
感染予防を徹底しましょう感染予防を徹底しましょう
　鎌ケ谷市では、今後の感染拡大の防止に取り組んでいくため、「鎌ケ谷市緊急事態対応計画」に基づき、令和2年2月
25日付けで「警戒体制」から「非常体制」とし、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。
　今後も、関係機関と連携しながら、情報収集や市民への情報発信に取り組んでいきます。

　 市内公共施設の休館について
　次の施設は、3月24日（火）まで休館となります。

　 市内小・中学校の休校および放課後児童クラブの開設
　  について
　児童生徒の健康・安全を最優先して、3月2日から春休み前日
まで市内全ての小・中学校を休校としています。
　学校の休校に伴い、3月2日から放課後児童クラブを原則8時か
ら19時まで開所しています（（土）も含む）。春休み期間も通常通り
開所します。
問●小・中学校の休校について=指導室☎445・1518
　●放課後児童クラブについて=こども支援課☎445・1320

　 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中小企業
　 への保証（セーフティネット保証4号認定）について
　売上高などが減少している中小企業を支援します。
対象次の両方の条件に該当する中小企業
●鎌ケ谷市において1年以上継続して事業を行っている
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近
　1カ月の売上高などが前年同月に比して20％以上減少してお
　り、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同
　期に比べて20％以上減少することが見込まれる
その他申請方法など詳しくは、お問い合わせください
問商工振興課☎445・1240

※3月10日(火)時点の情報です。最新の情報は市ホームページをご覧ください
※休館期間後の予約などの対応については、各施設へお問い合わせください

新型コロナウイルスにご注意を！新型コロナウイルスにご注意を！

手洗い・咳エチケット以外の感染予防策

　例年実施している桜の開花時期に合わせた市

制記念公園の開園時間の延長を中止します。開園

時間は、通常どおり9時〜17時です。なお、今後の

状況変化によっては、閉園する場合もあります。

　お花見時期は公園・児童遊園の混雑が予想さ

れます。感染拡大を防止するため、飲食を伴う宴

会などの利用を控えるよう、お願いします。

公園緑地課☎445・1489

※南部公民館休館に伴い、同館内の自動交付機の平日稼働時間が9時〜

　17時に変更となります（（土）・(日）は変更なし）　問市民課☎445・1195

場 所

各児童センター

各コミュニティセンター

市民活動推進センター

男女共同参画推進センター

まなびぃプラザ

学習センター（各公民館）※

図書館本館・各分館

きらりホール

かまがやワールドプラザ

社会福祉センター

福太郎アリーナ

郷土資料館

学校施設開放（当面の間） 

さわやかプラザ軽井沢（当面の間） 

問い合わせ

こども支援課☎445・1320

市民活動推進課☎445・1252

市民活動推進課☎445・1274

男女共同参画室☎445・1277

生涯学習推進課☎446・1111

生涯学習推進課☎446・1111

図書館本館☎443・4946

市民会館☎441・3377

かまがやワールドプラザ☎442・1850

高齢者支援課☎445・1375

文化・スポーツ課☎445・1531

郷土資料館☎445・1030

生涯学習推進課☎446・2112

クリーン推進課☎445・1222

問健康増進課☎445・1390

　不特定多数の人の参加があるなどのイベントは、原則中止・延期
とします。
　中止・延期となったイベントなどは、市ホームページをご覧ください。

イベントなどの対応について

市制記念公園の開園時間
　　　　　  します

市制記念公園の開園時間
　　　　　  します

　新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府は2月27日、所得税の確定申告の期限を3月

16日（月）から4月16日（木）までに延長する方針を発表しました。

　市では、予定どおり3月16日(月)に総合福祉保健センター6階で「確定申告および住民税の

申告の受け付け・相談」を開催しますが、17日(火)以降の対応は次のとおりとなります。

確定申告の期間延長について

3月17日(火)
以降の申告に
ついて

所得税の確定申告
　3月17日(火)以降は、松戸税務署のみで受け付ける予定です。

※申告書の提出のみの場合も、課税課では受け付けできません

住民税の申告
　3月17日(火)以降は、課税課（市役所2階）で受け付けます（郵送可）。

延長を中止延長を中止
問松戸税務署☎047・363・1171

感染予防に関すること、症状出現時の対応など
　千葉県の電話相談☎043・223・2640（9時〜17時）
国の取り組みや状況、関連法律、感染予防など
　厚生労働省の電話相談☎0120・565653（9時〜21時）

帰国者接触者相談センター
　習志野健康福祉センター
　☎475・5154／ｆ475・5122

　感染拡大防止のため、一人一人が予防のための正しい知識を持ち対応するだけでなく、感染した人や感染が疑われる
症状がある人の人権が損なわれることが無いよう、誰もが気を付け、拡大予防に努めましょう。

新型コロナウイルスの対応については、変更する場合がありますので、最新情報は市ホームページでご確認ください。

市の取り組みや状況、感染予防など
　市健康増進課☎445・1390
　※（土）・（日）・(祝)を除く8時30分〜17時

新型コロナウイルス感染症が疑われる人へ その他の相談窓口

一人一人の咳エチケットや手洗いの徹底がさらに重要です

●室内は１時間ごとに５分程度、窓を大きく開けて換気をしましょう。空気が乾燥している時は加湿器を使用し、湿度50〜60%以上を保ちましょう
●喉が乾燥しないように、小まめに水分補給をしましょう
●テーブルやドアノブ、トイレなど手がよく触れる所は、アルコール消毒剤などで１日１～２回拭きましょう（アルコール消毒剤を入手できない場合は、塩素系
　漂白剤を薄めたもので代用できます（作り方：濃度５％の塩素系漂白剤の場合、水２リットルに対して漂白剤がペットボトルのキャップ２杯分）。一度に使い
　切る量だけ作ってください。拭いた場所がさびることがあるため、消毒後は水拭きしてください）
●栄養と睡眠を十分にとり、規則正しい生活を心掛け、体の免疫力を高めましょう

