
　市に対する要望として、「路上でのたばこのポイ捨
てや、望まない受動喫煙をなくして欲しい」「子ども
や妊婦などに配慮して欲しい」といった、歩きたばこ
や路上喫煙などに対するものが数多く寄せられてい
ます。
　多くの人が行き交う場所や児童施設に近い場所
などでは、喫煙を控えるよう
配慮をお願いします。
　また、街の環境美化の観点
からも、吸い殻などのごみの
ポイ捨てはしないようにしま
しょう。

対象 生後6カ月から小学校6年生までで、当面症状の急変が
　　想定されない病気の子ども
※感染症・伝染性疾患などの子どもは預けられません
利用時間▶（月）〜（金）＝8時〜18時
　　　   ▶（土）＝8時〜13時
※（祝）・年末年始・休業日を除く
※土曜日の利用は、金曜日以前から継続利用する場合のみ可
利用定員1日当たり3人
利用料金1時間当たり300円（別途食事代など）

対象生後3カ月から小学校6年生までで、次のような病気の回復期の子ども
○日常的な疾病（風邪・消化不良症など）　○慢性疾患（ぜんそくなど）　
○伝染性疾患（麻しん・風しん・水痘など）　○外傷性疾患（骨折、やけどなど）
※保育所・放課後児童クラブなどを利用している子どもに限ります

利用時間▶（月）〜（金）＝8時30分〜18時
　　　　▶（土）＝8時30分〜13時
※（祝）・年末年始を除く
利用定員1日当たり4人
利用料金1時間当たり300円（別途食事代など）

実施場所白井聖仁会病院 うさぎ保育所（白井市笹塚3-25-2） 実施場所鎌ケ谷総合病院 病後児保育室(パンダ保育室)

病児保育と病後児保育の登録を

配布場所市幼児保育課窓口
提出先●病児保育＝白井聖仁会病院
　　　●病後児保育＝鎌ケ谷総合病院
※生活保護世帯・非課税世帯に該当する場合は、
　事前登録の前に市幼児保育課へご連絡ください

病児保育・病後児保育の利用方法
事前登録

登録申込書を提出してください

駅周辺などでのポイ捨てや
路上喫煙はやめましょう

予約先●病児保育＝白井聖仁会病院 うさぎ保育所
　　　　　　　　　☎070・2656・5671
　　　●病後児保育＝鎌ケ谷総合病院 病後児保育室
　　　　　　　　　　☎498・8111(代)

利用日前日

利用希望日の前日15時までに電話で
予約してください

　病児保育の場合は、利用日初日
の9時から、受け入れの可否を判断
するために、医師による診察があり
ます。なお、利用料金は子どものお
迎えの時に支払います。

利用日当日

必要書類を持参して来院して
ください

問クリーン推進課☎445・1223

マナーやルールを守った
喫煙にご協力を

　市では、子どもに病気やけがなどの「もしも」のことがあり、保護者が仕事の都合な
どで家庭での保育が難しい場合でも、安心して子どもを預けられるよう、「病児保育」
と「病後児保育」の保育施設を提供しています。どちらも、事前登録が必要です。利用
方法について詳しくは、幼児保育課窓口（総合福祉保健センター2階）で配布する「利用
のしおり（案内）」または「子育て子育ち応援サイト『かまっこ応援団』」などをご覧くだ
さい。

子どもの病気などで保育に困る前に

病気にかかっている子どもを預かります
病児保育

病気回復中の子どもを預かります
病後児保育

かまっこ応援団

　プロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴール

デンイーグルスから3位指名を受け、入団が

決定した津留崎選手。最速150キロを超え

る速球と、スライダー、

カットボール、カーブな

ど、変化球を組み合わ

せる投手として、今後の

さらなる活躍が期待さ

れます。

　新たにプロ野球選手・プロサッカー選手となる2人の選手が、昨年12月に市長を表敬訪問しました。

問文化・スポーツ課☎445・1531

鎌ケ谷市出身

プロ野球選手・プロサッカー選手が誕生！

津留崎大成選手

平成9年10月10日生まれ。中部小学校・第

二中学校卒業。

東北楽天ゴールデンイーグルス

津留崎 大成選手 (慶應義塾大学)

