
新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口

問9時〜17時（平日のみ）に☎475・5154／ｆ475・5122
※時間外の問い合わせについては、音声案内の指示に従ってください

問健康増進課☎445・1390

　新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関すること、心配
な症状が出た時の対応などの相談を受け付けています。
問☎0570・200・613（24時間）

帰国者・接触者相談センター
（千葉県習志野健康福祉センター〔習志野保健所〕）

千葉県の電話相談窓口（コールセンター）

庁内の新型コロナウイルス感染症の
感染予防対策にご協力ください

高齢者の暮らしを支える拠点

高齢者や基礎疾患のある人は要注意！

ウイルスや菌が体内に入ってくることを防ぐ

新型コロナウイルス感染症を防ぐために家庭でできること
　新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、鎌ケ谷市
役所、総合福祉保健センターなどの公共施設に来庁する場
合は、次のとおりご協力をお願いします。

　外出時にはマスクを着用し、帰宅したら
手洗い・うがいを必ずしましょう。

※体調が悪いときは、ためらわずにかかりつけ医などに相談しましょう

ウイルスや菌の除去
　家具などに付着したウイルスや菌は、しば
らくの間感染力を維持します。家族が1日に
何度も触れる場所は、薄めた市販の塩素系漂
白剤で拭いた後に水拭きしましょう。

　日頃からバランスのよい食事と十分な
休養をとり、適度な運動を心掛け、体力
や免疫力を高めることが大切です。

自分の免疫力を高める

　感染症予防には、三つの基本があります。この三つの基本を実践し、感染症を予防しましょう！

マスクの着用 手指のアルコール消毒

　鎌ケ谷市内には三つのセンターがあります。市域を三つに分けて、それぞれ担当
の地域包括支援センターを設置しています。

こんなことで悩んでいる人は
お気軽に相談してください！

▶最近物忘れがひどく、将来のことが不安
▶閉じこもりがちで、筋力低下が心配
▶腰を痛めて、買い物に行けなくなってしまった
▶いつまでも元気に過ごしたい
▶近所に介護が必要そうな高齢者がいる
▶介護保険の利用方法が知りたい

支援括包域地

※問い合わせは、いずれも（月）〜（金）9時〜17時（（祝）・年末年始を除く）

トイレ

テーブル

電気の
スイッチ

ドアノブ

の基本!

など

来庁者間の距離
（ソーシャルディスタンス）

の確保
黒色ボールペンの持参
（消せるボールペン以外）

担当の地域包括支援センター

東鎌ケ谷、初富700〜927番地、南

初富1〜3丁目、東初富、粟野１〜

425番地・539番地〜、佐津間２〜

1299番地、中佐津間、西佐津間、南

佐津間、軽井沢

道野辺中央、道野辺本町、初富１〜

399番地・928〜931番地・1300番

地〜、南初富四〜六丁目、右京塚、中

央、富岡、くぬぎ山、初富本町、北初富、

新鎌ケ谷、串崎新田、粟野426〜538

番地、佐津間1300〜1400番地

丸山、鎌ケ谷、南鎌ケ谷、東道野辺、

道野辺、西道野辺、馬込沢、中沢、東

中沢、北中沢、中沢新町

初富地域包括支援センター
☎446・7873
場所初富保健病院内

西部地域包括支援センター
☎441・2007
場所介護老人保健施設

　　 シルバーケア鎌ケ谷内

南部地域包括支援センター
☎441・7370
場所鎌ケ谷グリーンハイツ内

？？

つつ

問高齢者支援課
　☎445・1384

センターに
相談しよう

初富

西部

南部

問健康増進課☎445・1390問健康増進課☎445・1390

　市内の高齢者を支える拠点として、さま
ざまな活動を行っている地域包括支援セ
ンターを紹介します。!

