜12時・13

時〜16時に市国際交流協会☎442・

1860またはｍmain@kifa.gr.jp

他詳しくは同協会ホームページを参照

外国文化に親しむサロン
「日本と母国 私のカルチャーショック」

　市内および松戸市内の特別支援学

級の中学生が、作業学習で育てた野

菜、手作りクッキー・マドレーヌなどの

食品や、パッチワーク・刺し子・ティッ

シュケースなどの縫製作品、木工作品・

園芸品など、多くの作品を展示・販売

します。

時1月15日（水）〜17日（金）の各10時〜

15時

所市役所１階 市民ホール

問指導室☎445・1518

鎌ケ谷・松戸特別支援教育作業学習
作品展

イベント

任期
報償

募集

　性別にとらわれず、個性や能力を発

揮できる男女共同参画社会づくりを

目指すため、委員を募集します。

対次の要件を全て満たす人

　●市内在住

　●応募日現在で満18歳以上（高校

　　生を除く）

　●男女共同参画に関して広く関心を

　　持ち、議論できる

　●年2回程度開催する会議に出席

　　できる

男女共同参画推進懇話会委員

定2人

　　5月1日（金）から2年間（予定）

　　会議1回6,800円

申作文「男女共同参画社会を実現する

ために」（800字程度）に顔写真を貼

付し、住所・氏名・生年月日・性別・電話

番号を記入した書面を1月31日（金）

までに男女共同参画室窓口／ゆ〒273-

0195／ｆ445・1400／ｍdanjyo

@city.kamagaya.chiba.jp

問同室☎445・1277

お知らせ・相談

　応募総数17組の中から選ばれた、きらりと輝くアーティスト8組が出

場します。発表を観覧して、アーティストたちに投票してみませんか？

　元AKB48で、現在、シンガーソングライターと

して活動中の「星野みちる」さんのミニコンサート

もあります。

 問市民会館☎441・3377

Moncroidz

眞塩藍咲

市原一雄 Street Rhythm Kings&
Moon Glow

えりな＆轟DUO

※敬称略

西川元 芦田三枝子 suguru

きらりかまがや第3回アーティスト発掘プロジェクトテーマ

（オリジナ
ル曲で挑戦

！）アコーステ
ィック

楽しみながら国際交流をしてみよう！

日時
場所 保育
その他

申し込み

　　2月16日（日）14時〜16時45分予定（13時30分開場）

　　きらりホール　　　先着5人

　　　●全席指定（1人5枚まで）

　　　●親子席（先着8席。要申込）に限り未就学児入場可

　　　　市民会館☎441・3377もしくは窓口

Pick U
P
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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原則