つるさき　    たいせい

　来季からサッカーＪ２レノファ山口ＦＣに加

入することとなった浮田選手。恵まれた体格

を生かしたダイナミックなプレーと、左足から

放たれる強烈なシュート

を武器とする、日本を代

表する若きストライカー

です。プロの舞台でのま

すますの活躍が期待さ

れます。

浮田健誠選手

平成9年6月12日生まれ。初富小学校・第二

中学校卒業。

レノファ山口FC

浮田 健誠選手

うきた　  けんせい

問幼児保育課

☎445・1363

子どもが熱を出してし
まって保育所に行けない
ときに、預けることができ
て助かった。

利用者の声

(順天堂大学)
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住民税（市・県民税）の申告

☎0800・800・5610

確定申告受付相談に関する
音声ガイダンス

申告書は自分で書いて提出はお早めに！！
●確定申告について＝松戸税務署☎047・363・1171

●住民税申告について＝課税課☎445・1094

問い合わせ

2月は県薬物乱用防止強化月間

大麻に関する誤った情報に注意してください！

　大麻は世界で最も乱用されている薬物です。

インターネットなどにおいて「大麻は害がない」

「たばこより安全である」といった誤った情報が

流れていますが、幻覚作用、記憶障害、学習能力

の低下、知覚の変化などを引き起こす違法な薬

物です。

　また、昨年には大麻事犯の検挙人数が3,700

人を超え、2年連続で過去最高を更新しました。

問県薬務課☎043・223・2620

所得税・住民税の申告 平成31年分
（令和元年分）

　確定申告受付相談に関する内容について、自

動音声でご案内します。

※千葉県内のみ使用できます

　　　　2月3日（月）〜3月31日（火）

　　　　●申告の期間・場所・受付時間　

　　　　●市役所で受け付けできる申告内容　

　　　　●松戸税務署の案内　

　　　　●申告の際の注意点

開設期間
案内内容

2月13日(木)〜3月16日(月)所得税の確定申告 総合福祉保健センター6階
期間
場所

※相談期間によって相談できる内容が異なります

●前年の所得金額が300万円以下の人の事業所得・

　不動産所得の申告および個人消費税の申告

●給与や年金所得者の申告

●扶養・社会保険料・医療費控除などの諸控除

※前年の確定申告書・収支内訳書の控えを持参し

　てください

※分離譲渡所得・適用を受ける最初の年の住宅借

　入金等特別控除・雑損控除等の相談は受け付け

　できません

●給与や年金所得者の申告

●扶養・社会保険料・医療費控除などの諸控除

※事業所得・不動産所得・譲渡所得・退職所得・過年

　度申告・消費税申告・住宅借入金等特別控除・雑

　損控除・国外居住親族を扶養親族とする人の申

　告（年末調整済みの人などを除く）・その他複雑

　な内容の申告は受け付けできません

「相談期間B」の相談内容に加え、前年の所得金額

300万円以下の人の事業所得・不動産所得の申告

も受け付けます

●相談者が多

　数の場合は、

　早めに締め

　切ります

●「確定申告書

　を提出する

　だけの人」は

　受け付けで

　きません

●定員は各日

　150人

※16時前に受

　け付けを終

　了する場合

　があります

●「確定申告書

　を提出する

　だけの人」も

　受け付けで

　きます

2月13日(木)〜18日(火)

9時30分〜15時30分

※(土)・(日)を除く

※受付票を会場にて順次配布

　します。ご案内は受付票に記

　載のある番号順となります

相談期間・受付時間 相談内容 備 考

2月19日(水)〜3月16日(月)

8時45分〜12時、13時〜16時

※(土)・(日)、2月24日（月）を

　除く

※受付票を会場にて順次配布

　します。ご案内は受付票に記

　載のある番号順となります

【休日開催】

2月24日(月)、3月1日(日)

8時45分〜12時、13時〜16時

A

B

C

税理士

市職員

市職員
＋

税理士2人

相談員

　日本国内に住む全ての人と世帯を対象とした、5年に

一度の国勢調査のために、約600人の「国勢調査員」を

募集します。

　　20歳以上の人（選挙・警察関係者を除く）

　　　　説明会への出席、担当地域の確認、調査の説

明、調査書類の配布、調査票の回収・整理・提出

　　令和2年8月下旬〜10月下旬（予定）

　　あり

　　　　市ホームページおよび行政室窓口（市役所3

階）で配布している申込書に記入して、同室窓口へ持参

　

国勢調査の
調査員を募集
問行政室☎445・1056

対象

報酬
期間

申し込み

業務内容
薬物の相談窓口
●県薬務課☎043・223・2620

●県精神保健福祉センター☎043・263・3892

●習志野健康福祉センター☎047・475・5151

●県警察少年センター ヤング・テレホン☎0120・783・497

●鎌ケ谷警察署☎444・0110

　すでに所得税を源泉徴収(給与や年金な

どの支給を受ける際に所得税を天引き)され

ている次の人などが還付申告の対象です。

●医療費控除・住宅借入金等特別控除・雑損

　控除などを受ける人

●年の途中で退職した後に再び就職しな

　かった人で、年末調整を受けなかった人

●台風など自然災害により住宅や家財に被

　害を受け、雑損控除を受けることができ

　る人 など

●事業所得などがあり、所得金額の合計額か

　ら所得控除を差し引き、その金額に基づい

　て計算した税額から配当控除などを差し引

　いて残額がある人

●給与の収入金額が2,000万円を超える人

●１カ所から給与の支払いを受けている人で、

　給与所得・退職所得以外の所得の合計額が

　20万円を超える人

●２カ所以上から給与の支払いを受けている

　人で、年末調整をしていない給与収入が20

　万円を超える人

次の人は還付申告ができます次の人は確定申告が必要です

　前年に住民税の申告をした人には、2月上旬

までに申告書を送付します。届かない場合や

新たに必要な場合は課税課にご連絡くださ

い。申告書は、郵送で提出できます。

　なお、所得税確定申告の相談期間(左表A〜

C)は、総合福祉保健センター6階で申告書作

成の相談に応じます。

次の人は住民税(市・県民税)の申告が必要
です
●鎌ケ谷市に住所がある人（2年1月1日現在）

●鎌ケ谷市に住所はないが、事務所・事業所・

　店舗を有している人（2年1月1日現在）

次の人は申告不要です
●所得税の確定申告をした人

●給与所得者のうち、給与以外の所得が全く

　なく、勤務先から市役所に給与支払報告書

　が提出されている人(源泉徴収票の住所が

　鎌ケ谷市でない場合や、提出状況が不明な

　場合は、勤務先に確認してください)

●所得がなく、同一世帯の人の申告で控除対

　象配偶者や扶養親族になっている人

「確定申告書を提出する
だけの人」は
　直接松戸税務署に郵送

（〒271-8533松戸市小根本

53-3）するか、上表「相談期

間B・C」にお越しください。

　　2月17日（月）〜3月16日（月）

※（土）・（日）を除きますが、2月24日（月）・3月1日（日）

　の2日間は開設します

　　　　9時〜17時

　　　　所得税・復興特別所得税・個人消費税の申告 他

土地・建物・株式などの譲渡所得がある人、所得が
高額な人、相談内容が複雑な人は松戸税務署へ
期間

受付時間
相談内容

確定申告の受け付け・相談

NO！

そのうち、半数以上が10〜20代の若年層となっ

ており、大麻乱用者の裾野が青少年を中心に拡

大し、深刻な問題となっています。

　薬物乱用は使用者自身の問題ではなく、家族

や社会全体に大きな迷惑を掛けてしまいます。

一人一人が薬物の危険性を正しく理解し、地域が

一体となって薬物に手を出さない社会環境をつ

くることが大切です。
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連絡先

受付時間

忘れずにお持ちください
(確定申告・住民税申告共通)