高齢者に必要な相談・
支援を行う窓口です！

　地域の高齢者の保健・福祉・医療の向上、生
活の安定のために、保健師・社会福祉士・主任
ケアマネジャーなどの各専門職が配置されて
いて、地域のネットワークづくりを支援し、地
域包括ケアを推進しています。

？？
地域包括支援センター
ってどんなところ？

西部地域包括
支援センターの
上野さん

地域包括支援センターってどこにあるの？

主な内容

令 和 2 年（ 2 0 2 0 年 ）
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　日常生活で介護や支援が必要になった

場合、市に申請して認定を受けると、さま

ざまな介護サービスを費用の1〜3割の

自己負担で利用できます。

　　●介護保険施設への入所・入院、短

　　　期入所（ショートステイ）は別途自

　　　己負担あり

　　●在宅サービスは支給限度あり

介護予防・日常生活支援総合事業　

　要支援１・２の認定を受けている人に全国一律で提供され
ていたホームヘルプサービス（訪問型サービス）とデイサービ
ス（通所型サービス）について、市の事業として実施すること
で、地域の特性に応じたサービスを提供する制度です。
　また、日常生活関連動作などの状況を確認する基本チェッ
クリストを実施し、介護予防や日常生活支援が必要と判断さ
れた人は、要介護認定を受けずに訪問型・通所型サービスを利
用できます。

　自宅で介助が受けられる訪問型サービスや通所型

サービスなど、さまざまな介護サービスが利用できます。

　詳しくは、担当のケアマネジャーまたは高齢者支援課

にご相談ください。

介護が必要になったら、介護保険をご利用ください

　詳しくは、各問い合わせ

電話番号へご相談ください。高齢者に関する 相談窓口・サービス

高齢者緊急一時保護

　家族の病気や事故などの際に、養護老人ホームで介

護サービスが受けられます（7日間以内）。

費 はり・きゅう・マッサージ等費用助成

　施術料500円引き券を配布します。

緊急通報システム

　急に具合が悪くなったときに専用の機器で通報する

と、緊急要員が駆け付けます。

費
費徘徊高齢者位置情報提供サービス

　居場所を探す機器を貸し出します(要介護認定が必

要です)。

外出支援サービス

　車いすを搭載できる車を

貸し出します。

費

費給食サービス

　安否確認を兼ねて、自宅へ弁当

を届けます。

各種高齢者サービス 問高齢者支援課☎445・1375

特定健康診査（特定健診）

　　 40〜74歳の国民健康保険被保険者

※7月末までに加入および届け出をしていること

　　　　　1,000円（ワンコイン受診の人は500円、

令和元年度非課税世帯の人は無料）

特定健康診査・後期高齢者健康診査を
受けましょう

問●特定健診について＝保険年金課☎445・1418

　●後期高齢者健診について＝保険年金課☎445・1207
　公共下水道は、家庭や事業所から出た汚水を公共下水道管に集めて、終末処理

場できれいな水に変え、河川や海に放流する大切な施設です。

　公共下水道が完備されると、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。

公共下水道の利用が可能な地域では
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

費　 ：自己負担あり（一部条件により自己負担がない場合があります）

サービスを受けるためには別途条件があります。

高齢者介護予防サービス

介護者の集い

　介護者同士の交流とリフレッシュができます。

軽

重

要介護状態区分

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援２

要支援１

介
護
状
態

家族介護慰労金支給

　介護認定後1年以上サービスを利用しないで、家族

が介護している場合に慰労金が支給されます。支給の

要件など詳しくは、お問い合わせください。

　　要介護4・5で、市民税非課税世帯に在宅の人対象

　急に具合が悪くなったときの連絡方法が不安な人

に、電話を貸し出します。

　　ひとり暮らしの高齢者で市民税非課税の人

高齢者福祉電話貸与 費

対象

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に、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。

