
　下水道工事のため、車両通行止めを実施します。

　なお、歩行者と自転車は通行できます。

　　　　　12月1日（火）〜12月18日（金）のうち3日間程度の各

　　　　　 22時〜翌5時

問新京成電鉄（株）☎047・389・9985

発熱などに関する相談窓口

通行止め日時

●千葉地方法務局市川支局☎047・339・7701

●全国共通人権相談ダイヤル☎0570・003・110

●女性の人権ホットライン☎0570・070・810

●子どもの人権110番☎0120・007・110

相

談

先

あなたの人権は守られていますか？ 他人の人権を侵していませんか？あなたの人権は守られていますか？ 他人の人権を侵していませんか？
　「これは人権問題ではないか」と感じたり、困りごとや心配ごと、子どものいじめ問題

での悩みごとなどがあったりしたときは、次の相談先へ相談しましょう。相談は無料で、

秘密は固く守られます。

　また、電話での相談もできるので、お気軽にご連絡ください。
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車両通行止め下水道工事に伴う

問商工振興課

　☎445・1240

車両通行止め箇所

のことのことじゃないじゃない「誰か」「誰か」

人権週間12/4 金   12/10 木 は 新京成線連続立体交差事業

受付日時毎週（月）〜（金）の各10時〜12時、

　　　　13時〜16時

場所市役所2階（商工振興課奥）

その他予約優先

電話☎445・1246

問男女共同参画室

　☎445・1277

　発熱などの症状があり受診を希望する場合は、必ず病院に行く前に身近なかかりつけ医などに電話で相談してください。

　かかりつけ医がいないなど、相談先がない場合は、次の窓口へご相談ください。

消費生活センター

　消費生活センターでは、これらのような消費（買い物や契約など）に

関するトラブルについて相談を受け付けています。

　消費者は事業者とは違い交渉力に差があるため、消費生活センター

の相談員が、消費者の皆さんの利益を守るお手伝いをしています。

　買い物などでのトラブルや、身に覚えのない請求などで、不審・不安に

感じたときは、お金を払う前に消費生活センターへご相談ください。

　また、被害に遭わないようにするためには、トラブル

の事例を知ることが大切です。広報かまがやに掲載す

る「消費生活センターかわらばん」や、消費生活相談員

による出前講座(申し込み制)などを活用してください。

　現在は新型コロナウイルス感染症の影響により、インターネット通

販などの利用者が増加して、トラブルも増えています。年代に関わらず

被害を受けているので、注意が必要です。

　また、収入に不安を抱えている人を狙った「副業詐欺」も目立ちま

す。SNSなどの広告で「在宅で手軽に高収入」とうたい、マニュアル（情

報商材）の代金を支払ったものの、収入にはつながら

なかった、という詐欺的なトラブルが増加しています。

　誰でも自分の存在や尊厳が守られ、自由に幸せを求める権利「人権」を持っています。

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、感染者や医療従事者、その家

族などに対する偏見や差別といったさまざまな人権問題が発生しています。

　また、ＳＮＳ上で他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプライバシーを侵害したり、あ

るいは差別を助長するような情報を発信したりする、といったインターネット上の人権

侵害も深刻な問題となっています。

　この人権週間を契機に、人権尊重の大切さを改めて認識するとともに、他人の人権にも

十分配慮するなど、差別や偏見をなくしましょう。

～買い物や契約などのトラブル～

お気軽に消費生活センターへ  「お金を払う前に相談を」

インターネット通販やSNSでのトラブルが急増中

▶お金を払ったのに商品が届かない
▶家電製品が作動せず、購入店舗などに対応してもらえない
▶訪問してきた業者に「家のリフォームに火災保険が適用できる」と
　言われたが、実際には利用できなかった

