
　市から送付する案内文や接種券（クーポン

券）などは、5月の大型連休が明けた後、送付す

る予定となっています。

　なお、現時点においてはワクチンの供給量

が十分ではないため、予約の取りづらい状況

が予想されます。供給量が安定すれば改善で

きる見込みなので、ご理解をお願いします。詳

しくは、市から送付する案内をご覧ください。

　一般国道464号北千葉道路の市川市堀之内か

ら市川市大町までの延長3.5キロメートル区間に

ついて、令和3年度の国の権限代行事業による新

規事業化が決定しました。

　市川市から船橋市までの11.5キロメートル区間

についても、早期事業化が図られるよう引き続き

取り組んでいきます。

　市では、5月中旬から65歳以上の高齢者を対象にした新型コロナワクチン集

団接種を開始します。接種の実施曜日は、毎週（木）・（土）・（日）を予定しています。

　この集団接種の実施に伴い、市役所駐車場の一部を新型コロナワクチン接種

来場者専用駐車場とするため、一般来庁者が利用できる駐車スペースを制限し

ます。また、（土）・（日）における市役所駐車場の一般開放についても、利用を

制限します。

　集団接種の実施期間中の駐車場は、混雑が予想されるため、新型コロナワク

チン集団接種来場者を含め、来庁者は可能な限り公共交通機関などをご利用く

ださい。皆さんのご協力をお願いします。

　現在、従来のウイルスよりも感染しやすい・重症化しやすい可能性のある変異株

や、ワクチンが効きにくい可能性がある変異株が世界各地で報告されています。

　日本でも、各地で変異株の感染者割合が上昇しており、急速に従来株か

ら変異株への置き換わりが起きつつある状況です。

　これまでと同様に、変異株であっても感染予防策として、「3密」（特にリス

クの高い五つの場面）の回避、マスクの着用、手洗いなどが有効です。

　改めて、感染予防対策へのご協力をお願いします。

※厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の”いま”に関する11の知識」

　より抜粋

問●鎌ケ谷市新型コロナワクチンコールセンター（土・日・祝日を除く9時〜17時）☎0570・050575（ナビダイヤル）

　●専門的なお問い合わせ＝厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（365日、9時〜21時）☎0120・761770（フリーダイヤル）

　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、次へご相談ください。

発 熱

千葉県発熱相談
コールセンター

市健康増進課
8時30分〜17時
(（土)・(日)、祝日を除く)

☎0570・200139

(ナビダイヤル)
☎445・1390／ｆ445・8261

（24時間365日）

新型コロナワクチン接種について新型コロナワクチン接種について
は　　　   　 　に発送予定は　　　   　 　に発送予定大型連休明け大型連休明け65歳以上の高齢者への通知65歳以上の高齢者への通知

一般国道464号北千葉道路 国による 　　　　　 が国による 　　　　　 が新規事業化新規事業化 決定決定

なぜ西側から事業化されたのですか？

よくある質問と回答

　今回事業化された3.5キロメートル区間は東京外か

く環状道路と地下で合流するため、西側の1.1キロメー

トル部分がトンネル構造となります。また地上部では、

河川の切り回しなどに高度な技術力と長期の事業期

間が想定されるため、先行して事業化されました。

　事業効果を最大限発揮するには、鎌ケ谷市を含む国

道16号までの区間が一斉に全線開通することが必要

です。このため、残る区間の早期の事業化と全線開通

に向けて引き続き、国などへ要望活動を行います。

北千葉道路の構造（高架／地下）や形式はどうなりますか？

　北千葉道路は、中央に自動車専用道、その両側に一般道を設置する計画となっています。

　自動車専用道は、市内に東京方面、成田方面の上下1カ所ずつ設置されるインターチェンジから入る

有料道路となる計画であり、完成すれば鎌ケ谷市から市川市の外かく環状道路まで10分程度で行くこと

が可能となります。その速達性・利便性を勘案して、鉄道などの交差部を除き、高架構造としています。

　一方、一般道は周辺の道路とのアクセスや沿道サービスなどのため、地表面で整備することとし

ています。

　自動車専用道を地下構造とすると、その区間での新たな用地確保が必要となり、高架構造に比べ

て工事に時間を要し、事業費も大幅に増加し、計画の実現が困難になることが想定されます。この

ため、北千葉道路の早期全線開通を目指して、現在の都市計画が決定されています。

問道路河川整備課
　☎445・1449
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●接種券

  （＝クーポン券）

●案内文

●予診票

などの症状が出たら 発熱などに関する相談窓口

送付物

医療体制を守るため、医療機関へ
直接問い合わせはしないでください。

接種を受けるには、必ず接種券が
必要ですので大切に保管してください。

新型コロナワクチン接種実施に伴う駐車場の
利用制限について! 変異株が増加しています

引き続き感染対策を続けましょう

主な内容

令 和 3 年（ 2 0 2 1年 ）
 N o .13 0 2
編集・発行   鎌ケ谷市
発行日　毎月1日・１５日
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
TEL  047・445・1141（代表）
FAX  047・445・1400
URL https://www.city.kamagaya.chiba.jp
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木造住宅の無料耐震相談を受けませんか?