今回の申告から適用される主な改正

医療費控除について

　４月から新しく小・中学生になる子どもがいる家庭に、入

学通知書を１月下旬に送付しました。

　まだ届いていない場合や記載事項に誤りがある場合は、

ご連絡ください。

　4,000円で5,000円分の商品券を購

入できる、25%もお得な鎌ケ谷市プレミ

アム付商品券は、2月21日（金）まで購入

できます。購入引換券をお持ちの人は、お

早めにお買い求めください。

　なお、商品券の使用期限は3月1日（日）

です。

購入できる人
●住民税非課税世帯ですでに申請した人 

●平成28年4月2日から令和元年9月30

　日までの間に生まれた子どもがいる

　世帯の人

鎌ケ谷市プレミアム付商品券
購入は2月21日（金）まで

入学通知書は
届きましたか？

販売場所・時間
●鎌ケ谷郵便局（右京塚）＝9時〜19時

●鎌ケ谷中央一郵便局（中央）・鎌ケ谷南初

　富郵便局（南初富）・鎌ケ谷駅前郵便局

　（道野辺中央）・鎌ケ谷中沢郵便局（東

　中沢）・鎌ケ谷新田郵便局（南鎌ケ谷）・

　鎌ケ谷初富郵便局（東初富）・鎌ケ谷道

　野辺郵便局（西道野辺）＝9時〜17時

●JAとうかつ中央鎌ケ谷支店（初富）＝9

　時〜15時

※いずれも、（月）〜（金）（（祝）を除く）に

　販売しています

問社会福祉課プレミアム付商品券担当窓口☎404・2101

忘れずに
ご購入を！

　65歳以上で障がい者に「準ずる」と判断されれば、

所得税や住民税の控除が受けられます。

　　介護認定を受けており、6カ月以上寝たきりか、

　　認知症重度状態が継続している高齢者

問高齢者支援課☎445・1384

　収入金額が分かるもの(源泉徴収票など)

　必要経費が分かるもの(事業所得や不動産所得などがある人

　は、税理士会による相談の際に必要です。事前に集計してくだ

　さい)

　控除額が分かるもの

　▶配偶者の所得が分かるもの

　▶生命保険・地震保険などの控除証明書

　▶国民健康保険料の領収書・証明書

　▶介護保険料の領収書・証明書

　▶国民年金保険料の控除証明書※1

　※この他、医療費控除を受ける場合は、右表をご覧ください

　マイナンバーカードなどの本人確認書類※2の写し

　印鑑・筆記用具・電卓など

　申告者名義の預金口座番号・銀行名・支店名が分かるもの（還

　付を受ける場合）

※1：国民年金保険料の控除証明書の発行などは、次の「ねんきん
　　加入者ダイヤル」へ
　　　　　ねんきん加入者ダイヤル☎0570・003・004

　　　　　(050で始まる電話からは☎03・6630・2525)

　　　　　　●（月）〜（金）＝各8時30分〜19時

　　　　　　●第２（土）＝9時30分〜16時

　　※祝日（第２（土）を除く）・年末年始を除く

　　 注意市役所では、証明書の交付や納付額の確認はできません

※2：前年の申告でマイナンバーを記載した人も本人確認書類が
　　必要です

申告書類の配布（なくなり次第終了）
　　　　2月3日（月）から

　　　　●課税課（市役所２階。申告相談期間中を除く）　

　　　　●総合福祉保健センター６階（申告期間中のみ）　

　　　　●まなびぃプラザ　

　　　　●学習センター（各公民館）　

　　　　●右京塚連絡所(中央消防署内)

　　　　●確定申告書Ａ・Ｂ　

　　　　●住宅借入金等特別控除の各明細書　

　　　　●事業所得・不動産所得の各収支内訳書　

　　　　●住民税申告書

※その他の書類でも市役所にある場合がありますので、課税課

　にお問い合わせください

※市では、確定申告書類の郵送による配布は行いません。松戸税

　務署へお問い合わせください

配布開始
配布施設

配布書類

医療費の領収書提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が義務化されました
※領収書は、自宅で5年間保存してください

※経過措置として、平成31年分（令和元年分）までは領収書の添付による申告もできます

医療費控除の明細書の記入を省略できます
　医療保険者から交付を受けた医療費通知の原本（健康保険組合などが発行する「医療

費のお知らせ」など）を添付すると、明細の記入を省略できます。

※医療費通知の作成には時間を要するため、手元に届いていない通知書がある場合は、

　領収書を使用してください

※医療費通知に記載されている医療費の額が、実際に支払った額と異なる場合は、｢医療

　費控除の明細書｣の「医療費通知に関する事項」欄に、実際に支払った医療費の額を記

　載してください

※医療費通知に療養を受けた病院・薬局などの名称が記載されていない場合は、補完記入

　をしてください（補完記入した箇所に対応する領収書は、自宅で5年間保存してください）

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例が選択できます
　健康の保持および疾病の予防への一定の取り組み（定期健康診断・予防接種など）を

行った人は、医療費控除の特例（控除上限額88,000円）として、購入した特定一般用医

薬品等（スイッチOTC医薬品）の費用が控除されます（セルフメディケーション税制）。な

お、予防接種の費用など一定の取り組みに要する費用自体は控除対象ではありません。

また、この特例を受ける場合は、従来の医療費控除は受けられません。

●ふるさと納税制度の改正
　令和元年6月1日以降に支出された寄付金について、総務大臣が地方財政審議会の意

見を聞いた上で、基準に適合する地方公共団体をふるさと納税の対象として指定するこ

ととなりました。

●消費税引き上げに伴う住宅借入金等特別控除適用期間の延長
　所得税において、消費税率10%が適用される住宅取得などについて、住宅借入金等特

別控除の控除期間が現行の10年間から13年間へと3年間延長することとなりました。

これに伴い、住民税においても、延長された適用年の11年目から13年目まで、所得税の

住宅借入金等特別控除によって控除しきれない残額がある場合に、翌年度分の住民税

から減額することとなりました。

〈控除上限額200万円〉

●医師や歯科医師による診療代・

　治療費

●治療のための医薬品費

●出産費・入院費

●通院費(バス・電車代など)

●介護認定を受けている寝たき

　りの人のおむつ代(医師の証

　明または使用確認書が必要。

　詳しくは、高齢者支援課へお問

　い合わせください)