　公共下水道本管から汚水桝（マンホール）までの工

事は市で行いますが、宅内から汚水桝までの排水設

備の改造工事の費用は、各家庭の負担となります。

　この宅内の排水設備改造工事を行うときは、必ず

「鎌ケ谷市排水設備指定工事店」に依頼してください。

指定工事店以外で工事した場合には、工事完了後の市

の検査が受けられないので、ご注意ください。

公共下水道の使用の注意点

　市の公共下水道は分流式で、汚水管に雨水は流せま

せん。雨水を流すと排水管が詰まり、終末処理場の機

能の低下や危険を生じさせる場合があります。日頃か

ら次のことに注意しましょう。

●野菜くず、残飯、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ください
　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ぶりで業者が訪問する

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、委託は

行っていませんので、ご注意ください。

家族介護用品支給

　おむつなどの介護用品を支給します。

　　要介護4・5で、市民税非課税世帯に在宅の人対象

紙おむつの給付

　　要介護3以上で在宅の人対象
紙おむつ

市独自の支援サービス

▶介助移送サービス
　ホームヘルパーの資格を持ったタクシードライバー

が、乗降時の介助などを行います。

対象1人では通院や買い物ができない、

要支援・要介護者

自己負担費用の1〜3割(別途タクシー代)

対象

自己負担

▶訪問理美容サービス
　利用者宅に理美容師が出張します（月１回まで）。

　　外出が困難な要支援・要介護者

　　　　出張費用の1〜3割(別途理美容代)