ひとり　悩まずで

消費生活センター消費生活センターにに相談をを!!
今、増えているトラブル

千葉県発熱相談
コールセンター

市健康
増進課

問●12月5日(土)8時まで=☎0570・200・613（24時間）

　●12月5日(土)8時以降=☎03・6747・8414（24時間）

問8時30分〜17時（平日のみ）に

　☎445・1390／ｆ445・8261

消費生活センターは　　　　　　相談を受け付けます中立な立場で

消費生活センターは、商工振興課

の通路奥にあります

Information

主な内容
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　市防犯協会副会長の澁谷誠幸さんが関東防犯

協会連絡協議会表彰防犯功労者を、市防犯協会

南部支部理事の若槻博隆さんが全国防犯協会連

合会会長表彰防犯栄誉銅章を授与されました。

問安全対策課☎445・1285

問保険年金課

　☎445・1418

多年にわたる地域の安全・安心確保への

功績をたたえて表彰されました

防犯功労者表彰

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

　特定健診を12月末までに医療機関で受診することが難しい人向けに

集団健診を追加で実施します(眼底検査を除く)。

　　次の全ての条件に該当する、40歳〜74歳の人

●令和2年度特定健診受診券を交付されたが、まだ利用していない

●集団健診の実施日に市国民健康保険に加入している

　　①1月30日（土）

　　　●13時15分から　●13時45分から　

　　　●14時15分から　●14時45分から

　　②2月22日（月）　

　　　●8時45分から　　●9時15分から　

　　　●9時45分から　　●10時15分から

　　　●10時45分から　●11時15分から

　　総合福祉保健センター1階

　　「こくほ35歳からの集団健診」と同時開催で、合わせて各回10人程度

※最新の空き状況について詳しくは、予約フォームをご覧いただくか、電話

　でご連絡ください

　　　　　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）

　　　　受診希望者は、予約フォームまたは、保険年金課☎445・1418

※後日、受診券などをお送りします

　　　　①＝12月25日（金）まで

　　　　②＝1月20日（水）まで

　認知症予防に、「頭と体のトレーニング」に参加してみませんか？

　　市内在住で介護保険の認定を受けていない、65歳〜70歳までの人

　　1月9日〜3月27日の各（土）（全12回）

●東初富公民館＝14時〜16時

●佐津間自治会館＝14時30分〜16時30分

※1月9日と3月27日は、総合福祉保健センターで健康チェックを行います

　　各15人（申込先着順）

　　　運動することができる服装、飲み物、タオル

　　　　高齢者支援課☎445・1384

認知症早期発見・早期予防プロジェクト

楽笑（らくしょう）トレーニングに取り組もう！

分かりやすく市政情報を伝えます！分かりやすく市政情報を伝えます！

令和元年度  特別会計決算の概要令和元年度  特別会計決算の概要
行財政運営❽シリーズ 行財政運営❽シリーズ

　国民健康保険は、病気やけがの時、安心して医療を受けられるよう、市と県が共

同で保険者となって運営する医療保険制度です。加入者の皆さんが納付している

保険料と国・県・市の公的負担を財源として運営しています。

　令和元年（平成31年）度決算の歳入総額は約106億6,765万円となり、前年度

と比較すると約3億3,242万円（3.0％）減となりました。

　また、歳出総額は約104億1,443万円となり、前年度と比較すると約3億

6,767万円（3.4％）減となりました。

　歳入、歳出ともに減少した主な要因は、被保険者数が減少したことに伴い、保険

料収入額および保険給付費が減少したためです。

令和元年（平成31年）度決算

国民健康保険
問保険年金課☎445・1204

歳入 約106億6,765万円　
歳出 約104億1,443万円

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人（65歳以上で一定の障がいがあり、認定

を受けた人を含む）を対象とする医療制度です。県内の市町村で構成する「千葉県

後期高齢者医療広域連合」が運営を行い、市は保険料徴収などを行います。

　令和元年（平成31年）度決算の歳入総額は約13億5,270万円となり、前年度と

比較すると約5,177万円（4.0％）増となりました。主な要因は、被保険者数の増加

により、保険料収入が増加し、また一般会計繰入金（保険料軽減分を負担する公

費）も増加したためです。

　また、歳出総額は約13億4,101万円となり、前年度と比較すると約4,913万円