●医師などへの謝礼

●親族に支払った療養上の世話の

　費用

●健康診断や美容整形の費用

●通院のための自家用車のガソリ

　ン代・駐車料金

●出産のため実家に帰る交通費

●健康食品の購入費

●治療を受けるために直接必要と

　しない近視・遠視などの眼鏡や補

　聴器の購入費 など

●医療費控除の明

　細書

●医療費通知

●健康保険や生命

　保険などからの

　補てん金額が分

　かるもの（補てん

　金がある場合）

　など

控除対象となるもの 控除対象とならないもの 必要書類

ねたきり高齢者などの
障害者控除

国・県・私立の小・中学校に入学する場合は書類の提出を

　2月28日（金）までに次の書類を学務保健室窓口（市役所

5階）へ持参または郵送（〒273-0195）してください。

●市教育委員会が発行した小・中学校の入学通知書

●入学する学校で発行された、入学許可証明書・入学承諾書・

　入学許可書などのいずれか（市町村教育委員会提出用）

問学務保健室☎445・1501

対象

　マイナンバーカードまたは通知カード（マイナンバーが記載

された住民票の写しでも可）と、運転免許証などの顔写真付

きの身分証明書（顔写真付きの身分証明書がない場合には、

健康保険証などの本人確認書類を2種類）をお持ちください。
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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

ご存じですか？ 住民票の出前制度

市役所以外でも住民票を

受け取れます

費用

取次所名

市役所 警備員室

スタイルフラワーショップ

小杉商店

武田不動産（株）

タケダホームショールーム

皆川酒店

グリーン千葉営業所（お茶奉行）

中央公民館 ※2月29日（土）で取次廃止

南部公民館

北部公民館

東初富公民館

東部学習センター

くぬぎ山コミュニティセンター

北中沢コミュニティセンター

粟野コミュニティセンター

所在地

新鎌ケ谷2-6-１
（市役所地下）

道野辺本町1-3-1
（鎌ケ谷駅東口）

くぬぎ山5-2-12
（くぬぎ山駅東側）

馬込沢2-16
（馬込沢駅西口）

西道野辺9-37
（グリーンハイツ）

東道野辺4-16-38
（第二中学校そば）

富岡1-1-3

道野辺61

佐津間631

東初富1-１０-1

東道野辺4-9-50

くぬぎ山4-2-46-10

北中沢2-1-23

粟野79-1

定休日

なし

（木）

（月）

(水）

（日）

（水）・（日）・（祝）

12/28〜1/3

12/29〜1/3

臨時休業

なし

正月休業

正月休業

お盆・正月
休業

正月休業

お盆・正月
休業

館内清掃日
など

取扱時間

17：30〜翌8：00

10：00〜19：00

 9：00〜21：00

10：00〜19：00

 7：30〜20：00

 9：00〜17：00

 9：00〜17：00

※まるや書店（鎌ケ谷大仏駅前）での取り次ぎは、閉店により廃止しました

　1月20日から、全国のコンビニエンスストアで住民票や戸籍謄（抄）本などを取得できるように

なりました。なお、取得にはマイナンバーカードが必要です。

さくらんぼぐみ　

対0〜2歳程度

時2月12日・26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2月2日（日）11時〜11時30分 

いちごぐみ　

対小学校低学年以下　時2月9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昔話の素語り。

時2月8日（土）15時〜15時30分

小学生のためのおはなし会

対小学生(保護者同伴であれば5歳から可）

時2月15日（土）13時30分〜14時30分

定35人（申込先着順）

師日本レクリエーション協会インストラクター

申2月1日（土）10時以降に図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「おひなさまかざりをつくろう！」

　絵本画家 赤羽末吉は「かさじぞう」や「スーホの白い馬」など、心に残

る美しい絵本を多く残しました。また、1982年には国際アンデルセン賞

画家賞を受賞し、国内のみならず海外からも評価を得ています。この機

会に赤羽末吉の絵本を手に取って読んでみませんか？

　　2月1日（土）〜16日（日）

児童図書展示「赤羽末吉 生誕110年」

　ショーで大成功を収めた実在の興行師Ｐ・Ｔ・

バーナムの成功物語を描く。

時2月22日（土）13時30分〜15時30分

所東部学習センター

定95人（申込先着順）

申2月1日（土）11時以降に図書館本館へ電話

シネマトーク付き上映会
映画「グレイテスト・ショーマン（字幕）」

期間

　絵画・書道・写真などの作品展示スペース「ミニギャラリー」を年間、約

14日間（各月2日〜15日または17日〜末日）、無料で貸し出します。

　　原則、市内で活動している団体

サークルなどの作品展示に
使用しませんか？

日頃の活動成果を展示しませんか？

まなびぃプラザ ミニギャラリー

注意
対象

申し込み

　一般国道464号北千葉道路（市川市〜船橋市）について、都市計画の変

更の案および環境調査・予測・評価・環境保全対策の検討結果などを取り

まとめた環境影響評価準備書を公表します。都市計画の変更の案および

準備書に意見のある人は、意見書を提出することができます。

　　　　2月4日（火）〜3月3日（火）の各8時30分〜17時

　　　　市道路河川整備課窓口(市役所4階)

　　　　県ホームページをご覧ください

準備書説明会を開催します

　環境影響評価準備書の内容を説明します。

　　3月1日（日）12時〜17時

　　●説明会＝14時30分から

　　　（14時から受け付け）

　　●パネル展示＝12時から

　　　　中央公民館 集会室

問●県都市計画課☎043・223・3376

　●市道路河川整備課☎445・1449

北千葉道路
都市計画の変更の案および

環境影響評価準備書の縦覧を行います
〜3／1（日）に説明会を開催〜

縦覧期間
縦覧場所
提出方法

開催場所

日時

県ホームページ

　　●政治・宗教・営利を目的とする

　　　もの、公序良俗に反するものは

　　　展示不可

　　●市が使用する期間は展示不可

　　　　生涯学習推進課☎446・1111

展 示 団 体 募 集

　市では、市内に複数ある取次所（右表参照）で「住民票の写

し」をお渡しする「住民票の出前制度」を行っています。

申し込みから受け取りまでの流れ

①市民課へ電話で申し込み※１→②取次所窓口で受け取り※2

　●午前の申し込み…当日の16時30分以降の受け取り

　●午後の申し込み…翌日の16時30分以降の受け取り

※1：申し込みは、8時30分〜17時（（土）・（日）・（祝）を除く）

※2：受け取りは、本人または同一世帯の人が住民票の写しを

　　受け取ることができます。本人確認書類（運転免許証・パ

　　スポート・健康保険証など）を持参してください。なお、

　　市役所警備員室での受け取りに限り、16時までに申し

　　込みをすれば当日受け取りができます

　　１通300円

問市民課☎445・1177
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市ホームページ・図書館ホームページ