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

内容
対象

日にち

定員

日時

定員

種目

情報ひろば
　仕事の探し方や応募書類の書き方

などを学びます。

対おおむね40〜65歳

時2月5日（水）

　①セミナー＝10時〜12時

　②個別相談＝13時30分〜16時

所総合福祉保健センター3階

定①＝30人（申込先着順）

　②＝4人（申込先着順）

他●雇用保険受給者の活動実績にな

　　ります

　●②のみの参加不可

申 1月6日（月）以降に商工振興課

☎445・1240

中高年向け再就職支援セミナー＆
個別相談会

対市内在住・在勤で、全回参加できる人

時2月5日・12日・26日、3月4日の各

（水）9時〜12時（全4回）

定20人（多数抽選）

費1,000円

師陶芸風代表の南波藤枝さん、陶芸風

の皆さん

他まなびぃ100対象

申往復はがきに住所・氏名（ふりが

な）・年齢・電話番号と返信宛先を記入

して、1月15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

東初富公民館 陶芸教室
〜四角い菓子鉢作り〜

　4,000円で1冊5,000円（500円分10枚1組）の商品

券を購入できる、25％もお得な鎌ケ谷市プレミアム付商

品券の申請を、受付期間を延長して、1月20日（月）まで

受け付けます。

　履歴書の書き方や面接のポイント

を学びます。

対15〜44歳の人

時1月31日（金）

　①セミナー＝13時〜15時30分

　　（12時50分集合）

　②ミニ相談＝15時30分から

　　（1人15分程度）

所白井市役所

定①＝20人（申込先着順）

　②＝6人（申込先着順）

他●雇用保険受給者の活動実績にな

　　ります

　●②のみの参加不可

申1月6日（月）以降に白井市産業振興課

☎401・4641

若者向け就職支援セミナー

歩行訓練
　　講座参加者で歩行の不自由な人

　　バスと徒歩（行き先未定）

　　　●5月27日（水） 

　　　●11月4日（水）

　　各10人程度

講座・講演

講座名
折紙①

折紙②

水墨画

習字（かな）

習字（漢字）

陶芸

歌①

歌②

お花

絵手紙

川柳

グランドゴルフ（前期）

グランドゴルフ（後期）

スピードボール

卓球

ソフトバレー

軽体操

卓上ゲーム①

卓上ゲーム②

ヨガ

特別講座

特別講座

開催日時
月1回 第2(火)午後（全12回）

月1回 第4(水)午前（全12回）

月1回 第1(月)午後（全12回）

月1回 第2(木)午前（全12回）

月1回 第2(木)午後（全12回）

月1回 第3(木)午後（全12回）

月1回 第3(金)午前（全12回）

月1回 第3(金)午後（全12回）

月1回 第2(火)午前（全12回）

月1回 第2(月)午前（全12回）

月1回 第4(水)午後（全12回）

月1回 第2(月)午後（全5回）

月1回 第2(月)午後（全6回）

月1回 第2(火)午前（全12回）

月1回（10月から）第3(水)午前（全6回）

月1回 第1(金)午後（全12回）

月1回 第1(金)午前（全12回）

月1回 第2(水)午前（全12回）

月1回 第4(木)午後（全12回）

月1回 第4(金)午前（全12回）

12月15日(火)午前

12月15日(火)午後

費用
折り紙代

折り紙代

水墨画用紙代

用紙代

用紙代

粘土400円/㎏（釉薬代込み）

ー

ー

花代1回約1,000円程度

はがき代など

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

500円程度

500円程度

対象
日程

場所
定員
申し込み

　いろいろな講座に参加して、気の合う仲間や趣味を見つけてみませんか？

　中型リフトバスも運行します。ぜひご参加ください。

　　下表参照

　　身体障害者手帳を持つ18歳以上の市民で、食事・排せつなどの身辺自立ができる人（要

介護認定を受けている人は要相談）

　　総合福祉保健センター・市役所（卓球のみ福太郎アリーナ）

　　各15人程度（特別講座は各10人程度）

　　　　身体障がい者福祉センター（総合福祉保健センター5階）、学習センター（各公民館）

で配布している申込用紙に記入して、1月17日（金）まで（必着）に身体障がい者福祉セン

ターゆ〒273-0195／ｆ443・2233または、窓口まで持参

※結果は3月上旬までに書面で通知

情報ひろば・伝言板6

　  第7・8回「広重の江戸百景を歩く」
対高校生以上時●第7回＝1月11日（土）9時30分JR

亀有駅集合●第8回＝2月1日（土）9時30分JR目白駅

集合定各30人（申込先着順）費保険料など1回800

円申歴史たんぽ 楠窪☎090・7947・4893

       新年展
書道作品展。時1月17日（金）〜31日（金）所まなびぃプ

ラザ問墨遊会 藤原☎445・7260

　  自由アート展
油彩・水彩・パステル画の展示。時1月4日（土）〜15日

（水）（初日は11時から、最終日は15時まで）所東部学

習センター問鎌ケ谷絵画倶楽部 金子☎444・9765

　  THE歌声喫茶
日本の叙情歌、世界の愛唱歌などを演奏に合わせて

一緒に歌います。時1月26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THE歌声喫茶 梅田☎442・2762

催し

　  きらり同好会
パソコン技術の習得。対文字入力と簡単な操作ができる

人時第1・3（水）9時〜12時所まなびぃプラザ定若干

名月1,500円申茅野☎443・4543

       太極拳悠々
太極拳、太極剣。対簡化24式太極拳が分かる人時毎週

（金）10時〜12時所東初富公民館定2・3人入1,000

円月2,500円申山本☎090・4707・7417

会員募集

問身体障がい者福祉センター☎445・1543

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ
　心肺蘇生法、AEDの取り扱いなど。

対中学生以上

時1月18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

楽しく充実した時間を
過ごしませんか？

県障害者スポーツ大会 出場者募集
　　陸上、卓球、サウンドテーブルテニス、

アーチェリー、水泳、ボウリング

　　5月（種目により異なります。詳しくはお

問い合わせください）

　　出場者は全種目合わせて10人程度

その他の催し

鎌ケ谷市プレミアム付商品券の
申請を延長して受け付けています！

お得なお得な
令和2年度身障センター講座

　申請がお済みでない人は、お気軽にお問い

合わせください。

問社会福祉課 プレミアム付商品券担当窓口

☎404・2101

令和2年（2020年）1月1日号広報広報

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

時1月10日（金）・27日（月）の各9時〜12時、1月23

日（木）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

栄養士による個別相談

　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1月9日（木）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