国民健康保険・後期高齢者医療制度の
傷病手当金

子どもたちに黄色いランドセル
カバーが贈呈されました

新入学児童の交通安全を願い

空き店舗を活用した出店に
最大100万円を補助

コミュニティビジネス事業・
ベンチャービジネス事業 補助金

市内での新たな事業に
最大100万円を補助

新型コロナウイルス感染症にかかる

問建築住宅課☎445・1466

木造住宅耐震改修等補助制度
　耐震改修などに係る費用について、最大60万円の補助を行っています。詳しく

は、建築住宅課へお問い合わせください。

※対象となる住宅には条件があります

　市では、千葉県建築士会鎌ケ谷支部から相談員派遣の協力を受け、無料耐

震相談を実施しています。

対象建築物市内で昭和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以上のもの）

※建築年、工法などがわからない場合はご連絡ください

日時5月22日（土）10時〜15時　※1件当たり40分程度

場所まなびぃプラザ　定員10人

持ち物住宅の平面図など（手書き可）

　　　※作成が難しい場合は、市職員が訪問し、必要な図面を作成します

申し込み5月7日（金）までに建築住宅課ゆ〒273-0195／☎445・1466／

ｍsidou@city.kamagaya.chiba.jp

　鎌ケ谷交通安全協会、株式会社ファイターズスポーツ＆エンターテイメ

ント、鎌ケ谷地区安全運転管理者協議会から市内の新1年生に「黄色いラ

ンドセルカバー」が贈呈されました。

　また、鎌ケ谷交通安全協会からは「交通安全下敷き」、「交通安全しお

り」も贈呈されました。

　ランドセルカバーには、日本ハムファイターズのファームマスコット「カ

ビー・ザ・ベアー」も描かれています。

　新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いがあり仕事を休ん

だ従業員に、傷病手当金を支給します。

対象国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している、次のいずれかの

条件を満たす人

●新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事を休んだ

●発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ仕事を休

　んだ

※詳しくはお問い合わせください

対象期間6月30日（水）まで

支給額(直近の継続した3カ月間の給与収入合計額 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給

対象日数

注意●事業主や医療機関の証明が必要です

　　●療養期間中に給与などが支給されている場合、傷病手当金の全部もしく

　　　は一部の支給が制限される場合があります

　　●支給額には上限があります

申し込み保険年金課窓口（市役所1階）または市ホームページで配布する申請書

に記入して、同課窓口へ持参／ゆ〒273-0195

問●国民健康保険について＝保険年金課☎445・1204

　●後期高齢者医療制度について＝県後期高齢者医療広域連合☎043・216・

　　5013／保険年金課☎445・1207

問商工振興課☎445・1240

問商工振興課☎445・1240

問学務保健室☎445・1501

　空き店舗を活用した出店を目指す人を対象に店舗改装費などを補助します。

対象個人または法人

※市内在住の個人または市内に登記を有する法人に限り、フランチャイズチェー

　ン方式による出店も対象

補助率店舗改装費と備品購入費の合計の2分の1（上限100万円）

注意●本事業における「空き店舗」とは、「市内で3カ月以上の間、事業に使われて

　　　いない1階または2階部分の店舗」を指します

　　●交付決定を受けた後、工事に着手してください

　　●補助金の予算に達し次第終了します

申し込み市ホームページおよび商工振興課窓口（市役所2階）などで配布する必要

書類に記入して、5月17日（月）〜4年1月28日（金）（必着）に同課窓口へ持参

　令和3年度内で実施する「コミュニティビジネス事業」と「ベ

ンチャービジネス事業」の経費の一部を補助します。

コミュニティビジネス事業とは？
　子育て・福祉・環境などの地域課題を従来にない新たな仕組

み・手法でビジネスとして解決する事業のことです。

ベンチャービジネス事業とは？
　市内商工業の発展に寄与する、地域資源を活用した新商品や

独創的な新製品・新技術などを開発・提供する事業のことです。

補助事業実施期間
　交付決定後〜令和4年3月末

申し込み
　5月17日(月)〜6月4日（金）に、市ホームページで配布する申

請書に記入して、必要書類を添えて商工振興課窓口（市役所2

階）へ持参

※審査の上、交付可否を決定します

市内で新サービスを

開始する個人

市内で新サービス以

外の業務を1年以上

継続して営んでいる

個人・法人または団体

補助要件

●市内に１年以上居住していること

●市税を滞納していないこと

●市税を滞納していないこと

●個人にあっては市内に１年以上居

　住していること

●法人、団体にあっては代表者が市 

　内に１年以上居住していること

●市税を滞納していないこと

※国、地方公共団体（市が出資している団体を含む）から当該事業に対して

　補助、助成などを受けている者は対象外。ただし、市の空き店舗活用補助

　金との併用は可

対象経費の4

分の3以内

（上限100万円）

対象経費の2

分の1以内

（上限50万円）

補助金額

市内で新サービスを

開始して1年未満の個

人・法人または団体

空き店舗活用補助金

6月30日
まで延長

コンビニでの戸籍証明交付サービス
一時停止のお知らせ

5月6日（木）
14時まで

　システムメンテナンスのため、コンビニでの戸籍証明

の交付サービスを一時停止します。

※住民票、印鑑証明、税証明の交付については、通常どおり利用できます

時間5月6日（木）14時まで