対象
自己負担

注意

問高齢者支援課☎445・1384

※次回の参加者募集の案内は、ちょ筋
　教室が令和2年11月15日号、柔体操
　が令和2年10月15日号の広報かま
　がやに掲載予定です

　筋力向上やバランス能力

向上を目的とした介護予防

教室。栄養士・歯科衛生士

による栄養講座・口腔(こう

くう)ケアも実施します。

ちょ筋

教室

　関節の痛みを和らげる

体操教室。市内にある整骨

院・接骨院の柔道整復師

が指導します。

柔体操
やわら

対象

対象

自己負担額

自己負担額

受診期間
受診方法

後期高齢者健康診査（後期高齢者健診）

　　75歳以上の人（65歳以上で一定の障がいのあ

る人を含む）

　　　　　 無料

　　　　12月31日（木）まで（休診日を除く）

　　　　受診券（問診票を記入）・被保険者証を持参して、

個別に市内実施医療機関で受診

注意例年10月以降は混み合うため、早めに受診しましょう

その他各種検診の代わりに人間ドック等助成もあります

健診受診・人間ドック受検の際は、
感染症予防のためマスクを着用
しましょう

（排水設備指定工事店の一覧は、下水道課窓口（市役所4

階）または市ホームページで配布）

　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

●浄化槽トイレ・雑排水など＝遅滞なく接続

寝具乾燥などのサービス 費

　寝具類の洗濯・乾燥を行います。

問高齢者支援課☎445・1380

まずは、要介護認定の申請を 介護保険で受けられるサービスについて、

まずはご相談を

市ホームページ

共通事項

令和2年（2020年）9月15日号広報広報お知らせ2

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！



寄せられた善意
～ありがとうございました～

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

健康だより

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

●礒 洋子さんから子育て支援の

　ために児童用マスクを

（財政室）

　予防接種を公的に受ける機会

のなかった人は、クーポン券を使

用して無料で風しん抗体検査を

受けることができます（予防接種

は該当者のみ）。

対昭和37年4月2日〜54年4月

1日生まれの男性

※対象者には個別通知しています

他クーポンが手元にない対象者

はご連絡ください

問☎445・1390

風しんの抗体検査・予防接種
〜クーポン券で無料受診〜

健康増進体操教室（第2期）
　関節・腰痛の緩和や筋力向上

を目指す体操教室です。

対市内在住で60歳以上の人（軽

度の障がいのある人でも自立歩

行ができれば参加可）

時10月1日〜12月10日の各（木）

13時30分〜14時30分（11月

19日を除く全10回）

所市社会福祉センター

定15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23日（水）まで（必着）に往

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

　結核は、全国で1日に43人の新

しい患者が発生し、6人が命を落

としている重大な感染症です。次

のことに注意し、結核の早期発

見・早期治療に努めましょう。

●せきやたんが2週間以上続い

9月24日〜30日は結核予防週間
「元気ですか？はい（肺）」 〜結
核健診を受けましょう〜

　たら、早めに医療機関を受診し

　ましょう

●職場や市で行っている健康診

　断で、1年に1回は胸部エック

　ス線検査を受けましょう

●結核は、きちんと薬を飲めば治

　ります

問習志野健康福祉センター☎475・

5154

　ライフプランを作るワークを交えて

教育費の貯め方を学びます。

対市内在住・在勤・在学の人（特に青少

年の保護者）

時10月16日（金）10時〜12時

所中央公民館

定30人（申込先着順）

師ファイナンシャル・プランニング技

能士の三原由紀さん

持筆記用具

申同館窓口／

☎445・2012

家庭教育セミナー 
子育てママのマネー講座
〜子育て世代が知っておくべきお金
の活用術〜

対●15〜49歳までの求職中の人とそ

　　の家族

　●週20時間未満の就業中で、より

　　安定した働き方を希望する人

　●定時制高校または通信制学校な

　　どに在学中で、学業に差し支えな

　　い範囲での就業を希望する人

　●まつど地域若者サポートステー

　　ション（サポステ）が支援の対象

　　と認めた人

時随時受付中（終了日未定）

他詳しくはお問い合わせください

申同サポートステーション☎047・

703・8301

まつサポ　オンラインビデオ（Web）
就労相談 開始！
〜サポステに行けなくても自宅から
相談できます！〜

　社会福祉施設などへの就職を希望

する人と、求人がある施設などとの個

別面談の場です。

時10月10日（土）13時〜16時（12時

30分から受け付け）