公園・児童遊園 利用のお願い

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

問問

主な内容
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犬のふんは
持ち帰りましょう

飼い主の皆さんにお願い

問環境課☎445・1229

　犬や猫の「ふん・おしっこ」の不始末につ

いて苦情が市に寄せられています。飼い主

としての自覚を持ち、道路や公園、他の人の

敷地や塀などに排せつさせないなど、飼い

主としてのマナーを守りましょう。

　犬の散歩は運動のためのもので、排せつ

が目的ではありません。散歩前の排せつを

しつけ、道路や公園などでふんをしたら必

ず持ち帰ることができるよう、片付ける道

具を持参しましょう。

　民生委員・児童委員、主任児童委員は、法律に

より住民の中から選ばれ、厚生労働大臣が委嘱

し、常に住民の立場にたって、安心で暮らしやす

い地域社会をつくるために活動しています。

　それぞれの委員は、担当する地域の中で、生活

上の心配事の相談や、福祉サービスを利用するた

めのお手伝いなど、さまざまな活動に取り組んで

います。 

　また、守秘義務があり、相談内容や秘密が漏れ

ることはありません。

ª困ったことがあったら、お気軽にご相談をª
　民生委員・児童委員、主任児童委員の連絡先な

どについては、社会福祉課へお問い合わせください。

ー 相談例 ー
●高齢者の一人暮らしに不安を感じたら…

●子育てに悩んだら…

●虐待かな？と感じたら…

●災害時の避難などに不安を感じたら…

●いろいろな事情で生活に困ったら…

※命に関わると思われるときは、警察へ連絡して

　ください

問社会福祉課☎445・1286

中央地区
民生委員・児童委員

今村 喜和子 金田 千佳代

櫻井 千代子 植村 幸晴

阿部 洋子 内田 初子

金野 裕子 酒井 利江

沼中 辰美 皆川 ひろみ

柳澤 益代 目黒 孝子

松本 美津江 吉永 チエ子

斎藤 光彦 納田 晶子

鷹野 悦子 小川 昌幸

窪田 耕造 佐藤 健

西牧 猛 谷尻 ちず子

林 元子 松永 るみ子

家垣 ヤイ子 鈴木 良子

森本 和子 新田 幸枝

小沢 喜郎 髙𣘺 利夫

木村 加代子

主任児童委員

髙安 富美子

中央東地区
民生委員・児童委員

髙橋 修 石井 由貴子 

鹿目 和代 遠山 よし江 

杉田 眞知子 根岸 松代 

鈴木 鈴枝 森 義明 

加　 正江 神尾 豊彦 

三枝 三千子 長池 京子 

千葉 洋子 　澤 はな子 

川本 美智代 坂本 昌枝 

髙橋 立 有本 則男 

石田 祥子 鈴木 政枝 

小松 優子

主任児童委員

勝力 明子 佐藤 美恵子 

東部地区
民生委員・児童委員

鈴木 清子 山賀 和子 

本間 克子 岩本 惠美子 

節政 文江 村山 勇 

吉田 浩滋 松本 澄枝 

西林 賢三 小林 存祐 

富塚 武雄 山田 昭康 

森本 恒夫 石橋 英子 

福田 惠子 天沼 充己 

本間 和久 松本 寛芳 

長濵 美奈 田代 資二 

渡邉 和雄 川村 幸子 

西川 久子 佐久間 眞由美 

松尾 博 小林 トキ 

荒井 竜子 相良 直美 

山浦 義紀 沼田 美知子 

平栗 惠美子 十見 絹子 

伊藤 時子 吉﨑 洋子 

篠原 節子

主任児童委員

星 春美 池田 京子 

南部地区
民生委員・児童委員

竹内 久子 山嵜 幸子

鈴木 惠子 市原 千惠子

成瀬 アツ子 奥 昭子

矢内 由美子 髙梨 範子

川村 美代子 秋元 正子

吉田 紀子 清水 みどり

吉村 てるみ 石原 紀子

前田 スエノ 村上 茂子

野上 文美 清永 啓子

遠藤 多喜子 中靜 健一

山本 幸子 杉山 元夫

渡辺 善彦 谷口 幸子

髙橋 祥子 九谷 林太郎

柴崎 由美子

主任児童委員

松村 清美 勝 なおみ

西部地区
民生委員・児童委員

武藤 明 吉田 美紗枝

太田 禎子 佐　 幸子

岸畑 洋子 大森 くに代

平井 洋子 村田 セツ子

髙橋 郁子 髙木 由美子

萩庭 栄子 加藤 俊和

入田 規弘 村山 洋一

主任児童委員

戸内 真由美

北部地区
民生委員・児童委員

山之内 理佳 齋藤 絹江

武藤 節子 風間 君子

鈴木 和子 細野 洋子

佐々木 勝子 小濱 光子

廣瀬 みち子 佐藤 淑子

西島 三枝子 長尾 みよ子

主任児童委員

永德 通子 土屋 玲子

各地区の委員を紹介

親身になって問題解決に努めます

民生委員・児童委員、
主任児童委員は
身近な相談相手

民生委員・児童委員、
主任児童委員

犬の登録と
狂犬病予防注射

今年度の狂犬病予防集合注射は実施しません
　新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度の狂犬病予防集合

注射は実施しません。動物病院で接種し、その後、環境課窓口(市役

所1階)で注射済票の交付手続きをしてください。
問環境課☎445・1229

①予防注射の接種

場所動物病院

持ち物●市から送付された通知票

　　　●接種費用（注射代金の他に初診料な

　　　　どがかかる場合があります）

※動物病院については、各院ホームページま

　たは環境課へお問い合わせください

※費用および診療日時は、各動物病院にお問

　い合わせください

②注射済票の交付手続き

場所環境課窓口（市役所1階）

持ち物●狂犬病予防注射済証

　　　●市から送付された通知票

　　　●550円（注射済票交付手数料）

※未登録の犬の場合は、別

　途登録手数料3,000円

　が必要です

予防注射は毎年1回忘れずに

未登録の犬については、通知票を送付していません。②の交付手続き時に、登録手続きをしてください。

買い物袋の持参推進運動
商品交換は

3月31日（火）まで
　「買い物袋の持参推進運動」を実施する全店舗にお

いて、スタンプカードへのスタンプ押印および商品と

の交換が3月31日（火）で終了します。期限内での交換

にご協力をお願いします。

問クリーン推進課☎445・1223

スマホでスマホで「広報かまがや」を
配 信 中！

　無料のスマートフォン用アプリ「マチイロ」（（株）ホー

プが開発・運営）を使うことで、広報かまがやを読むこ

とができます。

　ダウンロード方法など詳しくは、マチイロホームペー

ジをご覧ください。

注意通信料は利用者負担

問●アプリの機能について＝（株）ホープ

　　☎092・716・1404

　●その他＝広報広聴室☎445・1088
マチイロ

ホームページ

(敬称略)

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！
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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4月13日（月）〜6月30日（火）