（3.8％）増となりました。主な要因は、保険料収入を広域連合へ納付するための広

域連合納付金が増加したためです。

令和元年（平成31年）度決算

後期高齢者医療
問保険年金課☎445・1207

歳入 約13億5,270万円　
歳出 約13億4,101万円

問高齢者支援課☎445・1380

　介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度で、40歳以上の皆さんが

保険料を負担します。介護が必要と認定されたときは費用の一部を支払って、介護

サービスを利用できます。

　令和元年（平成31年）度決算の歳入総額は約78億9,294万円となり、前年度と

比較すると約3億7,077万円（4.9％）増となりました。主な要因は、被保険者の増

加により、一般会計繰入金および国・県からの負担金が増加したためです。

　また、歳出総額は約75億9,471万円となり、前年度と比較すると約3億1,444

万円（4.3％）増となりました。主な要因は、被保険者の増加により、介護サービス

の利用者が増え、保険給付費が増加したためです。

令和元年（平成31年）度決算

介護保険
歳入 約78億9,294万円　
歳出 約75億9,471万円

問下水道課☎445・1474

　公共下水道事業特別会計については、令和2年4月1日から公営企業会計へ移行

したため、令和元年（平成31年）度決算においては令和2年3月31日での打ち切り

決算となりました。

　令和元年（平成31年）度決算の歳入総額は約23億9,849万円となり、前年度と

比較すると約1億2,700万円（5.6％）増となりました。主な要因は、前年度公共下

水道工事の繰り越した事業の完了に伴い、国からの補助金、市債などを令和元年

（平成31年）度に収入したためです。

　また、歳出総額は約23億4,196万円となり、前年度と比較すると約2億7,500

万円（13.3％）増となりました。主な要因は、未普及解消の推進のため令和元年

（平成31年）度の予算執行に加え、前年度から繰り越しとなっていた建設費や工事

に伴う移設補償費を支出したためです。

令和元年（平成31年）度決算

公共下水道事業

　公共下水道は、家庭や事業所から出た汚水を下水道管に集め、終末処理場でき

れいな水に変えて河川や海に放流するもので、衛生的で快適な生活を営む上で大

切な施設です。整備には多くの費用と時間がかかるため、計画的に事業を進めてい

ます。

歳入 約23億9,849万円　
歳出 約23億4,196万円

認知症は

こわくない！

対象
日程

定員
持ち物
申し込み

澁谷誠幸さん（左から2番目）と

若槻博隆さん（左から3番目）

特定健診の年内受診が難しい人へ

特定集団健診を追加で実施します

対象

場所
定員

申し込み

申込締切

自己負担額

日時

　生産緑地地区の変更（案）の縦覧を

行います。この変更は、生産緑地にお

ける行為の制限の解除などの理由に

より、生産緑地地区の変更（一部廃止）

を行うものです。

　　　　12月11日（金）〜25日（金）

所都市政策室（市役所4階）

問同室☎445・1422

鎌ケ谷都市計画変更
生産緑地地区の一部変更について

　まちづくりの基本的な方針である

「都市計画マスタープラン」や、緑地の

保全や緑化の推進のための総合的な

計画である「緑の基本計画」を策定す

るため、市内在住で18歳以上の人

（3,000人。無作為抽出）を対象にま

ちづくりに関するアンケートを実施し

ます。調査票が届いた人は、ご協力を

お願いします。

問都市政策室☎445・1422

市のまちづくりに関するアンケート
調査にご協力ください

お知らせ・相談

縦覧期間

予約フォーム

令和2年（2020年）12月1日号広報広報市政情報・お知らせ・情報ひろば2

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



　　　　　  　 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

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

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

▶今更英会話
時第2・4（木）13時〜15時所東部学習センター定若干名月700円申藤本

☎090・5508・7215

会員募集

内①初心者クラス「方眼模様のベスト」

　②中級者クラス「折り紙ベスト」

対市内在住で60歳以上の人

時1月14日・28日、2月18日、3月4日

の各（木）10時〜12時（全4回）

所社会福祉センタ―
定15人（多数抽選）

費①＝3,100円　②＝4,200円