問市民課☎445・1187

令和3年（2021年）5月1日号広報広報市政情報・お知らせ2



問生涯学習推進課☎498・6101

広げよう　
地域に根ざした　
思いやり　わが国の全ての産業分野における事業所・企業の経済活動の状況を、同一時

点で全国的・地域別に明らかにすることを目的に調査を実施します。皆さんのご

協力をお願いします。

　　　　全国における全ての事業所および企業

　　　　6月1日（火）時点

調査票の配布

支社のない単独事業所など

➡5月下旬から調査員が訪問して渡します。

支社を有する企業など

➡国が、本社などにまとめて郵送します。

回答方法

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、回答はインターネットおよび郵

送で受け付けます。

全ての情報は保護されます

　調査員をはじめとする関係者には、統計法により調査で知ったことを他に漏ら

してはいけない義務が定められています。また、回答内容は、統計の作成に関連

する目的以外（税の資料など）に使用することはありません。

かたり調査にご注意を！

　調査員は、その身分を証明する「調査員証」を携帯しています。調査員をかたっ

た不審な訪問者や、電話・メールなどにご注意ください。

令和3年経済センサス - 活動調査令和3年経済センサス - 活動調査

回答へのご協力をお願いします 5月12日は民生委員・児童委員の日

問行政室☎445・1056

令和4年 鎌ケ谷市成人式を開催

成人年齢引き下げ後の
成人式について

　令和4年4月の民法改正に

より、成人年齢が18歳に引

き下げられますが、市は今後

も20歳になる年度の人を対

象に成人式を実施します。

寄せられた善意

～ありがとうございました～

●とうかつ中央農業協同組合

　から卒園式などで使用す

　る花としてサイネリアを

（財政室）

　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

政無線で右記の試験放送を

流します。

　　5月19日（水）11時ごろ

　民生委員・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。

　それぞれの民生委員・児童委員は、担当する地域の中で、生活上

の心配ごとの相談や、福祉サービスを利用するための手伝いなど、

さまざまな活動に取り組んでいます。また、子どもの問題を専門的

に担当する主任児童委員も民生委員・児童委員とともに活動してい

ます。

　困ったときは、地域の民生委員・児童委員、主任児童委員にお気

軽にご相談ください。

※民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容や秘密が漏れ

　ることはありません

※担当委員については、社会福祉課へお問い合わせください

※命に関わると思われるときは、迷わず警察へ連絡してください

問社会福祉課☎445・1286

問安全対策課☎445・1278

　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・ホームページでも連動して試験送信をします

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

5 19(水)
11時ごろ

Jアラート 全国一斉の
情報伝達試験を実施

日時

　気象や災害、行方不明者などの情報伝達に使用する屋外拡声子局（屋外スピー

カー）の更新を行うため、屋外スピーカーの更新工事を1カ所ずつ進めています。

　作業中の屋外スピーカーからは放送が流れないため、防災行政無線の情報は

「かまがや安心ｅメール」や市ホームページでご確認ください。

5月中の工事日程

▶西佐津間一丁目公園（西佐津間一丁目208番の3）＝5月10日（月）・11日（火）

▶軽井沢（軽井沢2087番地の2）＝5月11日（火）・12日（水）

▶富里第四公園（くぬぎ山二丁目2番）＝5月12日（水）・13日（木）

▶向山（初富本町二丁目21番）＝5月13日（木）・14日（金）

▶東中沢自治会館（東中沢一丁目13番5号）＝5月17日（月）・18日（火）

▶西ノ砂第三公園（北中沢二丁目1426番）＝5月18日（火）・20日（木）

▶弓道場・アーチェリー場（中沢843番地の1）＝5月20日（木）・21日（金）

▶藤台中央公園（西道野辺4番）＝5月24日（月）・25日（火）

▶谷地川（中沢176番地の1）＝5月25日（火）・26日（水）

※更新作業に伴い、必要に応じてテスト放送を行います

※天候により日程を変更する場合があります

工事日程のお知らせ
防災行政無線設備 更新工事

問安全対策課☎445・1285

「かまがや安心ｅメール」の登録を！
　「かまがや安心ｅメール」は防災情報など

を入手できる無料メールサービスです。この

機会にぜひご活用ください。 市ホームページ

調査対象
調査期日

1月9日（日）
福太郎アリーナ

　　平成13年4月2日〜平成14年4月1日生まれの

市民（対象者には12月上旬に案内状を送付します）

※市外に住所を移している人で、参加を希望する場

　合は、11月以降にお問い合わせください

　　4年1月9日（日）10時30分から（9時30分か

ら受け付け）

　　福太郎アリーナ

対象

場所

日時

成人式の企画・運営を行う実行委員を募集します

　　市内在住で20歳前後の人（新成人歓迎）

　　若干名（実行委員は全体で20人程度を予定） 

　　　　5月21日（金）までに生涯学習推進課

ｍsyougaku@city.kamagaya.chiba.jp／

☎498・6101

対象
定員
申し込み

電子メール
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対象生後3カ月から7歳6カ月未満

接種回数［1期初回］20〜56日の間隔をおいて3回

［1期追加］1期3回目の接種終了後、おおむね1年

後に1回