4月からのバナー広告を募集

        1カ月を単位として、最長で3年３月31日まで

　　  ●市ホームページ＝月額15,000円　

　　　●図書館ホームページ＝月額5,000円

        2月28日（金）までに「広告掲出申込書」（各

ホームページからダウンロード）に会社などの概要が

分かる資料、バナー画像を添付して、次の申込先に

提出

掲載期間

申し込み

掲載料

　市や図書館の各ホームページ（トップページ）に、バナー広告（有料）の掲載枠を

設けています。バナー広告から広告主のホームページにリンクすることもできま

　消防業務の発展に功績のあった人や、模範となる活動を行った消防団員の表彰が行われました。

　表彰された人は、次のとおりです（敬称略）。

問消防本部警防課☎444・3235

子どもから大人まで、
広く作品を募集しています

市ホームページ

月平均7万
アクセス！

図書館ホームページ

広告料
１カ月
5,000円から

対原則60歳以上で県内在住の人

　　　　2月10日（月）〜28日（金）

　　　　生涯大学校各学園、市高齢者

支援課窓口、各地域振興事務所、県高

齢者福祉課、県ホームページなどで配布

※郵送希望者は、お問い合わせください

問同校事務局☎043・266・4705

2年度千葉県生涯大学校学生（二次）

募集

東葛飾支部長表彰
功労章

第５分団団員　　  古和谷 順一

第８分団団員　　  小金谷 克義

精勤章

第７分団副分団長　川上　泰弘

第１分団班長　　　川上　貴広

第５分団班長　　　山田　恭輔

第１分団団員　　　野地　祐太

第２分団団員　　　鈴木　直樹

第７分団団員　　　川上　功太

千葉県防災危機管理部長表彰
防災危機管理部長章

第３分団分団長　　浅海　喜康

第６分団副分団長　渋谷　昌平

第５分団団員　　　中野　翔太

第５分団団員　　　及川　和秀

第７分団団員　　　秦野　恭嘉

鎌ケ谷市長表彰
功績章

第２分団団員　　　澤潟　直也

第３分団団員　　　秋元　一之

第４分団団員　　　上村　　勇

第４分団団員　　　小林　弘太

第６分団団員　　　伊藤　将平

鎌ケ谷市消防団長表彰
功績章

第３分団団員　　根津 雅宏

第５分団団員　　濵田 　優

功績章２号

第３分団班長　　大野 将司

第３分団団員　　野﨑 人義

第３分団団員　　浅海 祐樹

第３分団団員　　大野 達也

第３分団団員　　飯田 裕樹

第３分団団員　　根津 雅宏

第３分団班長　　笠川 真治

第３分団分団長　浅海 喜康

優秀分団

第３分団（第38回東葛飾支部

消防操法大会努力賞）

鎌ケ谷市長感謝状
あいざわキッズクリニック

松山　典子

畠山 百合子

鎌ケ谷市消防長感謝状
鎌ケ谷市少年消防クラブ

連絡協議会

鎌ケ谷市立中部小学校吹

奏楽部

消防団員などを表彰消防団員などを表彰1月11日の消防出初式で
表彰されました

　　　　妊娠期の栄養教育、介護予防

に関する栄養教育

対管理栄養士の資格を有する人

　　4月1日（水）〜3年3月31日（水）

※更新の場合あり

　　　　月1〜3日程度、1日当たり5時

間程度

　　時給1,430円（交通費支給）

申健康増進課へ事前に面接予約をし

て、2月25日（火）までに資格免許証の

写しと履歴書、職務経歴書を同課窓口

（総合福祉保健センター1階）へ持参／

ゆ〒273-0195

　　2月27日（木）または、3月3日（火）

午後に総合福祉保健センターで実施

問同課☎445・1546

管理栄養士（非常勤）
業務内容

勤務日時

任期

賃金

面接

対①農業委員＝農業に関する識見を

　　有し、農業委員会の職務を適正に

　　行うことができる人

　②農地利用最適化推進委員＝農地

　　利用の最適化の推進に熱意と識

　　見を有する人

　　①＝7月20日(月)から3年間

　　②＝委嘱日（7月下旬）から①の任

　　　　期満了まで

定①＝11人　②＝5人

　　いずれも月額47,000円

他募集要領などの書類は、農業委員会

事務局（市役所2階）および市ホーム

ページで配布

申2月3日(月)〜3月2日(月)（必着）に

同委員会事務局へ提出

※申し込み方法など詳しくはお問い合

　わせください

問同委員会事務局☎445・1542

農業委員・農地利用最適化推進委員

任期

報酬

対18歳以上33歳未満

　　　2月29日（土）

　　　　2月21日（金）

問自衛隊柏募集案内所☎04・7163・

6884

陸・空自衛官候補生

試験日
申込締切

募集期間
願書配布

千葉県知事表彰
功労章

第２分団団員　　　勝又　　剛

精勤章

第８分団副分団長　　谷　主税

第５分団班長　　　及川　寛正

第５分団団員　　　岩井　武巳

第７分団団員　　　石井　秀一

千葉県消防協会長表彰
功労章

第２分団団員　　　小金健太郎

精勤章

第３分団班長　　　皆川　光男

第３分団団員　　　大野　智弘

第５分団団員　　　浅海　　誠

情報ひろば

内2年度同組合予算の審議など

時2月19日（水）14時から

所船橋市役所

問同組合事務局☎436・2772

四市複合事務組合議会 第１回定例会

　3月19日（木）〜28日（土）にきらり

鎌ケ谷市民会館ロビーで「桜の絵画

展」を開催するため、市民の皆さんが

描いた桜の絵を募集します。

　　　　桜の絵（切り絵・貼り絵・水墨

画など）

　　　　●小・中学生の部　●一般の部

　　　　4〜10号相当、または画用紙

四つ切りから八つ切り（アクリル額装、

画びょう留め）

　　　　　各部門25点（多数抽選）

　　3月18日（水）

申市民会館・学習センター（各公民

館）・きらりかまがやホームページで配