　自殺は、原因やきっかけはさまざまでも、その多くは何らかの悩みや問題によって心理的に

追い詰められた末の死です。市内では、自殺者のうち男性が女性の約2倍多く、30〜50歳代

が全体の約半数を占めています（平成25〜29年度自殺総合対策推進センターの統計より）。

問健康増進課☎445・14053月は「自殺対策強化月間」

　粟野コミュニティセンター・児童センターおよび子育て支援セ

ンターは、空調機改修工事のため、4月13日（月）〜6月30日（火）

の間、休館します。休館中の各施設の対応は次のとおりです。

コミュニティセンター

　7月1日（水）以降の利用申請は、休館期間中であっても、粟野コ

ミュニティセンター窓口または電話で2カ月前から受け付けま

す。ただし、休館期間中の（土）・（日）・（祝）は受け付けを行いませ

んので、利用予定日の2カ月前が（土）・（日）・（祝）の場合は、翌平

日から受け付けを行います。

児童センター

　北部公民館など、他の公共施設で移動児童館を実施する予定

です。詳しい日程については、今後発行する「児童センターだより」

をご覧ください。

子育て支援センター

　休館期間中の電話相談は、（月）〜（金）の9時〜16時30分に実

施します（（祝）を除く）。子育てサロン（二中・道コミ・にじっこ・さ

つまっこ）は、通常どおり実施します。つどいの広場は、北部公民

館や総合福祉保健センターなどで実施する予定です。詳しい日程

については、今後発行する「子育て支援センターだより」をご覧く

ださい。

　各センターだよりは、子育て子育ち応援サイト

「かまっこ応援団」にも掲載しています。

問●粟野コミュニティセンター・児童センター☎441・7066

　●子育て支援センター☎441・8905

粟野コミュニティセンター・児童センター

工事のため 　　　　 します休館

◀かまっこ
　応援団

　大規模な災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、帰宅が困難になることが

予想されます。多くの人が一斉に帰宅を始めると、火災や建物からの落下物などによ

り、けがをする恐れがある他、救助・救急活動の妨げとなります。むやみに移動を開始せ

ずに、落ち着いて行動しましょう。

問安全対策課☎445・1278

もし
災害が発生
したら！

もし
災害が発生
したら！

一斉に帰宅をするのは危険
むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を

こんなときは14日以内に届け出を

国民健康保険・国民年金の手続き
　国民健康保険・国民年金に加入または脱退するときは、下表を参照して、「こんなとき」の事例ごとに14日以内の保険年金課（市役所1階）への届け出が必要です。

【例】会社の健康保険に加入したとき

⇒会社では国民健康保険の脱退手続きは行いませんので、本人または代理人による

　届け出が必要です。

加
入
す
る
と
き

脱
退
す
る
と
き

そ
の
他

※1：マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー通知カードと官公庁発行の写真付き身分証明書などでも可

こんなとき
届け出に必要なもの(加入するとき・脱退すると
きは、下記に加え、マイナンバーカード※1が必要）

他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険を脱退した証明書職場の健康保険を脱退したとき

職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 被扶養者を削除された日付の分かる証明書

子どもが生まれたとき 母子健康手帳・印鑑・出生証明書

生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

外国人が加入するとき 在留カードなど

他の市区町村に転出するとき 被保険者証

職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国民健康保険の被保険者が死亡したとき 印鑑・死亡診断書

生活保護を受けるようになったとき 被保険者証・生活保護決定通知書

外国人が出国するとき 被保険者証・在留カードなど

市内で住所が変わったとき

被保険者証世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、世帯が一緒になったとき

修学のため、別に住所を定めるとき

被保険者証をなくしたとき
（汚れて使えなくなったとき）

被保険者証・在学証明書・マイナンバーカード※1

本人であることを証明するもの（官公庁発行の写真
付き身分証明書など）

職場の健康保険の被保険者証（未交付の場合は、
加入したことを証明するもの）・国民健康保険の被
保険者証

【例】20歳以上60歳未満の人が、厚生年金に加入している会社を退職

　　したとき

⇒会社では国民年金への切り替え手続きは行いませんので、

　本人または代理人による届け出が必要です。

こんなとき 届け出に必要なもの※1 ※2

厚生年金をやめたとき 退職年月日が分かるもの・年金手帳・印鑑

配偶者が厚生年金の扶養
から外れたとき

扶養から外れた年月日が分かるもの・配
偶者の年金手帳・印鑑

厚生年金被保険者が65歳
になり扶養されている配
偶者が60歳未満のとき

配偶者の年金手帳・印鑑

海外から帰国したとき※3 パスポート・年金手帳・印鑑

外国人が入国したとき※3 入国の年月日が分かるもの

海外に居住するとき※3 年金手帳・印鑑
脱
退
す

る
と
き

加
入
す
る
と
き

　　　※1：届け出人本人の場合、印鑑は省略可
※2：年金手帳（基礎年金番号）の代わりにマイナンバーカードによる届け出も可
※3：厚生年金の加入者および扶養されている配偶者を除く

問●国民健康保険＝保険年金課☎445・1204

  ●国民年金＝保険年金課☎445・1209

忘れていませんか？

国民健康保険 国民年金

むやみに移動を開始しない

●身の安全を確保し、職場や集客施

　設などの安全な場所にとどまる

●災害用伝言サービスにより、家族

　の安否などを確かめる

●交通情報や被害情報などを入手

　する

日頃から準備しておきたいこと

●携帯ラジオや地図を持ち歩く

●スニーカー・懐中電灯・手袋・飲料

　水・食料などを用意する

●家族などと安否確認の方法、集合

　場所、帰宅経路の状況を確認して

　おく

大切な人が悩みを抱えていたら
　まずは、声を掛けてみてくださ

い。その人が悩みを話してくれた

ら、「そんなことで」と否定した

り、安易に励ましたりせず、じっ

くりと話を聴いて、相談窓口を

紹介しましょう。その後も、寄り

相談窓口 ～お気軽にご相談ください～
●よりそいホットライン☎0120・279・338（24時

　間対応、通話料無料）

●千葉いのちの電話☎043・227・3900（24時間

　対応）

※健康増進課窓口（総合福祉保健センター1階）、公

　共施設に設置している「主な困った時の相談窓口」

　のチラシもご活用ください

※さまざまな支援方法を検索できるホームページ

　「支援情報検索サイト」も併せてご利用ください

添い、温かく見

守り続けるこ

とが大切です。
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納期限は3月31日（火）納期限は3月31日（火）

〇国民健康保険料　　　　（第10期）

〇介護保険料　　　　　　（第10期）

※納付・納税は口座振替が便利です

※納期限を過ぎると延滞金がかかります

　市役所からの還付は、絶対に
ＡＴＭは使いません。不審に思った
ら、必ず市役所に確認しましょう。

ＡＴＭ
振り込め詐欺

ストップ!