師（一社）日本編物協会理事の有賀し

づ枝さん

持①＝かぎ針3号、4号 ②＝かぎ針7号

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・電話番号を記入して、12月

16日（水）まで（必着）に同センター

「手芸教室」係ゆ〒273-0121初富

802-116

問同センター☎444・0121

手芸教室（後期）
「かぎ針あみベスト」

対市内在住で60歳以上の人

時1月13日・27日、2月10日・17日の

各（水）9時30分〜12時30分（全4回）

所社会福祉センター

定20人（多数抽選）

費1,000円

師もの作り認定指導員の杉本瑞枝

さん

持筆記用具、ポケットティッシュ2個

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・電話番号を記入して、12月

16日（水）まで（必着）に同センター

「絵手紙教室」係 ゆ〒273-0121初富

802-116

問同センター☎444・0121

絵手紙教室（後期） 「絵手紙制作」

対東　6市在住・在勤で20歳以上の人

時所●1月10日（日）＝柏スカイルーム

　　●1月17日（日）＝我孫子南近隣

　　　 センター　

　　●2月7日・14日の各（日）＝我孫

　　　 子市民プラザ

　　※いずれも9時30分〜16時30分

定40人（申込先着順）　

費6,000円

申住所・氏名・電話番号・メールアドレ

ス（ある場合）を記入して、認定NPO

法人東　市民後見人の会☎・ｆ04・

7137・9393／ｍkouza@t-shimin-

kouken.org

市民後見人養成講座（基礎編）

時所●1月21日（木）＝千葉市文化セ

　　　ンター　

　　●1月28日（木）＝市原市市民会館

　　●2月10日（水）＝千葉市文化セ

　　　ンター　

　　●2月18日（木）＝千葉市民会館

　　　　12月4日（金）まで

費4,700円分の県収入証紙

申市防火安全協会（消防本部予防課

内）で配布する願書に記入して、同協

会へ持参

問消防本部予防課☎444・3273

危険物取扱者保安講習（第4回）

受付期間

時●星形リース作り＝12月12日（土）

　●ミニ門松作り＝12月19日（土）

　いずれも9時30分〜12時

所粟野コミュニティセンター

定各10人（申込先着順）

費200円　

持軍手

　　汚れてもよいもの

申粟野の森の会 小出☎090・6309・

4379

秋〜冬 森の体験会
星形リースやミニ門松を作ろう

イベント

服装

内産後の生活・育児編「沐浴体

験・産後の過ごし方など」

対初めてお父さん、お母さんに

なる人

（1人での参加可。妊娠5カ月以

上を推奨。第2子以降は要相談）

時12月12日（土）9時〜12時

※時間は申し込み時に相談

所総合福祉保健センター3階　

持母子健康手帳

問☎445・1393

Welcome Baby Advice 
（完全予約制）

　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1月7日〜3月18日の各（木）

13時30分〜14時30分（2月11

日を除く全10回）

所社会福祉センター　

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、

12月16日（水）まで（必着）に同

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

健康増進体操教室（第3期）

　離乳期の子どもから大人まで、

食に関する相談に栄養士が応じ

ます。

時●12月2日（水）・21日（月）の

　　各9時〜12時　

　●12月11日（金）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
対男性17歳〜69歳、女性18歳

〜69歳（65歳以上は、60歳〜

64歳の間に献血経験があるこ

と）で、体重が50kg以上の健康

な人

時12月14日（月）10時〜11時

45分、13時〜16時

所市役所1階 市民ホール

持本人確認書類、献血カード

（お持ちの場合）

問☎445・1390

献血にご協力を

内身体計測、保健師・栄養士・歯

科衛生士による個別相談

時12月17日（木）9時30分〜12時 

※時間は申し込み時に相談

所東部学習センター　

持母子健康手帳、バスタオル

他●来庁時に体調確認をします

　●電話などでも育児相談を受

　　け付けています

　●成人の相談については健康

　　増進課（☎445・1405）に

　　お問い合わせください

申☎445・1393

個別育児相談会（完全予約制）

　令和3年度からの男女共同参画を推進していくための基本的な方向を定