布している申込用紙に記入して、2月

15日（土）17時まで（必着）に市民会

館窓口へ持参／郵送／Eメール／ファ

クスで提出

問市民会館☎441・3377

第5回 桜の絵画展
春を届ける「桜の絵」を募集します

搬入

お知らせ・相談

募集部門
作品規格

募集作品

募集作品数

市ホームページ

申込先 広報広聴室窓口(市役所3階)／

ゆ〒273-0195

問広報広聴室☎445・1088

図書館ホームページ

申込先 図書館本館窓口／

ゆ〒273-0124中央1-8-35

問図書館本館☎443・4946

市ホームページ

図書館ホームページ

バナー広告スペース

公園サポーター募集

公園を管理してみませんか？

す。会社や商店、団体のPRに利用しませんか？

　掲載規格など詳しくは、各ホームページにある「要綱」「取扱

基準」をご覧ください。

　魅力ある公園づくりを推進するため、公園サポーターを募集しています。

現在、42カ所の公園などで10団体と23人の個人が活動しています。

　花が好きな人、公園づくりに興味がある人、大歓迎です。

　　　　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

　　　　公園緑地課窓口（市役所4階）へ履歴書を持参

問公園緑地課☎445・1489

申し込み

活動内容
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電話de詐欺に注意！「すぐにお金が必要だ」そんな電話があったら
電話de詐欺相談専用ダイヤル☎0120・494・506に相談を！



　　　　　  　 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

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

内容・日時など詳しくは、各団体にお問い合わせください

　　2月16日（日）①調理実習＝9時45

分から（9時20分から受け付け）　②試

食交流会＝12時30分〜14時30分

所南部公民館

定●①②両方参加＝24人　●②のみ

参加＝16人（いずれも申込先着順）

費1,200円（会員割引あり）

師メキシコ人シェフのフランシスコさ

ん、日本人のエミさん

持①＝三角巾・エプロン

他詳しくは、市国際交流協会ホーム

ページをご覧ください

申2月8日（土）までの（月）・（水）・（土）の

各9時〜12時・13時〜16時に同協会

☎442・1860／ｍmain@kifa.gr.jp

外国家庭料理講習会「メキシコ料理」
調理実習と試食交流会

時2月28日（金）〜3月2日（月）の各

10時〜17時（最終日は16時まで）

所流山市生涯学習センター

問同学園 根岸☎090・3770・7680

31年度 県生涯大学校東葛飾学園
陶芸コース 卒業記念作品展

　クズのつるを使って、世界に一つだけ

の籠を作ります。

時2月15日（土）13時30分〜16時

所粟野コミュニティセンター

定20人（申込先着順）　費200円　

持軍手・タオル　　　作業できるもの

申粟野の森の会 小出☎090・6309・

4379

秋〜冬 森の体験会⑥
「つるで籠を編もう」

　鎌ケ谷高校吹奏楽部によるコン

サートをお楽しみください。

　　「アルセナール」、「過ぎ去りし

日々」、「ザ・ゴールデンレディ」 他

対市内在住・在勤・在学の人

時2月24日（月）13時30分から（13

時開場）

所東部学習センター　定100人

申同センター窓口／☎441・0211

東部学習センター令和初のコンサート

　パパが子どもと楽しく過ごすヒント

を見つけませんか？パパ同士で情報交

換もしましょう。

内座談会「どんな家族に

なりたい？」、自由遊び

対未就学児とその父親

時2月15日（土）10時〜11時30分

所粟野児童センター

問同センター☎441・7066

パパと遊ぼう！パパサロン

内鎌ケ谷ファイアーフレンズによる吹

奏楽演奏会と防火ＰＲ

時3月1日（日）13時から（12時30分

開場）

所東部学習センター

定195人（申込先着順）

申2月3日（月）以降に消防本部消防総

務課窓口でチケットを配布（1人2枚

まで）

注公共交通機関をご利用ください

問同課☎444・3233

消防音楽隊 スプリングコンサート

　県立つくし特別支援学校高等部の

生徒が作業学習で作った野菜や花、手

拭い・軍手などの染め物、縫製作品、木

工作品、焼き物など多くの作品を展

示・販売します。

時2月6日（木）〜7日（金）の各10時〜

14時30分

所市役所１階 市民ホール

問●同校☎047・385・1632

　●市指導室☎445・1518

つくしマーケット

　折り紙やカラオケ、映画鑑賞で楽し

みませんか？

時2月20日（木）10時〜14時

所鎌ケ谷コミュニティセンター

問同センター☎444・4293

市民サロン

　日頃、公民館で活動しているサーク

ル・団体の発表や展示・体験・出店な

ど、見るものがたくさんあります。

　サークル・団体に加え、小・中学校の

児童生徒の参加もあり、地域の皆さん

と楽しく過ごすイベントです。

内●発表＝各種ダンス・太極拳・楽器

　　　　　演奏・詩吟・コーラスなど

　●展示＝絵画・書道・生け花・手芸

　　　　　など

　●体験＝脳のトレーニング、けん玉

　　　　　など

　●出店＝ポップコーン、ミニワッフル

　　　　　　ドッグ、コーヒーなど

時2月22日（土）・23日（日）の各9時

15分〜16時

所中央公民館

注車での来館はご遠慮ください

問ふれあいまつり実行委員会(同館内)