四種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合）

対象生後2カ月から1歳未満

接種回数27日以上の間隔で2回目を接種。1回目の

接種終了後、139日（20週）以上の間隔をおいて3回

目を接種

B型肝炎

対象生後2カ月から5歳未満

接種回数［初回］27日以上の間隔をおいて3回接種

［追加］初回3回目の接種終了後、60日以上おいて1回

小児用肺炎球菌

対象生後2カ月から5歳未満

接種回数［初回］27〜56日の間隔をおいて3回

［追加］初回3回目の接種終了後、7〜13カ月おいて1回

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）

子育て応援号

家庭・行政・学校・地域・事業者などが社会全体で子どもたちを育んでいき、

子どもたちの笑顔が、市内のあちこちであふれることをイメージしています。

市ではこの子育て応援キャッチフレーズを掲げ、「子育て世代にやさしい街づ

くり」を展開するため、さまざまな子育て支援サービスの充実を図っています。

子育て世代に
やさしい街づくり

はぐくむこころ　あふれるえがお

（国基準・令和3年4月1日時点）

達成！
待機児童7年連続0！

ゼロ

「はぐくむこころ あふれるえがお」は

子育て応援のキャッチフレーズです

　市には保育所が12施設、駅チカあっとほーむ（小規模保育事業）が10施設、

加えて預かり保育を行う幼稚園が9施設あり、国基準での「待機児童0」を7年

連続で達成しています。今後も、保育ニーズに対応する

ため、計画的に待機児童対策を継続します。

問幼児保育課☎445・1363

子育て支援コーディネーターの部屋（「かまっこ応援団」内）

問子育て支援コーディネーター☎445・1609／

　 ｍkosodatesc@city.kamagaya.chiba.jp

子育て支援コーディネーターってどんな人？

子育て子育ち応援サイト「かまっこ応援団」
　妊娠・出産時の手続き、保育サービス・手当・助成などの基本情報はもちろん、各

児童センターのイベントなど、さまざまな最新情報を配信しています。

　子育て相談に応じるコーディネーターが、市内の子育て情報や子どもと

一緒に楽しめるイベントなどを、ママ目線で情報発信しています。

　「子育て支援コーディネーター」は、子育てに関するいろいろな悩み事、困り事などを一緒に考え、そ

の家庭にあったサービスや専門的な相談窓口などを案内しています。また、地域の身近な子育て情報

なども発信しています。

　令和3年度から「コーディネーターCafé」が毎月１回、中央公民館で始まります。子育てに関するお
悩みや雑談など、コーディネーターと話をしませんか？詳しくはお問い合わせください。

　市内の子育て関連サービスを紹介

した冊子です。こども支援課窓口（総

合福祉保健センター2階）や市内児童

センターで配布しています。

最新の子育て情報発信中 問こども支援課☎445・1320

かまがや子育て応援アプリ
　「かまっこ応援団」の新着情報をスマートフォン

でチェックできる他、乳幼児の複雑な予防接種の

日程を管理できるスケジュール機能もあります。

かまがや子育て
ガイドブック・ガイドマップ

Google PlayApp Store

子育て子育ち
応援サイト

「かまっこ応援団」

計画的に
接種しましょう
計画的に

接種しましょう
子どもの定期予防接種子どもの定期予防接種

　次の予防接種は公費負担のため、無料で受けることができます。乳幼児の予

防接種関係書類は、生まれた月の翌月までに個別通知しています。転入者には、

転入時に健康増進課窓口（総合福祉保健センター2階）で配布しています。

　なお、定期予防接種は全て、指定医療機関での個別接種により実施しています。

対象平成17年4月2日〜平成22年4月1日生まれの

女子（標準的な接種期間は、中学校１年生に相当する

１年間)

接種回数3回

※小学校6年生に相当する女子へ年度初め(転入者に

　は転入した月の翌月初め)に個別通知

子宮頸がん予防ワクチン（HPV）

対象［1期］生後6カ月から7歳6カ月未満（標準的な接

種期間は３〜４歳）

［2期］9歳から13歳未満

※9歳の誕生月の前月末（転入者は転入した翌月の

　月初め）に個別通知

接種回数［1期初回］6〜28日の間隔をおいて2回

［1期追加］1期2回目の接種終了後、おおむね1年後に

1回

［2期］1回

日本脳炎

対象小学校6年生に相当する子ども（平成21年4月2

日〜平成22年4月1日生まれ）

※年度初め（転入者は転入した翌月初め）に個別通知

接種回数1回（接種期限は4年3月31日）

二種混合（ジフテリア・破傷風）

問健康増進課☎445・1390

対象1歳から3歳未満

接種回数2回（1回目の接種終了後、6カ月〜1年後に

2回目）

水痘(水ぼうそう)

対象［1回目］1歳から2歳未満

［2回目］小学校に入学する前の5〜6歳（平成27年

4月2日〜平成28年4月1日生まれ）

接種回数 2回(なるべく早めに受けましょう)

※2回目の接種期限は4年3月31日

麻しん風しん混合（MR）

対象1歳未満

※ワクチンの効果や感染予防のため生後5カ月から

　8カ月未満を推奨

接種回数1回

BCG

対象［推奨］生後2カ月から14週6日まで

［ロタリックス］生後6週から24週の間

［ロタテック］生後6週から32週の間

接種回数［ロタリックス］27日以上の間隔で2回

　　　　［ロタテック］27日以上の間隔で3回

注意 ●1回目は生後14週6日後までに接種してくだ

　　　さい

　　●ロタリックス、ロタテックのいずれか一方を

　　　接種します

ロタウイルス感染症

四種混合、麻しん風しん混合、BCG、日本脳炎の予防接種は、「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を財源に充てて実施しています。
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　保護者が仕事や入院、疾病などを理由

