
　集団接種は、6月9日から「毎日実施」へと拡充しています。

　医療機関での個別接種も併せ、予約枠は今後さらに拡充していく予定です。

問●予約などについて＝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）☎0120・271・383（フリーダイヤ

　　ル。6月18日(金)から）／☎0570・050575

　　（ナビダイヤル）

　●その他について＝ワクチン対策室☎446・2601

　接種体制の拡充により、皆さんにお願い

していた予約スケジュールが早まります。65歳～74歳の人に向けた予約スケジュール

予約スケジュールの開始日　6月18日（金）から65歳～74歳の人 引き続き予約が可能75歳以上の人

　6月18日（金）から、市新型コロナワクチンコールセンターではフリーダイヤルが利用できるようになります。

　なお、従来の電話番号でも予約は可能です。

　次のいずれかの方法で申し出ができます。

　申し出フォーム(ｕhttps://logoform.

jp/form/bESp/coronavac_sessyuke

n_kisosikkan)に必要事項を入力し

て、送信

　市ホームページまたは健康増進課窓口（総

合福祉保健センター1階）で配布している申出

書に記入して、同課窓口へゆ〒273-0195／

持参

ワクチン対策室

☎446・2601

申し出方法

１．申し出フォーム ２．申出書の郵送 ３．電話

市新型コロナワクチンコールセンターでは

0120・271・383

6月18日　　から金 フリーダイヤルが利用できるようになります

◆6月20日（日）までの申し出について＝6月末ごろに接種券を発送

◆6月21日（月）以降の申し出について＝申し出から10日程度で接種券を送付
接種券の送付時期について

●従来のコールセンター電話番号＝☎0570・

　050575（ナビダイヤル）

●予約以外の内容について＝☎446・2601

新型コロナワクチン新型コロナワクチン
接種について接種について
集団接種を毎日実施しています

　60歳〜64歳の人および60歳未満で障害者手帳などを持っている人については、接種券を6月末ごろに発送する予定ですが、60歳未満で、あ

る一定の基礎疾患がある人については、申し出により接種券の早期発送が可能です。希望する場合は次の方法により申し出をしてください。

　なお、申し出にあたり医師の証明書などは不要ですが、事前に体調や状況を把握しているかかりつけ医へ、ワクチンの接種について相談してく

ださい。

申し出フォーム

●慢性の呼吸器の病気　●慢性の心臓病（高血圧を含む）　●慢性の腎臓病　●慢性の肝臓病

（肝硬変など）　●インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、または他の病気を併発している糖尿

病　●血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）　●免疫の機能が低下する病気（治療中の悪

性腫瘍を含む）　●ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている　●免疫の異常

に伴う神経疾患や神経筋疾患　●神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼

吸障害など）　●染色体異常　●重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複し

た状態）　●睡眠時無呼吸症候群　●重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している）

次の病気や状態の人で、通院・入院している人次の病気や状態の人で、通院・入院している人次の病気や状態の人で、通院・入院している人次の病気や状態の人で、通院・入院している人 次の手帳などを持っている人次の手帳などを持っている人次の手帳などを持っている人次の手帳などを持っている人

基準（BMI30以上）を満たす肥満の人基準（BMI30以上）を満たす肥満の人基準（BMI30以上）を満たす肥満の人基準（BMI30以上）を満たす肥満の人
算出方法：BMI＝体重(キログラム)÷身長（メートル）÷身長（メートル）