令和元年度 市民文化賞・市民スポーツ賞・市民賞

　毎年、芸術文化活動やスポーツ活動など、ふるさと意識および文

化の高揚に寄与した活動で優秀な成果を収めた高校生以上の皆

さんを表彰しています。今年度の受賞者を紹介します(敬称略)。

問生涯学習推進課☎446・1111

大越 美杏

　第74回国民体育大会少年女子体操競技団体 3位

佐藤 秀哉

　令和元年度千葉県高等学校新人体育大会

　体操競技の部男子団体 3位

川添 健人

　第74回千葉県高等学校駅伝(男子）大会 総合優勝

浅海 崇志　　島岡 優　

　第74回千葉県高等学校駅伝（男子）大会 総合3位

村松 陸

　令和元年度第72回千葉県高等学校総合体育大会

　テニス大会（個人の部） 男子ダブルス 優勝

金田 拓渡

　令和元年度第72回千葉県高等学校総合体育大会

　テニス大会（個人の部） 男子ダブルス 準優勝

服部 冬馬

　令和元年度第51回千葉県高等学校新人体育大会 

　テニス大会男子ダブルスの部 3位

寺島 沙帆

　令和元年度第51回千葉県高等学校新人体育大会

　テニス大会女子シングルス 3位

大藏 遼奈

　第6回関東エアロビック選手権大会

　シニア女子1フライト部門千葉県大会 優勝

山ノ内 蓮

　2019テコンドー ワンチャンピオンシップ15歳以下 

　有段組手の部 優勝

鈴木 仁

　第9回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会

　形男子3部 優勝

平川 忠興

　平成31年千葉県弓道耐寒大会称号者の部 優勝　

浮田 健誠

　サッカーＪ2 レノファ山口ＦＣ 入団決定

津留﨑 大成

　東北楽天ゴールデンイーグルス 入団決定

市民スポーツ賞

永年勤続優良従業員表彰
　次のとおり勤続15年以上の従業員として

推薦があった6事業所8人が表彰されました

（敬称略）。

問商工振興課☎445・1240

※氏名の公表について了承があった人のみ、
　掲載しています

理容まつはし（1人）

　松橋正広

茂野製麺（株）（1人）

（有）やまびこ（3人）

　後藤友子
　佐藤清美
　比佐野佐和子

　　下表参照

　　市内在住の60歳以上で、全回出席できる人

　　主に南部公民館

　　40人（新規受講者優先、多数抽選）

　　保険料・材料費など

　　　まなびぃ100対象

　　　　往復はがき(１枚につき１人まで)に住所・氏名(ふりがな)・年齢・性

別・電話番号と返信宛先を記入して、４月1日(水)まで(必着)に南部公民館

ゆ〒273-0114道野辺61または、官製はがきに返信宛先を記入して同館

窓口へ持参

※結果は４月中旬に通知

場所
対象
日程

定員
費用

申し込み
その他

南部シルバーセミナー

「きらりコース」受講生募集

みんなと一緒に楽しく学び、
見聞と人の輪を広げませんか？

日 時

 ５／14(木)14:00〜16:00

 ５／28(木)14:00〜16:00

 ６／11(木)10:00〜13:00

 ６／25(木)14:00〜16:00

 ７／９(木)９:30〜15:30

 ９／10(木)14:00〜16:00

 ９／24(木)14:00〜16:00

10／８(木)14:00〜16:00

10／22(木)14:00〜16:00

11／12(木)14:00〜15:30

内 容

開講式・オリエンテーション

軽スポーツ講座①

調理実習「みんなで料理」

歌声広場

社会見学「バスで市内施設」

元気アップ講座①

軽スポーツ講座②

元気アップ講座②

教養講座

音楽鑑賞・閉講式

　シニア世代が仲間づくりや地域参加を積極的に行い、やりがいと生きが

いを高めるための学習の場です。

　　下表参照

　　市内在住の60歳以上で、全回出席できる人

　　主に東部学習センター 

　　33人（多数抽選） 

　　保険料・交通費・見学費・材料費など

　　　まなびぃ100対象

　　　　往復はがき(１枚につき１人まで)に住所・氏名（ふりがな）・年齢・性

別・電話番号と返信宛先を記入して、4月5日（日）まで（必着）に東部学習セ

ンターゆ〒273-0115東道野辺4-9-50または、官製はがきに返信宛先を

記入して同センター窓口へ持参

※結果は４月下旬に通知

場所

日程
対象

定員
費用

申し込み
その他

東部シニア倶楽部 会員募集

日 時

５／13（水）10:00〜12:00

６／10（水）10：00〜12：30

７／８（水）10：00〜12：00

８／12（水）10：00〜12：00

９／９（水）10：00〜12：00

10／14（水）８：30〜17：00

10／28（水）９：30〜12：00※

11／11（水）９：00〜11：00

12／９（水）９：30〜12：00

１／13（水）15：00〜16：30

２／10（水）９：30〜12：00

内 容

開講式・オリエンテーション

料理づくり

軽スポーツ「ディスコン」

相続税・贈与税講座

防災講座

バスによる社会見学

軽スポーツ「グラウンドゴルフ」

市内散策（私市醸造株式会社）

自主講座

公開医療講座

鑑賞会・茶話会・閉講式

※：雨天時は10/29（木）

南部公民館
東部

学習センター

戸祭 淳美

　第19回東日本学校吹奏楽大会高等学校部門 金賞

樋口 愛星

　弘法大師奉賛 第54回高野山競書大会高野山管長賞