に、子どもの面倒を家庭でみることがで

きない場合に、市指定の施設で一時的に

預かります。

※定員あり

　　　　●児童養護施設晴香園（松戸市）

　　　　●乳児院ほうゆうベビーホーム

　　　　　（八千代市）

問こども総合相談室☎445・1328

高等職業訓練促進給付金等事業
　看護師、保育士、歯科衛生士などの資格を取得するために、養成機関で1

年以上修業（上限4年）する場合に支給します。

　　　●非課税世帯＝月額10万円

　　　●課税世帯＝月額7万500円

　　　※修業期間の最後の1年間は月4万円増額

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
　対策講座の受講費用の一部を支給します。

　　　受講終了時に受講費用の40パーセント、認定試験合格時に受講費

用の20パーセントを支給します。（合計上限15万円）

　子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と子育ての援助をしたい人（提供会員）が会員となって、

地域で助け合うボランティア的な会員組織です。

　保護者に代わり、提供会員が子どもの学校や保育園などへの送迎や預かりを行います。

　市は、新型コロナウイルス感染症による影響

が長期化する中での生活支援の取り組みとし

て、ひとり親世帯へ特別給付金を支給します。

※ひとり親世帯とは、児童扶養手当の受給資

　格要件を満たしている人です

　　　児童1人につき5万円

問こども総合相談室☎445・1328

　就職や転職に必要な資格取得のため、雇用保険法などによる指定教育訓練

講座等を受講した場合、一部を支給します。

　　　受講費用の60パーセント相当（上限20万円）

※受講内容により支給割合が変わります

自立支援教育訓練給付金事業

　市では、ひとり親家庭の生活の安定と自立促進のために各種給付金の支給

や支援などを行っています。

　ひとり親家庭の母親または父親で、20歳未満の子を扶養し、児童扶養手当

の支給を受けている、または同等の所得水準の人が対象となります。

※講座受講前に必ずこども総合相談室へご相談ください

ファミリー・サポート・センター（事前登録制） 子どもショートステイ

就労支援
〜ひとり親家庭を応援します〜　　

ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）　　

問こども総合相談室☎445・1349

問こども支援課☎445・1325

支給額

給付額

対象 支給時期・申請手続

支給額
支給額

提供会員　募集中！
　現在、市ではファミリー・サポート・セ

ンターの提供会員を募集しています。

活動時間に応じて報酬を支給します。

　次の研修受講後、登録となります。

指定施設

子育てサロンで遊ぼう！
　子どもの年齢ごとに集まるサロンや、パパ・双子に特化して集まるサロンを児童センターなどで

開催しています。サロンには保育士や子育てアドバイザーが同席するので、子育てや子どもの成長

に関する相談もできます。安心して遊べるので家族でご利用ください！

※駐車場など利用方法について詳しくは、各児童センターにお問い合わせください

※現在は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、各児童センターの子育てサロンの開催を

　一時的に中止していますが、子育て中の親と子どもが自由に集い交流できる「つどいの広場」は

　開催しています。詳しくは、市ホームページまたは子育て子育ち応援サイト「かまっこ応援団」を

　ご覧いただくか、各児童センターにお問い合わせください

　子どもの年齢ごとに集まるサロンや、パパ・双子に特化して集まるサロンを児童センターなどで

開催しています。サロンには保育士や子育てアドバイザーが同席するので、子育てや子どもの成長

に関する相談もできます。安心して遊べるので家族でご利用ください！

※駐車場など利用方法について詳しくは、各児童センターにお問い合わせください

※現在は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、各児童センターの子育てサロンの開催を

　一時的に中止していますが、子育て中の親と子どもが自由に集い交流できる「つどいの広場」は

　開催しています。詳しくは、市ホームページまたは子育て子育ち応援サイト「かまっこ応援団」を

　ご覧いただくか、各児童センターにお問い合わせください

　子どもの年齢ごとに集まるサロンや、パパ・双子に特化して集まるサロンを児童センターなどで

開催しています。サロンには保育士や子育てアドバイザーが同席するので、子育てや子どもの成長

に関する相談もできます。安心して遊べるので家族でご利用ください！

※駐車場など利用方法について詳しくは、各児童センターにお問い合わせください

※現在は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、各児童センターの子育てサロンの開催を

　一時的に中止していますが、子育て中の親と子どもが自由に集い交流できる「つどいの広場」は

　開催しています。詳しくは、市ホームページまたは子育て子育ち応援サイト「かまっこ応援団」を

　ご覧いただくか、各児童センターにお問い合わせください

南児童センター     ☎438・5040

年6回（不定期）

10:00〜11:00
南児童センター、

南部公民館

もこもこ

サロン

令和2年4月2日以降生

まれの子ども

対　象 日　時 場　所

年9回（金）

10:00〜11:00

令和2年4月2日以降生

まれの子ども
中央児童センター

ぶどう

サロン

対　象 日　時 場　所

中央児童センター    ☎444・0144

子育て支援センター  ☎441・8905

詳しくは、「かまっこ応援団」

ホームページをご覧ください

年12回（水）

10:30〜11:30

7月14日（水）

10:30〜11:30

第二中学校

コミュニティルーム

道野辺中央

コミュニティセンター

鎌ケ谷

コミュニティセンター
鎌コミ

サロン

道コミ

サロン

二中

サロン

未就園児

乳幼児

乳幼児

対　象 日　時 場　所

くぬぎ山児童センター  ☎047・389・1401

年9回（木）

10:00〜11:00

年3回（木）

10:00〜11:00

くぬぎ山

児童センターとことこ

サロン

ベビー

サロン

平成30年4月2日〜平成31年

4月1日生まれの子ども

令和2年4月2日以降生まれの

子ども

対　象 日　時 場　所

年8回（木）

10:00〜11:30

年3回（木）

10:30〜11:30

北中沢

児童センター

とことこ

サロン

赤ちゃん

サロン

平成30年4月2日〜平成31年

4月1日生まれの子ども

年4回（木）

10:30〜11:30

双子

サロン
双子の乳幼児

令和２年4月2日以降生まれの

子ども

対　象 日　時 場　所

北中沢児童センター    ☎442・2011

年9回（木）

10:30〜11:30

年10回（土）

10:30〜11:30

粟野

児童センターパパ

サロン

すくすく

サロン

未就学児と父

令和2年4月2日以降生まれの

子ども

対　象 日　時 場　所

粟野児童センター     ☎441・7066

　　以下のいずれかに当てはまる人

①3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人

②公的年金給付などを受給していることにより、3年4月分の児童扶

　養手当の支給を受けていない人

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、

　収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

※児童扶養手当を未申請の人でも、「児童扶養手当を受給している世

　帯」と同水準であると推測される場合は支給対象となります

●①に該当する人＝3年5月10

　日に支給する予定です

●②・③に該当する人＝申請が

　必要です。申請方法について

　は、市ホームページをご確認

　ください

研修（全2回）

●5月18日（火）9時30分〜12時＝市役所3階 303会議室

●5月25日（火）9時30分〜11時30分＝粟野コミュニティセンター

申5月12日（水）までにファミリー・サポート・センター☎445・1354
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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