☎445・2012

中央公民館 ふれあいまつり
〜であい・ふれあい・たすけあい〜

情報ひろば
イベント

●鳥屋部佳代さんから道野辺保育園備品として電子ピアノを

●東部ふれあいまつり実行委員会からサークル活動用備品として長尺物

　運搬車を

（財政室）

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福祉のために26,415円を

●鎌ケ谷市茶道協会から福祉のために5,000円を

●ニッポー株式会社からすまいる祭りのためにクリスマス菓子袋400袋を

●鎌ケ谷手工芸連盟から福祉のために12,860円を

●鎌ケ谷市陶芸クラブから福祉のために13,100円を

●株式会社和楽から福祉のために70,000円を

●南初富連合自治会から高齢者の配食活動のために80,000円を

●茂野製麺株式会社から高齢者の配食活動のために手折そば100食分を

（市社会福祉協議会）

▶健康体操体験会
対成人女性時2月3日・10日・17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5人（当日先着

順）問タンポポ（3B体操） 鈴木☎442・6120

▶講演会「不登校の体験談を聞く」
対不登校経験者やその親など時2月2日（日）10時〜12

時所まなびぃプラザ定50人費500円問はあとのつど

い 山田☎080・4461・0650

▶まいにち英語で話そう会
身近な話題で外国人の先生と英会話。対高校生以上

時2月8日・15日、3月7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

▶日本習字の会
対小・中学生時毎週（火）15時〜18時

所道野辺中央コミュニティセンター定若

干名入 1,000円月 2,600円申中村

☎080・3696・9417

▶PC友好会
対パソコン操作がある程度できる人時第

1・3（火）13時〜16時所まなびぃプラザ

定若干名入1,000円月1,000円申山本

☎444・7516

▶絵筆の会
水彩画。時第1・3（火）9時30分〜12時

30分所東初富公民館定若干名入1,000

円月1,500円申近藤☎445・6051

催し 会員募集

曲目
服装

日程

◀
外
国
の
家
庭
料
理

　
を
学
べ
ま
す

▶THE歌声喫茶
日本の叙情歌、世界の愛唱歌などを一緒に歌います。

時2月16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

▶絵筆の会 作品画展
水彩画展。時2月29日（土）〜3月6日（金）（初日は13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

▶水と緑の回廊で冬の自然ウォッチング
じゅん菜池緑地への道を散策。対年長児〜成人時2月15

日（土）9時30分北総線北国分駅集合定30人（申込先着

順）費小学生以上は、保険料200円申東葛自然観察会鎌ケ

谷・船橋自然観察会支部 西河内☎090・9345・1515

　広報かまがや1月15日号3ページ

「市内中学校部活動成績」の記事で、

次のとおり成績の掲載漏れがありま

した。おわびして訂正します。

●千葉県中学校新人体育大会

　陸上競技の部 男子共通走幅跳の部

　第1位　鈴木雄也（第四中2年）

●関東中学校水泳競技大会出場　　

　女子200m平泳ぎの部　兼子心琴

　（第二中2年）

問指導室☎445・1518

おわびと訂正

　介護分野の人材確保・育成・定着に

ついて先駆的な取り組みをしている施

設担当者の講演と、各支援窓口担当者

による知識やサポート制度などについ

ての講演です。

時2月13日（木）14時〜16時

（13時30分から受け付け）

所船橋市中央公民館

問ハローワーク船橋☎420・8609

（41#）

「チャレンジ介護2020」
事業所向けセミナー

　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上の人

時2月15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

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ

内講話とグループディスカッション

対子育て中の人

時2月15日（土）10時30分〜12時

所中央公民館

定20人（申込先着順）　費500円

申家庭倫理の会鎌ケ谷市 高橋☎080・

1185・5073

子育てセミナー

講座・講演
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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

　：3日(月)8時30分から予約開始（先着順）　　：要予約　 　センター：総合福祉保健センター　 　センター：習志野健康福祉センター　※1：予約は開催日の2日前まで　※2：場所は予約時

にお知らせ　※3：HIV検査のみ即日通知　　　　　　　　　　 ●南＝21日（金）、22日（土）10時まで・14時から　●北中沢＝28日（金）、29日(土)13時30分から　●くぬぎ山＝28日（金）、

29日（土）13時から　●粟野＝22日（土）14時まで、15時30分から

各児童センターの休み

福 習注 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）、12日(水)・23日(日)・24日

(月)　●図書館＝毎週（月）（24日を除く）、25日（火）・28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）＝13日（木）　●郷土資料館＝毎週（月）、11日（火）・23日（日）
!2月のお知らせ

●初小＝3日(月)　 ●南部小＝6日(木)

●道小＝10日(月)　●中部小＝12日(水)

●鎌小＝14日(金)  ●北部小＝17日(月)

●五小＝19日(水)　●東部小＝25日(火)

●西部小＝27日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

2月の有価物回収

　2月11日（火）は祝日のため、収集もク

リーンセンターしらさぎへの持込受け付

けも行いません。

　2月24日（月）は、収集のみ行い、クリー

ンセンターしらさぎへ

の持込受け付けは行い

ません。

祝日などの ごみの収集・自己搬入

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2月12日（水）9時30分〜11時受け付け

所くぬぎ山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

　楽しく運動しながら健康づくりができるよう

に、市民の歌「きらり鎌ケ谷」に動きを付けた「き

らり鎌ケ谷体操」を広めています。指導者が自治

会・サークルなどの団体の活動の場に出向き、講

習を行います。

申☎445・1405

「きらり鎌ケ谷体操」でみんな元気に！

　「時間がない！でもおいしいおかずが食べたい」と

いうときに役に立つレシピを紹介します。

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（万能野菜だれなど計3品）

　●汁物の塩分濃度測定

時2月28日（金）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

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

ワンコイン！作り置きおかずクッキング

時●2月5日（水）の13時30分〜16時30分

　●2月20日（木）・25日（火）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

　食材の種類・量の増やし方や調理法などについて

栄養士が教えます。保護者による試食もあります。

時2月27日（木）10時〜11時30分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

離乳食教室「離乳中期（2回食）の食事について」

　実践することが難しい「減塩＝塩減るシー」を

講義と実習で体験しましょう。

内管理栄養士の講義、グループワーク、調理実習

時3月4日（水）10時〜13時30分

所総合福祉保健センター3階

定30人

持筆記用具・エプロン・三角巾・食器拭き用布巾2枚

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

すこやかライフ講座
塩減るシー 〜おいしく減塩のコツ応用編〜

　転倒や感染症などの体の危険や、消費者被害

について対処方法を学びます。

対市内在住・在勤の人（介護をしていない人も可）

時2月21日（金）14時〜15時30分

所総合福祉保健センター3階

定20人（申込先着順）

師西部地域包括支援センター職員

申●西部地域包括支援センター☎441・2007

　●高齢者支援課☎445・1384

介護者教室
〜身の回りの危険について〜 ジェネリック医薬品

　　　　 を
お知らせします

　生活習慣病などに関する先発医薬品を使って

いる人で、ジェネリック（後発）医薬品に切り替え

た場合の差額が1カ月当たり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。

　この機会にジェネリック医薬品の使用をご検

討ください。

問保険年金課☎445・1204

※薬の一例で、医薬品代のみ比較（3割負担)