滝澤 奈歩　　井上 千尋

　第25回日本管楽合奏コンテスト全国大会高等学校

　Ａ部門 最優秀賞

市民文化賞
浅海 心暖　　進木 愛衣　　村山 菜瑞菜　

安永 有花　　四元 彩花

　第8回日本学校合奏コンクール2019全国大会

　グランドコンテスト 金賞（文部科学大臣賞）

荒木 快斗　　山﨑 みろく

　第43回全国高等学校総合文化祭 

　小倉百人一首かるた部門競技の部 奨励賞

私市醸造（株）（1人）

　戸田茂樹

（株）カツ山建材（1人）

　野手正義

鎌ケ谷観光バス（有）（1人）

　三浦英己

市民賞
石原 和弘

　令和元年度千葉なし味自慢コンテスト 農林水産省生産局長賞

問東部学習センター☎441・0211

グラウンドゴルフ

教養講座

問南部公民館☎446・3031
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日 時

５／８（金）10:00〜13:00

５／21（木）10:00〜12:00

６／11（木）10:00〜12:00

６／25（木）８:00〜16:00

７／ 9（木）10:00〜12:00

９／10（木）10:00〜12:00

10／ 8（木）10:00〜12:00

10／22（木）10:00〜13:30

11／19（木）８:30〜16:00

12／３（木）10:00〜12:00

テーマ

開講式・オリエンテーション・楽しく調理

「粟野の森」植物観察※

笑って元気に「落語」※

社会見学「銚子市醤油工場見学 他」

軽スポーツを楽しむ「バッゴー」

歴史講座「かまがやの歴史」※

気軽に元気体操

医療講座「食を考える」

社会見学「笠間市笠間神社 他」

音楽を楽しむ・学習のまとめ・閉講式

※印は公開講座。受講生以外の当日参加も可

北
部
タ
ウ
ン
セ
ミ
ナ
ー

　　下表参照

　　市内在住の60歳以上で、全回出席できる人

　　主に東初富公民館

　　36人（多数抽選）

　　保険料・交通費・見学費・材料費など

　　　まなびぃ100対象

　　　　往復はがき（1枚につき1人まで）に住所・

氏名・年齢・電話番号と返信宛先を記入して、4月

10日(金）まで（必着）に東初富公民館ゆ〒273-

0122東初富1-10-1または、

官製はがきに返信宛先を記入

して同館窓口へ持参

※結果は4月下旬に通知

対象
場所

日程

定員
費用

申し込み
その他

いきいき倶楽部 会員募集

日 時

 5／20（水）10：00〜12：00

 6／17（水）10：00〜11：30

 7／15（水）10：00〜12：00

 9／16（水）10：00〜14：00

10／14（水）10：00〜12：00

11／11（水）８：30〜16：30

12／16（水）10：00〜12：00

 1／20（水）10：00〜12：00

 2／17（水）10：00〜12：00

内 容

開講式・
オリエンテーション

軽スポーツ講座

音楽講座

料理講座 

軽スポーツ講座

バスで社会見学

ものづくり講座
「正月飾りを作ろう」

一般公開講座

健康講座・閉講式

　　下表参照

　　市内在住で、全回出席できる人

※シルバーカレッジは60歳以上

　　主に北部公民館

　　各36人（新規受講者優先、多数抽選）

　　保険料・交通費・見学費・材料費など

　　　まなびぃ100対象

　　　　往復はがき（1枚につき1人まで）に希望

対象
日程

定員
場所

費用

申し込み
その他

北部タウンセミナー・北部シルバーカレッジ　

受講生募集

　前回の小欄で、北千葉道路につい

て少し触れました。2月6日に市川市

で開かれた「北千葉道路建設促進 

特別講演会」に参加しましたので、今

回も北千葉道路を取り上げようと思

います。

　一般国道464号北千葉道路は、市

川市と成田市を東西に結ぶ約43キ

ロメートルの幹線道路で、鎌ケ谷市

内を横断します。全線が開通すれば

東京外かく環状道路（外環道）と成田

空港を最短で直結する「大動脈」とな

りますが、開通区間（暫定供用を含

む）はまだ約7割。鎌ケ谷市の鎌ケ谷

消防署前から市川市の外環道北千葉

JCT（仮称）までの約9キロメートル

も未開通で、現在、事業着手に必要な

　「不用品はないか」と買い取り事業者から

電話があり、古着を出そうと思い、事業者の

来訪を承諾した。ところが、事業者は不用品

をほとんど見ず、「貴金属はないか」と言うた

め、指輪を見せたところ1万円で買い取られ

た。後で相場より安く買い取られた事が分か

り、「返してほしい」と事業者に言ったが「売却

済みだ」と断られた。

市消費生活センター かわらばん ④消費者トラブルを紹介！

事
例

ア
ド
バ
イ
ス

　事前の約束とは違う物品の売却を求めることは、法律で禁止されています。不要な勧誘は

きっぱり断りましょう。突然の訪問で買い取りの勧誘をすることも禁止されているので、事業者

を家に入れないようにしましょう。

　また、訪問での買い取りの場合は、契約書面受け取り後8日間はクーリング・オフが可能で

す。期間中は物品の引き渡しを拒むことができ、事業者に紛失・売却されるリスクを避けるた

め、物品を手元に置いておくこともできます。売却するつもりがない物品は見せないようにしま

しょう。

　なお、物品によってはクーリング・オフの対象にならない場合があります。ご注意ください。