▶無料太極拳教室
対初心者時5月10日（月）10時〜12時所くぬぎ

山コミュニティセンター定10人（申込先着順）

申ふれあい太極拳 中村☎090・6520・7768

▶3密を避け楽しく英会話
身近な話題で外国人の先生と英会話。対高校生

以上時5月8日・22日・29日の各（土）18時〜

20時所東部学習センター定各日3人（申込先着

順）申シンプルライフ 西川☎090・7811・

7783

催し
▶墨翠会
水墨画。時第1・3（土）13時〜16時所中央公民館定2・

3人月1,000円申安部☎090・2730・8608

▶KUVERAサッカースクール
サッカー。対①幼児、②小学生（1〜3年生）、③小学生

（4〜6年生）時毎（月）・（火）・（木）・（金）の①＝16時〜

16時50分、②＝17時〜18時、③＝18時〜19時

所KUVERA football park定各20人入5,000円

月①＝4,000円②③＝6,000円年 1,000円

申NPO法人鎌ケ谷スポーツクラブ☎441・1984

会員募集

　鎌ケ谷・柏・松戸・流山・我孫子・野田

の6市に在住の人なら、どの会場でも

相談可能です。

相談日程

※時間は各10時〜16時（1人1時間）

定各12人

申5月6日（木）以降に希望する会場の

予約先に電話

消費者問題無料相談会
～お気軽にご相談ください～

　4月30日に自動車税事務所が納税

通知書を送付しました。今年度から県

税では、PayPayが利用可能となり、

いつでもスマートフォンから納付がで

きます。

　なお、クレジットカード納付、Pay-

easy納付、コンビニエンスストア、金

融機関などでの納付も引き続き利用

できます。詳しくは、納税通知書に同

封のしおりをご覧ください。

問●県自動車税事務所☎043・243・

　　2721

　●県税務課☎043・223・2117

自動車税の納期限は5月31日（月）
〜納期限までに納めましょう〜

　県では、土砂災害から住民の生命お

よび身体を保護するため、「土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律」に基づき、「大

野町18（鎌ケ谷市中沢、市川市大野町

四丁目）」および「東道野辺2（鎌ケ谷

市東道野辺三丁目、船橋市丸山三丁

目、丸山四丁目）」を土砂災害警戒区域

および土砂災害特別警戒区域に指定

しました。

　指定についての資料は、県ホーム

ページや安全対策課（市役所1階）で閲

覧できます。また、洪

水ハザードマップに

は、3年度から反映し

ています。

問同課☎445・1278

土砂災害警戒区域等の指定について

　令和3年国民生活基礎調査が全国

で実施されます。鎌ケ谷市においても

一部地区が調査対象地区になりまし

た。本調査は6月に予定していますが、

その準備として4月下旬ごろから予備

調査を実施します。調査員が伺った際

は、ご協力をお願いします。

問習志野保健所☎475・5151

国民生活基礎調査 ご協力のお願い

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

お知らせ・相談

配布数量

　「緑のカーテン」を設置して、エコで

涼しい夏を過ごしませんか？

対市内在住の人

時5月11日（火）以降

所環境課窓口（市役所1階）

　　　　200袋程度（1袋あたり種６粒）

　※1人1袋、無くなり次第終了

問同課☎445・1227

緑のカーテンを作りましょう
ゴーヤの種を配布します

日にち

（5月）

15日

（土）

18日

（火）

19日

（水）

20日

（木）

21日

（金）

22日

（土）

会場

予約先（消費生活センター）

柏市中央体育館管理棟１階

☎04・7163・5853

松戸市役所 議会棟２階 第３委員会室

☎047・366・7329

野田市役所１階 市民相談室

☎04・7123・1084

鎌ケ谷市役所１階 相談室１・２

☎445・1240

流山市役所第２庁舎２階

☎04・7158・0999

アビイクオーレ２階（我孫子市）

☎04・7185・1469

　　　　　  　 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

▶①KAMAGAYA SC U-12
　②KAMAGAYA SC U-15
サッカー。対①＝小学校4〜6年生、②＝中学校1〜3年

生時①＝毎週（日）8時〜10時、②＝毎週（火）・（水）・

（金）の各18時30分〜20時30分所KUVERA 

football park（軽井沢）定①＝25人、②＝20人入①＝

10,000円、②＝11,000円月①＝3,000円、②＝

8,800円年②のみ14,000円申NPO法人鎌ケ谷ス

ポーツクラブ☎441・1984

合併処理浄化槽に
取り替えませんか？

問クリーン推進課☎445・1222

　単独処理浄化槽やくみ取りトイレから合併処理浄化槽に取り換える（転

換する）と、河川の水質に与える汚染をおよそ8分の1に減らすことができ

ます。

　合併処理浄化槽へ転換する場合、「設置費補助」と「転換費補助」を合わ

せた額が交付されます。

※今年度から補助限度額の一部が変わりました。詳しくは、市ホームペー

　ジを確認するか、同課へお問い合わせください。

定数20基まで

申請期限4年1月31日（月）まで

注意●新築・建て替えや集合住宅の場合は補助交付対象外となります

　　●補助交付対象地域については、クリーン推進課へお問い合わせください

設置費補助（例）
384,000円

（5人槽）

転換費（例）
180,000円

（単独処理浄化槽

からの転換）

交付額（例）
564,000円

水質汚染を防ぐため設置・
転換費を補助します

　シニアの皆さんのマイホームを、最長で終身にわたって借り上げて転貸

し、家賃収入を保証する「マイホーム借り上げ制度」。これにより、自宅を

売却することなく、住み替えや老後の資金として活用できます。

　　一定の耐震性が確保されている住宅を日本国内で所有する、50歳

以上の人など

問●制度の概要、パンフレットの配布など＝建築住宅課☎445・1472／窓口

　　（市役所４階）

　●制度の活用などの相談＝（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）☎03・

　　5211・0757／ｕhttps://www.jt-i.jp

安定した家賃収入を保証します

シニアの皆さんへ

●公的制度に基づく安定した

 家賃収入

●入居者との契約終了時に解

　約可能

●土地・建物は子どもに相続

●良質な借家の循環

●敷金なし、壁紙など自ら

 一定の改修可

●入居を継続したい場合は

　優先して再契約

内部準備金

賃貸物件を借りたい人

子育て世代など制度利用者

マイホームを貸したい人

借家契約

定期
借家契約

（一社）移住・住みかえ支援機構

賃借料支払い

準備金積立空き家保証

賃料収入

万が一の　 場合の保証

高齢者住宅財団の基金

マイホーム借り上げ制度

対象

販売中

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
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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