　精神障がい者家族会「ききょうの会」と八千代地

域生活支援センターが共同で開催する講演会です。

時2月13日（木）13時30分〜15時30分

所市役所地下

定60人

師つばさクリニックの香取牧子さん

問八千代地域生活支援センター

☎481・3555

精神障がい者家族のための講演会
「親亡きあと 〜つばさクリニックの実践から〜」

国民健康保険に
加入している皆さんへ

切替差額

相談名など 日　時 場所／問い合わせ各種相談など（相談は全て無料）
教育相談

まなびぃプラザ２階／ふれあい談

話室☎445・4953
毎週（月）〜（金）13時〜16時

酒害相談

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

①16日（日）13時〜15時30分

②20日（木）18時〜20時30分

③25日（火）18時〜20時30分

心配ごと相談

心の相談 予

　センター５階／市社会福祉協議

会☎444・6921

福毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

精神保健福祉相談 予
　センター3階／　センター

☎475・5152

福 習
26日（水）14時から

認知症相談 予
　センター2階／高齢者支援課

☎445・1384

福
4日（火）13時〜15時

思春期相談（療育相談）予
　センター／　センター

☎475・5153

習習
14日（金）9時30分から

精神障がい相談 予

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）

12日（水）９時30分から

知的障がい相談予

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）

25日（火）９時から

就学相談予 市役所／指導室☎445・1518毎週（月）〜（金）９時〜17時

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

　センター／　センター

☎475・5154

習 習2月19日（水）、3月4日（水）の各9

時30分〜10時30分

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）

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

登記・不動産相談 注 17日（月）13時〜15時

行政相談 注 12日（水）10時〜12時

住宅増改築修繕相談注 17日（月）13時〜16時

行政書士相談注 27日（木）13時〜16時

人権擁護相談　予 13日（木）13時〜15時

市役所2階／消費生活センター

☎445・1246
消費生活相談（予約優先）

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
職業紹介

毎週（月）〜（金）●10時〜12時

●13時〜16時

家庭児童相談
　センター２階／家庭児童相談室

☎445・1349

福
毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

青少年相談（非行関係など）
まなびぃプラザ1階／青少年セン

ター☎445・4307
毎週（月）〜（金）９時〜16時

女性のための相談　 予
毎週（水）●9時30分〜12時30分

●13時30分〜14時30分

市役所／まつど地域若者サポート

ステーション☎047・703・8301
就職相談

（39歳以下向け）

予 18日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

法律相談（弁護士在室）注
4日（火）・14日（金）・18日（火）・

25日（火）の各13時〜17時

交通事故相談　 ※1予 21日（金）10時〜15時

※2

 新薬（先発医薬品） 11,695円

　　　　↓

 ジェネリック医薬品 7,063円

 差額　　  4,632円

糖尿病の薬(1日3回・1年間服用)の場合

有
価
物

(1カ月当たり386円)
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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2年（2020年）2月1日号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      109,954人（前月比-83）

男　54,342人　女　55,612人

世帯数　 49,797世帯（前月比-73）

〔R2.1.1現在〕

春の自然観察会 早春の粟野地区公園の自然に親しもう！

早春の自然と触れ合うことができます

アーティスト発掘の瞬間を見届けよう！
きらりかまがや第3回アーティスト発掘プロジェクト開催

（オリジナル曲で挑
戦）

アコースティック
テーマ

問市民会館☎441・3377

　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？

　　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／窓口

日時
場所
その他

申し込み

保育
　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。

Topics

眞塩藍咲 西川元 芦田三枝子 suguru

Moncroidz 市原一雄 Street Rhythm Kings & Moon Glow えりな＆轟DUO

　市内でも自然を多く残している粟野地区公園を

散策しながら、野鳥や植物を観察しませんか？

    3月1日（日）9時30分粟野コミュニティセン

ター集合〜12時解散

    30人（申込先着順）

    50円（保険料）

    都市鳥研究会顧問の唐沢孝一さん

    歩きやすいもの・運動靴

      まなびぃ100対象

    公共交通機関などでお越しください

        郷土資料館☎445・1030

日時

定員
費用

講師
服装
その他
注意
申し込み

　親子も小学生も楽しめるコーナーが盛りだ

くさん！今年は、ママの得意なことを生かした

「マママルシェ」も出店します。

    ●模擬店（飴細工・肉まん・焼きそば・

      ジュース・バザーなど）

    ●遊びのコーナー（型抜き・射的など）

    2月22日（土）10時〜14時

    南児童センター

    徒歩・自転車でお越しください

問南児童センター☎438・5040

飴細工がやってくる
！見てうっとり！ たべておいしい！

ありんこ春まつり
パネル巡回展 チバミュージアムフェスタ2020
～オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史～

内容

日時
場所
注意

あめ

きれいな飴細工を
販売します！
手に取ってみませんか？

出 場 者
※敬称略

　全国を走るオリンピック聖火リレーが、いよいよ来

月、福島県を出発し、全国を回ります。大会と千葉県の

関わりなどを紹介するパネル巡回展を開催します。

　かまがやワールドプラザでは、オリンピック・パ

ラリンピックに関する塗り絵や工作体験スペース

もあります。

       ●市役所1階 市民ホール＝2月10日（月）〜28日（金）

       ●かまがやワールドプラザ（きらり鎌ケ谷市民会館内）＝

         2月22日（土）・23日（日）

問かまがやワールドプラザ☎442・1850

展示期間
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