悪質な訪問での買い取り事業者に気を付けて！ 問市消費生活センター

　☎445・1246

日 時

５／11（月）10:00〜12:00

６／１（月）10:00〜13:00

６／10（水）８:30〜16:30

７／６（月）10:00〜12:00

７／27（月）10:00〜12:00

９／14（月）10:30〜12:00

10／７（水）８:30〜17:00

10／19（月）10:00〜12:30

11／30（月）13:30〜15:30

12／７（月）10:00〜12:00

テーマ

開講式・オリエンテーション・レクリェーション

めざせ料理の達人「各班で一品、自慢料理を作る」

社会見学1「千葉県西部防災センター、松戸市戸定歴史館」

元気で長生きするコツを学びます「高齢期からの食生活とお口のケア」※

だまされないための暮らし「高齢者をねらう悪質商法の最新手口」※

自分の健康は自分で守る「転倒防止のための運動」※

社会見学2「博物館見学 他」

軽スポーツを楽しむ「グラウンドゴルフ」

伝統芸能に親しむ「浪曲の鑑賞と体験」※

音楽鑑賞・学習のまとめ・閉講式

※印は公開講座。受講生以外の当日参加も可

北
部
シ
ル
バ
ー
カ
レ
ッ
ジ

講座名（タウンセミナーまたはシルバーカレッ

ジ）・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番

号と返信宛先を記入して、4月3日（金）まで（必

着）に北部公民館ゆ〒273-0136佐津間631

または、官製はがきを同館窓口へ持参

※結果は4月中旬に通知

※申し込みは、タウンセミナーとシルバーカレッ

　ジのどちらか一つ選択

北部公民館東初富公民館

環境アセスメントなどの手続きが進

められています。

　特別講演会は鎌ケ谷市など沿線7

市で構成する北千葉道路建設促進期

成同盟が主催し、講師はちばぎん総

合研究所の水野創社長でした。水野

社長は北千葉道路の主な効果として

①成田空港などへの広域高速移動の

強化 ②周辺の渋滞緩和 ③災害時の

緊急輸送ネットワーク強化を挙げま

した。また、2018年の外環道三郷南

IC〜高谷JCT開通後、一般道路の渋

滞緩和、交通事故の減少、観光・物流

の活性化などの事例がみられること

を紹介し、「北千葉道路もそれ以上の

効果が期待できる。ぜひ、成田空港第

3滑走路完成予定の2028年度末ま

でに開通すべき」と強調しました。

　会社勤めをしていた以前、通勤電

車内からなかなか開通しない市川市

内の外環道を眺め、「道路建設には時

間がかかるなあ」と思っていました。

実際、外環道（千葉県内）は事業化か

ら供用まで20年以上かかっているの

で、水野社長が北千葉道路は今後10

年以内の開通を目指すべき、と述べ

たのには少し驚きました。でも、技術

革新が進んだ今、国と自治体、住民の

相互理解と協力があれば不可能では

ないのかもしれません。

　日本で幹線道路が本格的に整備さ

れたのは1300年以上も前の飛鳥時

代。東海道、東山道、山陰道など中央

と地方を結ぶ7本の道、七道駅路（し

ちどうえきろ）が造られました。以来、

多くの道路が整備され、人やモノを

運ぶことにより経済、生活、文化を発

展させてきました。北千葉道路の役

割も何ら変わりません。

（市魅力発信アドバイザー）

千葉県が環境アセスメント・都市計画手続きを
行っている区間(市川市〜船橋市)

船橋市
市川市

松戸市

柏市
白井市

印西市

成田市

鎌ケ谷市

北千葉道路

社会見学

※　　　線部分は、未開通区間です

問東初富公民館☎446・5555

問北部公民館☎446・1076

一緒に楽しみ、新しい発見をしませんか？

ものづくり講座▶
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伝言板
内容・日時など詳しくは、各団体にお問い合わせください

会員募集
▶鎌ケ谷マジッククラブ
マジックを通したボランティア活動。対初心者歓迎時第3（日）13時〜15

時所鎌ケ谷コミュニティセンター定若干名月2,000円申八城☎090・

3512・8730

▶民謡を楽しむ会
対60歳以上の人時第1・2・4（金）13時〜15時所初富小学校月1,000円

申新井☎443・4179

▶ハングル広場
韓国語の学習。対文字が読める人時月3回（月）9時〜13時所中央公民館

定10人入1,000円月3,000円他無料体験あり申柳澤☎080・5509・

9834

▶聲吟会
詩吟・漢詩・俳句・和歌などの吟詠。時第1・2・4（木）17時30分〜20時30

分所中央公民館定10人入1,000円月2,000円年7,200円申堀☎090・

6180・4906

▶鎌ケ谷市国際交流協会
語学講座や国際交流関係のイベントを開催するボランティア団体。年①一

般会員＝2,000円　②学生・生徒会員＝1,000円　③家族会員＝5,000円

④法人・団体会員＝10,000円（市内在住・在勤・在学以外の人は①＝3,000

円　②＝1,500円）申同協会☎442・1860

　　　　　  　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（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