●南部小＝ 6日(木)　　●初　小＝ 7日(金)　　●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＝24日(月)　　●西部小＝27日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

　日本からの遣唐使の一員と思われる「井真成」や「阿倍仲麻呂」。また、同

じ遣唐使船に乗り唐に渡った「最澄」・「空海」。その他、多くの遣唐使が、ど

こで何を学び、どんな成果があったのかを知り、考える講座です。

　　市内在住・在勤で全回出席できる人

　　6月4日・11日・18日・25日、7月2日の各（金）10時〜12時

　　中央公民館

　　45人（申込先着順）

　　元千葉県立高等学校教諭の丸藤晃さん

　　　筆記用具

　　　　中央公民館☎445・2012／窓口

日本が唐に派遣した使節団「遣唐使」を学ぶ
中央公民館文学講座 古典文学セミナー

日時
対象

場所
定員
講師

申し込み

　：6日(木)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　 　保健所：習志野保健所　※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：祝日を除く　 　　　　　　　　　　　　　●くぬぎ山・北中沢・粟野＝31日（月）　　　　　　　　　　　●くぬぎ山・北中沢・粟野＝毎週（日）、3日（月）〜5日（水）・31日（月）　●南・中央

＝毎週（日）、3日（月）〜5日（水）・10日（月）

福 習注 予

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）※313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（電話相談のみ）

福毎週（水)※310時〜14時

毎週（月）・（金）※310時〜14時

認知症相談 予
　センター2階／高齢者支援課

☎445・1384

福
11日（火）13時〜15時

精神保健福祉相談 予

　保健所／　保健所

☎475・5152

習習

　センター3階／　保健所

☎475・5152

福 習

11日（火）14時から

27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）
25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

20日（木）9時〜12時

就学相談予 市役所／指導室☎445・1518毎週（月）〜（金）※3９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 17日（月）13時〜16時

行政相談 注 12日（水）10時〜11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

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）※3●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）※3●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）※3９時30分〜16時

ひとり親家庭相談 毎週（火）・（木）※3９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）※3９時〜16時

女性のための相談　 予

毎週（水）※3●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

（49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
7日（金）・11日（火）・18日（火）・

25日（火）の13時〜17時

各児童センターの休み

主な施設の
休み

●各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　●社会福祉センター＝毎週

（火）、3日（月）〜6日（木）　●図書館＝毎週（月）（3日を除く）、6日（木）・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・中沢みんなのスポーツ広場を除く）＝6日（木）

●郷土資料館＝毎週（月）、4日（火）〜6日（木）

!5月のお知らせ

リサイクル情報

　品物の交渉は当事者間で

行い、交渉が成立したらク

リーン推進課☎445・1223

籐の長いす

　高さ約70cm、幅約143cm、奥行き

約55cm、座面約35cm。座面下部分

に収納のかご有り。取りに来られる人。

問河村☎445・2556

ゆずります

大型連休中における
ごみの収集・自己搬入

5月の有価物回収

　大型連休中は、ごみの持ち込みが多くなることから、受け付けまでに時

間がかかります。また、交通渋滞が発生し、周辺住民や通行者に迷惑が掛

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、計画的なごみの処理へのご協力をお願いします。

※収集の○印は、その曜日に収集する地域のみ実施

収集

搬入

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

5/1（土）5/2（日）5/3（月）5/4（火）5/5（水） 5/6（木）

内心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど

対中学生以上の人

時5月15日（土）

　●市民向け＝9時〜11時

　●一定頻度者向け＝9時〜12時

所消防本部

定10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）

他詳しい開催方法については、市ホー

ムページをご覧ください

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
　六角形つなぎのポーチとペンケース

を作ります。

対市内在住で60歳以上の人

時6月3日･17日、7月1日･15日の各

（木）10時〜12時（全4回）

所社会福祉センター

定15人（多数抽選）　費2,500円

師（財）日本手芸普及協会指導員の瀬

田幸子さん

持裁縫道具・筆記用具・物差し・厚紙・

はさみ

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、5月15日

（土）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（前期）講座・講演

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

　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●5月14日（金）9時〜12時

　●5月17日（月）・28日（金）の

　　各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

　食材の種類・量の増やし方、調

理法などについて栄養士が話し

ます。保護者による試食もあり

ます。

対7〜8カ月児とその親

時5月20日（木）10時15分〜11

時30分

所総合福祉保健センター3階

定18組（申込先着順）

申☎445・1546

離乳食教室（完全予約制）

　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。健

診後、セルフケア方法を伝えます。

内歯科健診・結果説明

時5月20日（木）13時から

　※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

注1回の妊娠につき1回のみ受けられ

ます

申☎445・1394

妊娠中にも歯科健診を受けましょう
〜無料健診(完全予約制)のご案内〜

　　　　有効期間が

●9月30日までの人＝8月31日（火）

●12月31日までの人＝9月30日（木）

他詳しくは送付書類（更新案内）を確

認してください

問習志野保健所☎475・5153

特定医療費（指定難病）受給者証
更新手続き
更新期間

持ち物

各コミュニティセンターの休み

人権擁護相談　予 13日（木）13時〜15時

交通事故相談　 ※1予 21日（金）10時〜15時
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問男女共同参画室☎445・1277