める「第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画（案）」への意見を募集します。

　　　　●市ホームページ

　　　　●男女共同参画室窓口（市役所1階）

　　　　●男女共同参画推進センター（きらり鎌ケ谷市民会館内）

　　　　●情報公開コーナー（市役所3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

　　　　12月25日（金）まで（必着）

　　　　住所・氏名（法人・団体の場合は併せて所在地・団体名・代表者名）

と、意見を記入（様式自由）して、男女共同参画室ゆ〒273-0195／窓口（市

役所1階）へ持参／ｆ445・1400／ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.jp

　　●電話などの口頭によるものや匿名の意見は、パブリックコメントの

　　　扱いとなりません

　　●意見に対する市の考え方は、個人情報を除いて市ホームページなど

　　　で公表します（個別回答は行いません）

問男女共同参画室☎445・1277

パブリックコメント 募集

第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画（案）

注意

提出方法
提出期限

閲覧場所

　創業に関するノウハウの取得や創業

プランの作成を行います。

対創業予定者または創業して間もな

い人

時1月16日・23日・30日、2月6日の

各（土）14時〜16時30分

所千葉商工会議所（千葉市）

定30人（申込先着順）

他特定創業支援事業の対象です

申信用保証協会ホームページまたは、

同協会☎047・311・5001

創業スクール
〜無料創業プラン作成スクール〜

講座・講演

市ホームページ

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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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）12月1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      109,915人（前月比＋28）
男　54,252人　女　55,663人

世帯数　 50,388世帯（前月比＋69）

〔R2.11.1現在〕

こどもこども

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＝まなびぃプラザ　②＝中央

公民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①17日（木）17時〜21時

②20日（日）12時〜16時

③22日（火）17時〜21時

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（電話相談のみ）

福毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜14時

認知症相談 予
　センター2階／高齢者支援課

☎445・1384

福
8日（火）13時〜15時

精神保健福祉相談 予

　センター／　センター

☎475・5152

習習

　センター3階／　センター

☎475・5152

福 習

8日（火）14時から

24日（木）14時から

障がい相談 予
福　センター４階／なしねっと

☎443・3408（９時〜17時）
22日（火）９時から

障がい者就労相談 予

市役所1階／障害者就業・生活

支援センターあかね園☎452・

2718

17日（木）9時〜12時

就学相談予 市役所／指導室☎445・1518毎週（月）〜（金）９時〜17時

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※2／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 21日（月）13時〜16時

行政相談 注 9日（水）10時〜11時

住宅増改築修繕相談注 21日（月）13時〜16時

行政書士相談注 24日（木）13時〜16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

　センター２階／家庭児童相談室

☎445・1349

福家庭児童相談 毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

ひとり親家庭相談 毎週（火）・（木）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）（30日を除く）●9時30