所市川グランドホテル

問県福祉人材センター☎043・222・

1294

福祉のしごと就職フェアinちば

情報ひろば
※新型コロナウイルス感染症の状況

　により、イベントなどが中止とな

　る場合があります

講座・講演

募集

内書類審査・小論文・面接

対①農学科＝高等学校を卒業した人

　　または3年3月卒業見込みの人で

　　学校長の推薦がある人

　②研究科＝農業大学校を卒業した

　　人または3年3月卒業見込みの人

　　で学校長の推薦がある人

　　　10月27日（火）

所県立農業大学校

定①＝約40人　②＝約10人

他一般入試など、詳しくは農業振興課

窓口（市役所2階）で配布するパンフ

レット、県ホームページをご覧ください

申9月28日（月）〜10月9日（金）

問同校☎0475・52・5121

3年度県立農業大学校学生
（推薦入試）

　10月17日（土）に開催を予定してい

た「第74回東　飾地方中学校駅伝競

走大会」は、新型コロナウイルス感染

症の感染防止のため、開催を中止します。

問学校教育課☎445・1518

「第74回東　飾地方中学校駅伝競
走大会」 開催中止

　新型コロナウイルス感染症の感染

防止のために、Webを活用した採用面

接が急速に増加していることを踏ま

え、オンラインによる就職活動の支援

を行っています。

内模擬面接の実施とキャリアカウン

セラーからのアドバイス

対●おおむね30代までの就職活動中

　　の人

　●正社員経験が少ない44歳までの人

他インターネットが利用できる状態の

スマートフォン・タブレット・カメラ付

きパソコンのいずれかが必要です

申ジョブカフェちば☎426・8472

オンラインによる就職活動支援
〜「Web面接練習」を実施しています〜

お知らせ・相談

　新型コロナウイルス感染症の流行により落ち着かない日々ではありま

すが、いかがお過ごしでしょうか？病院受診を控えたり、入院中の方への

面会制限でお困りの方もいらっしゃりご苦労お察しします。

　鎌ケ谷市内には訪問診療を実施している医療機関がいくつかありま

す。訪問診療はすべての方が対象になるわけではありませんが、通院が困

難になってきた方、自宅での療養や緩和ケアを希望される方、後遺症や

障がいで身体が不自由な方、家族の在宅介護でお悩みの方、市外に通院治

療中でも在宅生活に不安を抱えている方などが対象となります。

　定期的な訪問（病状に合わせて月1〜月4回程度）により処方、血液検

査などを行うことができ、場合によっては具合の悪い時に臨時で訪問し

て処方や処置、点滴などを実施することもできます。ただし初めての方の

ところに、呼べばすぐ急に来てくれるものではありません。事前に面談や

かかりつけのお医者さんの紹介状が必要になりますので、まずはかかり

つけ医やケアマネージャー、市役所、地域包括支援センターなどにご相談

ください。

鎌ケ谷市医師会

訪問診療とは？
〜通院困難となったらご相談ください〜

試験日

対平成20年4月2日〜21年4月1

日生まれの人

※対象者には個別通知しています

　　　　3年3月31日（水）

問☎445・1390

二種混合予防接種
〜早めに接種しましょう〜

接種期限

会員募集
▶バレエサークル・パサパ
クラシックバレエの基礎。対女性（初心者・シニア・子ども連れ可）時毎週

（火）10時〜12時所南部公民館入1,000円月2,500円申吉野☎443・

1243（留守番電話可）

▶第28回ぶらり鎌ケ谷
秋の道野辺を散策。時10月3日（土）9時東武野田線鎌ケ谷駅集合〜15時

（雨天時は10月10日（土））定20人（申込先着順）費保険料など100円申ぶ

らり鎌ケ谷 上開地☎445・7868（留守番電話の場合は住所・氏名・電話

番号を要録音）

▶太極拳（無料教室）
時9月29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

催し

納期限は9月30日（水）納期限は9月30日（水）
〇国民健康保険料　　　（第4期）

〇介護保険料　　　　　（第4期）

〇後期高齢者医療保険料（第3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!
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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
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【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）9月15日号

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      109,962人（前月比+12）

男　54,271人　女　55,691人

世帯数　 50,271世帯（前月比+65）
〔R2.8.1現在〕
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　優秀賞を受賞した「眞塩藍咲さん」、審査員