▶スロトレ・ストレッチ
スロートレーニングと体操。時4月3日・10日・17日、5月1日・8日・15日の

各（金）10時〜11時所東部学習センター定5人（申込先着順）費1回800

円申パル（骨盤体操） 小川☎446・2941

催し

　公共下水道は、家庭や事業所から出た汚水を終末処理場できれいな水

に変え、河川や海に放流するものです。公共下水道が完備されると、雑排

水による臭気やハエ・蚊の発生を抑えることができ、水質汚濁の防止、自

然環境の保護にもつながります。

排水設備の改造工事はお早めに

　公共下水道を十分に活用するため、公共下水道が利用できる地域にな

りましたら、一日も早い改造工事をお願いします。各家庭から公共下水

道までの接続工事にかかる費用は、各家庭の負担となります。この工事

を行う場合は、必ず「鎌ケ谷市排水設備指定工事店」に依頼してください

（工事店の一覧は、下水道課窓口（市役所4階）および市ホームページで

配布しています）。

　また、接続工事は次のとおり行ってください。

●くみ取り式トイレ＝公共下水道の供用が開始されてから3年以内に

　　　　　　　　　水洗トイレに改造すること

●浄化槽トイレ・雑排水など＝遅滞なく接続すること

公共下水道の使用の注意点

　鎌ケ谷市の下水道は分流式で、汚水管に雨水は流せません。雨水を流

すと、処理機能の低下や危険を生じさせる場合があります。

　また、日頃から次のことに注意しましょう。

●野菜くず、天ぷら油、水に溶けない紙、紙おむつ、たばこ、ガム、ビニー

　ル、髪の毛などを流さない

●汚水桝（マンホール）にアルコール、ガソリン、ごみ、土砂、雨水を流さ

　ない

●排水管や汚水桝の近くに植樹しない

●排水管や汚水桝などを定期的に点検する

下水道の訪問セールスにご注意を
　宅地内の排水設備の点検や清掃などについて、市役所から依頼

されたような口調で、業者が訪問する事例が発生しています。

　市では、宅地内の点検や清掃などの訪問、依頼は行っていませ

んので、ご注意ください。

公共下水道の利用可能地域では
すみやかに接続工事を

快適な生活と自然環境を守るため

！

問下水道課☎445・1483

場所
持ち物

　上の項目に心当たりのある人や健康に不安のある人、運動したいと考え

ている人は、作業療法士の指導の下、室内でもできる運動をしませんか？

　　次の条件を全て満たす人

●市内在住で65歳以上である

●介護保険の認定を受けていない、または要支援1・2で介護保険サービ

　スを利用していない

●過去に高齢者支援課が主催する運動講座（ちょ筋教室・ニチイ運動講

　座・のびのび倶楽部）に参加したことがない

　　4月13日〜6月22日の毎週（月）14時〜16時（5月4日を除く全

10回）

※全日程参加してください

　　中央公民館 学習室1　　　15人（申込先着順）

　　　飲み物、タオル　　　運動ができるもの

　　　　高齢者支援課☎445・1384

対象

定員
服装

申し込み

日時

問高齢者支援課☎445・1384

□ 何かにつかまらないと

　 椅子から立ち上がれない

□ 転倒に対する不安が大きい

□ 半年前に比べて固い物が食べにくくなった

□ 周囲から「いつも同じ事を聞く」など物忘れを指摘される

□ 外出時、階段の利用に消極的である

こんな人におすすめ！

ちょ筋教室
おすすめ！

　有価物回収運動は、市内の各小学校PTAが行う資源回収運動です。

新聞・雑誌・雑紙・段ボール・布類・瓶・金属類を回収しており、小学生が

いない家庭でも資源ごみを出すことができます（事業所は利用不可）。

　ごみの減量・再資源化の促進に役立つだけでなく、回収量に応じて

各小学校PTAに奨励金を支払っており、PTA活動費として子どもたち

に還元されています。

　回収場所には、回収日に黄色い旗が掲示

されます。朝9時までに有価物を出しま

しょう。回収日は広報かまがや毎月1日号

（原則）をご覧ください。

　また、回収場所について詳しくはお問い

合わせください。

　粗大ごみでは有料扱いとなる自転車や電

子レンジなどの金属類も無料で有価物とし

て出すことができるため、大変便利です。

※金属含有量が少ないものは対象外

※自転車は、「有価物」と書いた紙を自転車

　に貼って出してください

有価物の出し方

有
価
物

有価物回収運動にご協力を！有価物回収運動にご協力を！

問クリーン推進課☎445・1223

黄色い旗が
目印！
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健康・福祉ボード

　結核は、全国で年間約17,000人（県内では

約８00人）が新たに発症している病気です。近

年の傾向として、70歳以上の人が新規患者の

半数以上を占め、今後、さらに増加する傾向で

す。結核の早期発見・早期治療に努めましょう。

●結核の初期症状は風邪とよく似ています。せ

　き・たん・微熱・だるさなどが2週間以上続く

　場合は、必ず医療機関を受診しましょう

●職場・学校などの健診や市町村の結核健診

　の対象者は、必ず受診しましょう

問習志野健康福祉センター☎475・5154

3月24日は世界結核デー
〜結核は過去の病気ではありません〜

　「ふれあいサービス」は、高齢者や障

がい者、産前産後の世帯などで家事な

どが困難な人へ、家事援助を有料で提

供する、在宅福祉サービスです。自分の時

間を誰かのために役立ててみませんか？

研修会参加後に会員登録ができます。

研修会

時5月20日（水）・6月12日（金）の各

10時〜12時（全２回）

所総合福祉保健センター

申市社会福祉協議会窓口（総合福祉

保健センター5階）／☎444・2231／

ｆ446・4545

ふれあいサービス協力会員

　各種健康相談・健康診査の対応や、

地区活動などを行います。

対保健師の資格を持っている人

　　4月1日〜3年3月31日

　　　　（月）〜（金）の各8時30分〜

17時15分（（祝）を除く）

定1人

　　月給225,965円（交通費支給）

他書類選考、面接あり。詳しくは申し

込み時にお伝えします

申健康増進課☎445・1405

保健師（フルタイム会計年度任用職員）

募集

　令和2年度における市内実施医療機関は右表のと

おりです。昨年度以前の表をお持ちの場合は、ご注

意ください。

　なお、船橋・松戸市の一部医療機関でも接種でき

ます。詳しくは、鎌ケ谷市健康増進課へお問い合わ

せください。

問●診療日・予約など＝各実施医療機関

　●その他＝市健康増進課☎445・1390 

医療機関

いそのクリニック（南鎌ケ谷）

あいざわキッズクリニック（初富本町）

青い鳥こどもクリニック（南鎌ケ谷）

あおぞらファミリークリニック（鎌ケ谷）

大石内科胃腸科医院（東初富）

片桐内科医院（道野辺）

かまがや診療所（東中沢）

鎌ケ谷整形外科・内科（南初富）

鎌ケ谷総合病院（初富）

庄司内科医院（富岡）

白戸胃腸科外科（初富）

新鎌ケ谷北口クリニック（新鎌ケ谷）

中川内科胃腸科クリニック（道野辺本町）

のむらファミリークリニック（新鎌ケ谷）

畑医院（道野辺中央）

三田医院（右京塚）

電話番号

498・5500

446・1170

441・5457

401・2351

498・5700

446・2000

446・3611

444・2236

498・8111

445・9855

445・8001

401・3376

498・6661

401・3611

443・4051

444・7122

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

ー　　ー　　ー　　○　　ー　　ー　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　ー　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

ー　　ー　　ー　　○　　ー　　ー　　○　　○　　ー

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

ー　　ー　　ー　　ー　　ー　　ー　　ー　　○　　ー

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　ー　　ー　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○

ヒブ
Ｂ型
肝炎

小児用
肺炎
球菌

四種
混合

不活化
ポリオ

BCG
麻しん・
風しん
混合(MR)