　妊娠中は口のトラブルが起こりやすいため、歯科

健診を受けましょう。希望者は口腔（こうくう）ケア

体験も受けられます。

内①第1子を妊娠中の人＝虫歯リスクテスト・ブラッ

　　シング実習・歯科健診・結果説明

　②第2子以降を妊娠中の人＝歯科健診・結果説明

時1月23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〜

内●郷土寿司についての講話

　●桃の節句をイメージしたデコ巻きずし作り

時2月26日（水）11時〜13時

所総合福祉保健センター3階

定36人（申込先着順）

持筆記用具・エプロン・三角巾・食器用布巾2枚・手拭

きタオル

　　未就学児、先着5人

申2月12日（水）までに☎445・1546

食育講座
「デコ巻きずしから学ぶ郷土寿司のルーツ」

主な
施設の
休み

●多文化共生推進センター、スポーツ施設（福太郎テニスコートを除く）＝1日（水）〜4日（土）　●各コミュニ

ティセンター＝下部欄外　●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＝1日（水）〜

3日（金）　●社会福祉センター＝毎週（火）、1日（水）〜3日（金）・13日（月）　●児童センター＝下部欄外　

●自転車等保管場所＝1日（水）・3日（金）　●図書館＝毎週（月）（13日を除く）、1日（水）〜3日（金）、4日（土）

9時〜13時・14日（火）・31日（金）　●郷土資料館＝毎週（月）、1日（水）〜3日（金）・14日（火）

!1月のお知らせ

健康・福祉・1 月のお知らせ 7

各児童センターの休み

各コミュニティセンターの休み

福 習注 予

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

酒害相談

心配ごと相談

　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

習福

　センター3階／　センター

☎475・5152

福 習

　センター５階／市社会福祉協議

会☎444・6921

福

①＝まなびぃプラザ　②③＝中央

公民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

福　センター４階／サポートネット鎌

ケ谷☎443・9850（（土）・（日）・

（祝）を除く９時30分〜16時30分）

福　センター４階／障害者支援施

設なしねっと☎443・3408（９

時〜17時）

就学相談予

心の相談 予

精神保健福祉相談 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

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）※２

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷

☎445・1240

市役所／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

行政相談注

住宅増改築修繕相談 注

交通事故相談　 ※1予

行政書士相談 注

人権擁護相談予

女性のための相談 予

消費生活相談 予

就職相談

（39歳以下向け）

予

20日（月）13時〜15時

8日（水）10時〜12時

20日（月）13時〜16時

17日（金）10時〜15時

23日（木）13時〜16時

9日（木）13時〜15時

毎週（月）〜（金）●10時〜12時

●13時〜16時

毎週（月）〜（金）●10時〜12時

●13時〜16時

毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

毎週（月）〜（金）９時〜16時

毎週（月）〜（金）13時〜16時

毎週（水）●9時30分〜12時30分

●13時30分〜14時30分

（1日を除く）

21日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

毎週（火）13時〜17時

①16日（木）18時〜20時30分

②19日（日）13時〜15時30分

③28日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

22日（水）14時から

14日（火）14時から

31日（金）13時30分から

8日（水）９時30分から

28日（火）９時から

●1月15日（水）＝　　

●2月5日（水）＝

　＝9時30分〜10時30分

　＝17時15分〜18時15分夜

朝

朝

朝 夜

毎週（月）〜（金）９時〜17時

　「歯周病なんて私にはまだ関係ない」と思っていませんか？歯周病の原因菌

は20代で定着するといわれています。歯周病対策で最も大切なことは、早期

発見・早期治療です。

　今月末で受診期間が終了となります。早めに予約し、受診しましょう！

　対象者には平成31年3月下旬に受診券を送付しました。受診券がない場合

は再発行しますので、ご連絡ください。

　　問診・歯科健診・口腔（こうくう）衛生指導

　　●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〜平成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）

　　1月31日（金）まで

　　指定歯科医療機関（詳しくは受診券を参照）

　　500円

　　受診する歯科医療機関に要予約

問健康増進課☎445・1394

内容
対象

保育

期間

注意

場所
費用

1月末で期間終了！
受け忘れていませんか？

調理実習

保育

費用
定員

持ち物

日時

ワンコイン！
おいしい減塩クッキング
　ちょっとした工夫でおいしく、無

理なく続けるこつを紹介します。ま

た、汁物の塩分濃度を測定し、普段

の塩分摂取について考えます。

　　　　鶏肉のパリパリ焼き、きの

このマヨネーズ炒めなど

　　1月23日（木）10時〜14時

　　30人（申込先着順）

　　500円

　　　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（1月10日

（金）までに要申込）

対象

費用
定員

持ち物

日時

手作りみそ教室
　大豆、こうじ、塩から、みそ作りに

挑戦してみませんか？

　　本講座に参加したことがない人

　　2月7日（金）13時〜14時30分

　　27人（申込先着順）

　　800円

　　　筆記用具・かっぽう着・

三角巾・布巾・マスク

場所
その他

申し込み

共通事項
　　総合福祉保健センター3階

　　　●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

　　　　健康増進課☎445・1546

ヘルスメイト（食生活改善推進員）による

料理教室

　：6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　　　　　　　　　　　　　　●鎌ケ谷・南初富・道野辺・くぬぎ山・北中沢＝1日（水）〜3日（金）　●粟野＝1日（水）〜3日（金）　