特別賞を受賞した「えりな＆轟DUOさん」

「Moncroidzさん」が、再びきらりホールに登

場します。３組の演奏をお楽しみください。

市民セミナー文学講座 太宰治「新釈諸国噺」を読む
マスクより　大切な妻　距離をとり　　　森山 俊輔

最優秀作品

筋トレで　買物歩き　一万歩　　　　　　小沼 光義

先づマスク　コロナに挑む　われ米寿　　伊佐間 秀明

コロナにも　めげず二人で　二百歳　　　石毛 ひろし

コロナ禍を　孫と楽しむ　囲碁将棋　　　安岡 護

古希になり　あちこち痛い　でも若手　　堀澤 志那

優秀作品

「第8回鎌ケ谷市シルバー川柳」

優秀作品

　まなびぃプラザの正面玄関に架かっていた施設修繕

工事用の足場を解体します。このため、9月30日（水）

および10月1日（木）は臨時休館となります。

※工事の進捗などにより日程を変更する場合があり

　ます

9月30日(水)・10月1日(木)
まなびぃプラザの臨時休館

　地震・津波などの災害やミサイル攻撃などの緊急情報を、人工衛星から瞬時に伝達する全国瞬時

警報システム（Jアラート）の情報伝達試験を行います。防災行政無線で次の試験放送を流します。

問安全対策課

　☎445・1278

問高齢者支援課☎445・1375

　かまがや安心eメール（防災情報）、市公式

ツイッター、市ホームページのトップページに

ある「緊急情報欄」でも同様にJアラートとの

連動機能を活用した試験送信を行います。

メール・ツイッター・ホームページにも
連動して試験送信

日程●10月26日＝太宰治と古典翻案　●11月2日＝「貧の意地」「破産」

　　●11月9日＝「裸川」「義理」　　　 ●11月16日＝「猿塚」「人魚の海」  

　　※いずれも（月）14時〜16時。全4回

場所 中央公民館 集会室　定員 42人（申込先着順）　講師 和洋女子大学准教授の佐藤淳一さん

申し込み10月1日（木）9時以降に中央公民館☎445・2012／窓口

①チャイム音
②「これは、テストです。」
　（３回繰り返し）
③「こちらは、防災
　かまがやです。」
④チャイム音

試験放送

10 7(水) 11時ごろ
Jアラート 全国一斉の
情報伝達試験を実施

- ART IST-

　ノリのいいロッ

クナンバーをはじ

め 、涙 を 誘 うス

ローバラード、誰

もが口ずさめるオーソドックスなポップロックな

ど、幅広いジャンルをアレンジしたオリジナルナ

ンバーを中心に、現在都内でライブ活動中のロッ

クバンド。2013年結成。

　千葉県出身の東

日本を代表する中

学生シンガー。テ

レビ東京『The カ

ラオケ☆バトル』出演。『ゴスペル甲子園2018』

最優秀賞受賞。

　バンドやピアノ弾き語りで活躍中。楽曲制作する

シンガーソングライターでもある。

きらりかまがや 第3回きらりかまがや 第3回
アーティスト発掘プロジェクト受賞者記念コンサートアーティスト発掘プロジェクト受賞者記念コンサート

問生涯学習推進課☎446・1111

眞塩藍咲さん
（優秀賞）

ましお あいさ
Moncroidzさん
（審査員特別賞）

モンクロイズ

受賞者達が、再びきらりホールに集結します！

　現在、千葉県内で

活動中！ボーカル、

キーボード、フルー

トの3人組異色グ

ループ。主にオリジナル曲を演奏し、さわやかで優し

い音楽を奏でます。

　「私たちなりに、私たちだけが出来る演奏を、全

力でお届けしますので、ぜひ聞いていただけたらと

思います！」

えりな＆轟DUOさん
（審査員特別賞）

とどろきデュオ

秋の全国交通安全運動秋の全国交通安全運動

　幅広い世代の皆さんに敬老意識を深めてもらうきっか

けとして、「人生100年時代 〜コロナ禍でも元気に過ご

すために〜」をテーマに川柳を募集したところ、57句の

応募がありました。

　審査の結果、最優秀作品1句、優秀作品5句が選ばれま

したので紹介します（敬称略）。

　なお、応募作品については、市ホームページにも掲載し

ています。

　自転車の通行方法は、原則として自動車と同じです。

　自転車を安全に利用し、事故を起こさず、また事故に遭わないよう、

基本的なルールをもう一度確認しましょう。

●自転車は左側通行　　　　　●信号や「止まれ」などの標識を守る

●交差点では安全確認をする　●夜間は必ずライトを点ける

　交通事故を起こさず、また、遭わないようにするためには「一人一人が交通ルールを守る」「自分の安全は自分で

守る」という積極的な姿勢が大切です。日頃から、家庭・学校・職場で交通安全について考える機会を持ちましょう。

　通学路や住宅街などでは、特にス

ピードを控えめにし、高齢者や児童の

通行を妨げないよう、思いやりをもっ

て運転しましょう。また、早めにライト

を点灯しましょう。

ドライバーの皆さんへ自転車は、自動車と同じ「車両」です

鎌ケ谷市のスローガン「前を見て スマホに夢中の 大人たち」
問道路河川管理課
　☎445・1457

日時 9月26日（土）14時から（13時30分開場）

その他●全席指定

　　　●新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、周囲の人との距離を保った座席配置となります

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377
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