水痘
日本
脳炎

　市の企業誘致を進めていくに当たり、

金融機関などの経験者を募集します。

　　　　●金融機関との連絡・調整

　　　　●その他企業誘致関連業務

　　　　　など

　　　　金融機関などでの勤務経験

があり、主に企業（法人）相談業務に携

わっていた人

　　　　指定する曜日で9時〜17時

（週4日。（土）・（日）・（祝）を除く）

　　　商工振興課（市役所2階）

定1人

　　時給1,600円

申履歴書に記入して、3月27日（金）まで

（必着）に商工振興課ゆ〒273-0195

他面接あり

問同課☎445・1240

プロジェクトマネージャー

勤務先

業務内容

応募条件

勤務日時

賃金

　　　●第1次＝6月7日（日）

　　　●第2次＝7月8日（水）〜17日

　　　　（金）のうち、指定する日

　　　　最寄りの税務署・人事院各地

方事務局、人事院ホームページなどで

配布

申3月27日（金）〜4月8日（水）に人事

院ホームページ申し込みフォームで

問松戸税務署☎047・363・1171

国税専門官

受験案内

試験日

　　予備自衛官補（一般・技能）

対●一般＝18歳以上34歳未満

　●技能＝18歳以上で、保有する技能

　　に応じて53〜55歳未満

　　　4月18日（土）〜22日（水）

申4月10日（金）まで

問自衛隊柏募集案内所☎04・7163・

6884

陸・海・空自衛官
種目

試験日

乳幼児
個別予防接種

２年度

　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、ごみの出し方にご協力ください。 

安全にごみを
回収するために

　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。

　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

　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

危険・有害物類の　　　　　　　にご注意をごみの出し方

問クリーン推進課☎445・1223

　指定管理者の変更により、4月1日

から利用料金の一部を変更します。詳

しくは、お問い合わせください。

問●さわやかプラザ軽井沢☎442・

　　6150

　●柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合

　　☎442・4517

さわやかプラザ軽井沢の指定管理
者および利用料金が変更

　生産緑地地区の一部を3月13日に

変更しました。この変更の図書は都市

政策室（市役所4階）で閲覧できます。

問同室☎445・1422

鎌ケ谷都市計画変更

　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

無料債務相談窓口
〜借金の返済で悩んでいる人へ〜

お知らせ・相談

相談先

情報ひろば

　　ビゼー「カルメン」組曲、スッペ「軽

騎兵」序曲など

時5月2日（土）17時から（16時30分

開場）

所東部学習センター

定180人（多数抽選）

申3月31日（火）までに同楽団ホーム

ページの申し込みフォームで

問同楽団 加藤☎080・5455・4822／

清水☎090・9645・3794

鎌ケ谷フィルハーモニック管弦楽団
〜親子で楽しむクラシックコンサート〜

　試合を観戦しながら、理想の相手と

出会えるチャンス！

対20歳以上の独身の人

時5月9日（土）12時〜16時30分

所ファイターズ鎌ケ谷スタジアム（中沢）

定男女合計６0人程度

費●男性＝13,500円　

　●女性＝7,700円

申ｕhttps://www.mi-kklife.com/

sta2020の応募フォームで

問婚活生活☎411・1444

スタ婚
〜プロ野球を見ながら婚活パーティー〜

イベント

曲目

※割れている場合は他の
　蛍光管と分けてください

※使い捨てライターは、ガスを
　使い切ってください

任期

賃金

勤務日時

いてください（蛍光管が入っていた空き

箱を使うのも可）。

応募フォーム
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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）3月15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▶

対象次の要件を全て満たす人

　　●小学生以下の子どもがいる（市内在住の人を優先）

　　●4月13日（月）以降、商工振興課で幼虫の受け取り

　　　ができる（詳しくは連絡します）

　　●秋以降に、生まれた幼虫の提供に協力できる

定員10人（申込先着順）

注意育成費は実費負担（虫籠と餌1袋を提供します）

申し込み 4月10日（金）までに、商工振興課窓口（市役所

2階）／☎445・1240

住民基本台帳人口      109,993人（前月比+39）

男　54,346人　女　55,647人

世帯数　 49,841世帯（前月比+44）

〔R2.2.1現在〕

　市役所での各種手続き・サービスなどの行政情報や、施設案内などの情報を
まとめた冊子「かまがや暮らしのガイド2020」を発行しました。
　3月中に市内全世帯にポスティングでお届けする予定です。自宅で保管し、
暮らしの良きパートナーとしてご活用ください。
※4月1日(水)時点で届かない場合は、広報広聴室へご連絡ください

カブトムシ プロジェクトカブトムシ プロジェクト
「かまがや暮らしのガイド」を

市内全世帯にお届け
「かまがや暮らしのガイド」

市の魅力や行政情報などが一冊に！

●いざというときに

　火災・急病・災害時などに知っておきたい緊急情報
●特集 ギュギュっと鎌ケ谷

　市の見どころスポット、自慢のふるさと産品、
　進化する街づくりなど
●行政ガイド

　各種届け出の方法、税金、保険、市が提供する
　サービスなどの行政情報
●生活ガイド

　医療機関マップなど、生活に役立つ情報

掲載内容

問広報広聴室☎445・1088

鎌ケ谷産カブトムシを
幼虫から育ててみよう♪

　カブトムシは、産卵場として梨の剪定枝のチップを好み、市内にも多くの

カブトムシが生息していることから、市では「カブトムシゆかりの地」とし

て、カブトムシの育成に努めています。

　家族で鎌ケ谷生まれのカブトムシを育ててみませんか？

ブリーダー募集
問商工振興課☎445・1240

「私達の健康は私達の手で」を

合言葉に、料理教室や地域の

祭りなどで食を通じた健康づ

くりの啓発、各年代に合わせた

食育の推進、市事業への協力

をするボランティアです。

食生活改善推進員
（ヘルスメイト）とは？

　講義や調理実習を通して、食・歯・運動・心などの健康づくりについて学びませんか？

　栄養大学修了後は、市食生活改善協議会に入会し、市長から委嘱を受けて食生活

改善推進員（ヘルスメイト）としてボランティア活動を行います。

栄養大学 栄養大学 
栄養について学びませんか？

　ヘルスメイトの一員としてボランティア活動をしたいと思い、栄養大

学の受講を決めました。講座や調理実習を重ねていく中で、自分自身

の健康づくりにも直結するような学びがあり、大変勉強になりました。

これからは、健康寿命を延ばしていくためにも、塩分を控えたおいしい

料理作りを目指して、心豊かに毎日を過ごしていきたいです。

　4月からは、ヘルスメイトとしての活動が始まります。不安もありま

すが、同じヘルスメイトの仲間たちと協力し合い、楽しみながら活動を

していきたいと思います。

自分の健康づくり、そして地域へ令和元年度卒業

　栄養大学では、栄養全般・食材を生かした調理方法など、食に関するさまざま

な知識を、講義を通じて広く学ぶことができました。また、調理実習では、一緒に

入学した受講生の仲間といつも楽しく食事を作ることができました。

　栄養大学を卒業してからは、もともと勤めているケアマネジャーの仕事を続け

ながら、ヘルスメイトとして市民向け料理教室に参加し、自分たちが考案したレシ

ピを教えています。仕事では、ご高齢の人と接することが多いため、必要に応じ

て、高齢者に必要な栄養についてお伝えすることができています。

　栄養大学で学べたことが、ヘルスメイトとしての活動だけではなく、仕事にもつ

なげることができ、たくさんの仲間もできて受講して良かったなと思っています。

ケアマネの仕事にも役立つ知識を学べました！平成30年度卒業
鈴木さん（40代女性）

バランスの良い食事がとれる
簡単・時短レシピは？

最近、血圧やコレステロールが心配。
どんな食材を使えばいい？

息子・娘が育ちざかり。
どんなことに気を付けたらよい？1年間の講座（

全12回）

山之内さん（70代男性）

食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座栄養大学
場所総合福祉保健センター

定員30人（申込先着順）

費用テキスト代

申し込み4月3日（金）までに健康増進課☎445・1546

対象市内在住の人

日程 ①4月22日（水）   ②5月25日（月）

　　③6月24日（水）　 ④7月16日（木）　

　　⑤8月26日（水） 　⑥9月24日（木）　

　　⑦10月23日（金）　⑧11月18日（水）

  　⑨12月17日（木）　⑩3年1月14日（木）

　　⑪2月4日（木）　  ⑫ヘルスメイトの
　　　　　　　　　　　 活動見学（日程未定）

　　各10時〜14時（①②⑪のみ12時まで）

　　※10回以上の参加が必要です

問健康増進課
☎445・1546

サバ
缶のスペイン風オムレツサバ
缶のスペイン風オムレツ

0.6～0.8％が
目安ですよ～

受講生募集

みそ汁の塩分
濃度測定

ヘルスメイトの皆さんが
考案したカルシウム

たっぷりレシピ！

鎌ケ谷市の
情報満載！

(全112ページ)

その他まなびぃ100対象
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