分〜12時20分　●13時30分〜

14時20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

（49歳以下向け）

予 15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（金）・8日（火）・15日（火）・22

日（火）の各13時〜17時

18日（金）10時〜15時交通事故相談　 ※1予

主な
施設の
休み

●コミュニティセンター＝下部欄外　●各児童センター＝下部欄外　●多文化共生推進センター＝

27日（日）〜31日（木）　●社会福祉センター＝毎週（火）、30日（水）・31日（木）　●まなびぃプラザ

＝16日（水）・19日（土）、28日（月）〜31日（木）　●学習センター（各公民館）・きらり鎌ケ谷市民会館

＝28日（月）〜31日（木）　●図書館＝毎週（月）、25日（金）・29日（火）〜31日（木）　●スポーツ施設

＝下部欄外　●郷土資料館＝毎週（月）、29日（火）〜31日（木）

!12月のお知らせ

●南部小＝3日(木)　　●初　小＝7日(月)　　●中部小＝9日(水)

●鎌　小＝11日(金)　 ●道　小＝14日(月)　 ●五　小＝16日(水)

●北部小＝21日(月)　●西部小＝24日(木)　 ●東部小＝28日(月)

問クリーン推進課☎445・1223

～チャリティ寄席～～チャリティ寄席～

　明日の名人を目指す若手はなし家4人組が、新春の門出を彩ります。令和3年の笑

い初め、皆さんの来場をお待ちしています。

日時1月16日（土）13時30分（開場13時から）

場所きらりホール　定員380人（通常の定員の約7割）

費用ご厚意（金額は任意）として、帰る際に木戸銭箱へ入れてください

　　※収益の半額を市社会福祉協議会に寄付します

その他観覧には入場券が必要です（枚数には限りがあります）

発売日●友の会会員＝12月3日（木）9時から(窓口販売・電話予約)

　　  ●一般＝12月5日（土）窓口販売は9時から、電話予約は13時から

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

　手拭いや扇子などを使ったしぐさや小話の練習などを行い、最後に参加者で発

表会を行います。「落ち」のある話し方も学びましょう。

対象小・中学生

日時1月16日（土）10時30分〜12時

場所きらりホール　定員15人

講師「きらり！明日の名人会」に出演するはなし家の皆さん

申し込みきらりホール窓口／ｆ445・6777、または

きらりホールホームページ申し込みフォームから

12月の有価物回収

●天野明さんから図書館などへ配架のために著書を

●京葉ガス株式会社から環境保全のために、環境問題に関する市

　民啓発用の備品などを　　　　　　　　　　　　　 （財政室）

寄せられた善意
～ありがとうございました～

　：1日(火)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　　　　　　　　　　　　　●鎌ケ谷・南初富・道野辺中央・くぬぎ山・北中沢・粟野＝28日（月）〜31日（木）　　　　　　　　　　 ●中央＝毎週（日）、10日（木）・28日（月）〜31日

（木）　●南＝毎週（日）、3日（木）・28日（月）〜31日（木）　●くぬぎ山・北中沢・粟野＝毎週（日）、28日（月）〜31日（木）　　　　　　　　　　●福太郎テニスコート＝11日（金）　●弓道場、中沢

多目的グラウンド、中沢みんなのスポーツ広場＝28日（月）〜31日（木）　●その他スポーツ施設＝11日（金）、28日（月）〜31日（木）

福 習注 予

各コミュニティセンターの休み 各児童センターの休み

各スポーツ施設の休み

出
演
者

問きらりホール

　☎441・3377

きらり！

きらり！

明日の名人会明日の名人会明日の名人会明日の名人会明日の名人会明日の名人会明日の名人会明日の名人会

柳家 さん光 柳家 小はだ 柳家 り助鈴々舎 八ゑ馬

落 語新 春 ワークショップワークショップ同時
開催

4

市民の歌
「きらり鎌ケ谷」CD

　市民の皆さんに親しまれている、ダ・

カーポが歌う市民の歌「きらり鎌ケ谷」の

ＣＤを販売しています。この歌は「きらり鎌ケ谷体操」でも使われている

ものです。

　　　　 広報広聴室（市役所３階）　　　　　 1枚500円

問広報広聴室☎445・1088

販売場所 販売価格

きらりホール
ホームページ
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