おとう飯（はん）レシピ募集！レシピ募集！

市制施行50周年記念事業
鎌ケ谷市版

　金管五重奏の「ズーラシアンブラス」とピアノの「弦うさぎ」、そしてサックス

の「サキソフォックス」…動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサー

ト。「音楽の絵本」の世界にようこそ！

日時8月29日（日）14時開演（13時30分開場）

費用●一般＝3,000円（友の会会員＝2,500円）

    ●高校生以下＝1,200円（友の会会員＝1,000円）

    ※2歳以下膝上無料

発売日●友の会先行販売＝5月13日（木）窓口9時から、電話予約は13時から

      ●一般販売＝窓口・電話予約ともに5月29日（土）9時から

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

広報 令和3年（2021年）5月1日号8

【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

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      109,979人（前月比+43）

男　54,264人　女　55,715人

世帯数　 50,775世帯（前月比＋199）
〔R3.4.1現在〕

■ 投票によるKING OF「おとう飯」を決定！

　「おとう飯」の主旨により近いレシピはどれか、6月15日（火）〜

30日（水）の間に、市ホームページなどによる投票を行います。レシ

ピ応募者には参加賞の他に、支持の多かった応募者に記念品を進

呈します。また、投票者には抽選で1人にかまたんグッズを進呈し

ます。詳しくは、今後の広報かまがやまたは市ホームページをご確

認ください。

　市では、男性が作る料理「おとう飯レシピ」を募集します。応募されたレシピ

は市が行う事業や情報紙などで紹介します。男性が家事や育児へ参加がしや

すくなるよう、料理の側面から応援する企画です。

　東武鎌ケ谷駅周辺地区は、鎌ケ谷市のほぼ中心に位置し、昭和30年代

から東武鎌ケ谷駅に近接した利便性などから、市街地が形成されてきま

した。そこで、鎌ケ谷市の中心市街地として、ふさわしいまちづくりを計

画的に進めるため、東武鎌ケ谷駅東側に広がる約7.8ヘクタールの区域

を本市が初めて取り組む土地区画整理事業として、東武鎌ケ谷駅東口土

地区画整理事業が行われました。

　事業は、昭和63年から平成13年の約13年間にかけて行われ、鎌ケ谷

駅の東側からの利用、都市計画道路などの道路網や下水道などの公共施

設を整備しました。

　さらに、東武野田線連続立体交差事業により、鉄道が高架化され鎌ケ

谷駅も地上駅から高架駅となり、改札口前に東西へ横断する自由通路が

でき、鎌ケ谷市の顔となる街へと発展するとともに、東口駅前広場を中

心にまちづくりNPO法人の設立や共同事業によるビルの建設といった

市民参加型の新しいまちづくりが創出され、人の行き交うにぎわいのあ

る街となっています。

　併せて、駅南側に都市計画道路が整備され、東武野田線への東西のア

クセスが向上しました。

かまがやのまちづくりの歩みま や ま づ り 歩

「おとう飯」とは？

　「手早く、簡単に、リーズナブルな食材で、

家の調味料を使う、後片付けは最後まで」

の5つの心得がモットー。

その他の
イベントも
チェック

問きらりホール☎441・3377

　スペインでホールを満席にする人気ピアニストが、きらり！ワンコイ

ンコンサートに登場！

　　西澤安澄（ピアノ）

　　レオンカバッロ「メランコリックなワルツ」、

　　「べネチアの舟歌」など

　　※曲目は変更となる場合があります

　　5月14日（金）13時30分から（13時開場）

　　500円

　　　●全席指定

　　　●親子席（要予約）に限り未就学児入場可

　　　　きらりホール窓口／☎441・3377

費用
その他

日時

出演
曲目

申し込み 　satoshi kuronuma
［aosora］

c

きらり！ワンコインコンサート 西澤安澄 ピアノ・リサイタル

問きらりホール☎441・3377音楽の絵本／ダンディズム

ズーラシアンブラスー シ ン ラズーラシアンブラスー シ ン ラ

問まちづくり室☎445・1433

対象市内在住・在勤の男性（既婚未婚、料理

のプロアマ問わず）

その他●提出したデータなどは市へ帰属します

　　　●応募したレシピや写真は、応募者に

　　　　連絡せず情報紙などで公表する場

　　　　合があります

レシピ応募者には参加賞のほか、投票結果によっては記念品を進呈！

昨年度応募のあったレシピ

第2回　東武鎌ケ谷駅東口土地区画整理事業

区画整理前（平成元年頃） 区画整理後（令和元年）

投票者には抽選で1人に
かまたんグッズが！
投票者には抽選で1人に
かまたんグッズが！

東武鎌ケ谷駅東武鎌ケ谷駅

東武鎌ケ谷駅整備区域

出典：国土地理院ウェブサイト
「空中写真データ」（国土地理院）をもとに鎌ケ谷市作成

（内閣府男女共同参画局ホームページより）

申し込み 住所・氏名・年齢・連絡先と、レシピ名、材料、材料に係った費用、調理手

順、所要時間、PRポイントを記入し、完成した料理の写真などを添付して、5月31

日（月）までに男女共同参画室ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.jp

※1回の送信は3メガバイト以内

注意●応募は個人で、1人1点まで

　　●合成や加工のない写真で応募すること

　　●材料費・通信費などは応募者が負担すること

　　●料理技術を競うものではありません

　　※詳しくは、市ホームページをご確認ください
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