　　　　　　　　 　●中央・南＝1日（水）〜3日（金）　●くぬぎ山＝1日（水）〜3日（金）、30日（木）12時から　●北中沢＝1日（水）〜3日（金）、27日（月）　●粟野＝1日（水）〜3日（金）、23日（木）

認知症相談 予
　センター／高齢者支援課

☎445・1384

福
14日（火）13時〜15時

令和2年（2020年）1月1日号広報広報



【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

8

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      110,037人（前月比-40）

男　54,382人　女　55,655人

世帯数　 49,870世帯（前月比-16）

〔R1.12.1現在〕

北海道日本ハムファイターズ
新入団選手の手形を

新鎌ケ谷駅自由通路に掲示

　吉田輝星投手をはじめ、期

待の8選手が新たに入団！自

分の手を重ねて大きさを比べ

ることもできます。

3月

給食センター開業5周年
＆学校給食50周年
お祝い献立を実施

　かまたんコロッケや、思い

出メニューのチキンカレーで

お祝いしました。給食を食べ

た子どもたちも大喜び！

4・6月

　プロ野球選手に直接学べる

教室。子どもたちは選手の指導

を受けて、目を輝かせて練習に

励んでいました。

図書館と第五中が
「子供の読書活動優秀実践」で

文部科学大臣表彰

　学校図書館を積極的に利用する

取り組みが評価されて、文部科学

大臣表彰を受けました。

4月

　年に2回のダイヤモンド富

士。前回は雲がかかって見られ

なかったので、今年の2月3日

（月）の天気に乞うご期待！

11月

官民協働の子育てイベント
「NICO-kama fes2019」を

開催

　子育て世代の家族みんなで楽

しめるイベントを開催！ 会場も

2カ所に増えて多くの参加者が集

いました。

8月

新京成線連続立体交差事業
12月1日（日）始発から
全線運行をスタート

　踏切が事業開始時から12

カ所減って、交通渋滞の解消

が期待でき、車の運転もス

ムーズに！

12月

鎌ケ谷市出身の
プロスポーツ選手が続々誕生！

　野球では古谷拓郎選手(千葉

ロッテ)と津留崎大成選手(東北

楽天)、サッカーでは浮田健誠選

手(レノファ山口)がプロ入りが決

まり、市長を表敬訪問しました。

新鎌ケ谷地区
イルミネーション点灯式で、
初のプロジェクション

マッピング

　千葉商科大学と連携した初の

試み！ 壁に映し出された映像

に、大きな歓声が上がりました。

11月

　そんなかまたんに、

2020年の目標を聞

きました！

表紙に進む待機児童ゼロを
5年連続で達成

（平成31年4月時点）

　保育施設を計画的に整備

し、「子育てしやすい街」へさら

に前進！

す ご ろ く 風
ふう

昨年の鎌ケ谷でのできごとをボクが紹介するたん♪
いくつ知っているかな？ サイコロはないけど、マスに書いて
ある分だけ進んでたん！

さくねん か ま が や しょうかい

し

か ま が や

福太郎スタジアム（陸上競技場）
がリニューアルオープン

　人工芝のフィールド、ウレタン

舗装のトラックに全面改修しま

した。

4月

スタート
かまたんが2019年も大活躍！

4月

「ダイヤモンド富士」観賞会
(市役所屋上)

北海道日本ハム
ファイターズと連携した
「少年野球教室」を開催

か

ぶん すす

1マス進む

1マス進む

2マス進む

2マス進む

1マス進む

1マス進む

2マス進む

1マス進む

2マス進む

2マス進む

オリンピック聖火リレー
鎌ケ谷市内を走ることが決定

　今年の7月4日（土）に新鎌ケ谷

地区に聖火がやってきます。お楽し

みに！

6月

1マス進む

画像提供：Tokyo 2020

北千葉道路概略計画
市内にインターチェンジを

2カ所設置予定

　北千葉道路の計画が大きく前

進しました！

5月

1マス進む
2マス進む

12月 12月1月

浮田選手津留崎選手古谷選手

12月

いろんな人に
会えて

嬉しかったん！

皆さんの2020年の

夢は？
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