例（身長170センチメートル、体重87キログラムの場合）：87÷1.7÷1.7＝30.1

■申し出により接種券の早期発送が可能な人■申し出により接種券の早期発送が可能な人 ■申し出せず接種券が送付される人■申し出せず接種券が送付される人

●「呼吸器」「心臓」「腎臓」「肝臓」「免疫」の身体障害

　者手帳を持っている人

●療育手帳を持っている人

●精神障害者保健福祉手帳を持っている人

●自立支援医療（精神通院医療）受給者証を持って

　いる

　「重度かつ継続」に該当する人

問各手帳などについて詳しくは、障がい福祉課☎445・

　1307

60歳未満で基礎疾患がある人の申し出方法について

主な内容
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問選挙管理委員会事務局

　☎445・1539

市長選挙

　市長が退職したことに伴い執行される市長選挙に立候補を予定している人は、必ず

出席してください。

　なお、出席者は1候補予定者につき2人までです。

日時6月17日（木）15時から（14時30分から受け付け）

場所市役所地下 団体研修室

立候補予定者説明会

問行政室☎445・1056

　市長が退職したことに伴い、新たに市長が就任するまでの間、副市長の北村眞一

が市長の職務を代理します。

　なお、副市長が職務を代理している間、通常は市長名で発行している証明書、通知書

などの表示は、「鎌ケ谷市長職務代理者　鎌ケ谷市副市長　北村 眞一」となります。

証明書・通知書などは、市長職務代理者名で発行します

市長就任までの間、
副市長が職務を代理します

　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）

などの症状が出たら 発熱などに関する相談窓口

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料

徴収猶予または減免を実施します
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯

に対して基準に該当すると認められたときは、徴収猶予または減

免を実施します。

問●国民健康保険料の執行猶予・減免について＝保険年金課

　　☎445・1204

　●介護保険料の執行猶予・減免について＝高齢者支援課☎445・

　　1380

　●後期高齢者医療保険料の減免について＝保険年金課☎445・

　  1207／県後期高齢者医療広域連合☎043・308・6768

室内の換気について

夏季のマスク着用について
　夏季になり、気温・湿度が高い中でマスクの着用が続くと、熱中症の

リスクが高くなります。感染症と熱中症の両方を防ぐために、次のよ

うに心掛けましょう。

●屋外で人と十分な距離（2メートル以上）を確保できる場合は、マス

　クを外す

●マスクを着用している間は、強い負荷のかかる作業は避けましょう

●マスクを着用したまま運動・スポーツをすると、水分補給を忘れた

　り、体温が下がりにくいことがあるので、注意しましょう

　暑いときは、エアコンを使用して室温を調整しつつ、

定期的に換気（換気扇を回す、窓を開けるなど）も行いま

しょう。換気の際、室温が高くなるので、エアコンの温

度設定を調整しましょう。

「新しい生活様式」の中でも
　　　　  に注意しましょう！熱中症

　広報かまがやは、主に新聞折り込みによりお届けしていますが、新

聞を購読していない市民を対象に、自宅のポストに投函する「ポス

ティングサービス」を行っています。

　　　　広報広聴室☎445・1088／窓口（市役所3階）または、住所・

氏名（ふりがな）・電話番号を記入してｆ445・1193

　　●直近発行の号から配達を開始できない場合があるため、早めに

　　　お申し込みください

　　●宛先変更や配達不要など

   　 の場合はご連絡ください

広報かまがやを無料でお届け広報かまがやを無料でお届け

新聞を購読していない市民の皆さんへ

注意

申し込み

　予約した日時に都合が悪くなった場合は、必ず事前に予約をキャンセルしてく

ださい。

　また、当日に体調不良となった場合は、接種を受けることができません。無理

をせず、キャンセルの連絡をお願いします。

問健康増進課☎445・1390

新型コロナウイルス感染症の影響で
収入が減少した世帯へ ワクチンを大切に使用するために

　総合福祉保健センターでのワクチン接種の拡充に伴い、市

役所駐車場の利用について制限しています。市役所駐車場に配

置している誘導員が駐車位置などについて案内するので、ご協

力をお願いします。また、毎週（土）・（日）は、市役所駐車場の一

般開放は実施していません。

　集団接種の実施期間中は、新型コロ

ナワクチン接種来場者を含め、可能な

限り公共交通機関などをご利用くださ

い。皆さんのご理解ご協力をお願いし

ます。

問●ワクチン接種について＝ワクチン接種対策室☎446・2601

　●市役所駐車場について＝契約管財課☎445・1092

! 新型コロナワクチン接種に係る
市役所駐車場の利用について

問●予約などについて＝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）☎0120・271・383（フリーダイヤル。6月18日　

　(金)から）／☎0570・050575（ナビダイヤル）

　●その他について＝ワクチン対策室☎446・2601
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　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・ビン・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。

　これからの季節は、生け垣や庭木が大

きく成長します。枝などが道路にはみ出し

ていると、通行を妨げたり見通しを悪くし

たりし、思わぬ事故を誘発する恐れがあ

り、危険です。土地の管理者は、枝などが

道路にはみ出さないよう剪定（せんてい）

などを行い、適正に管理しましょう。

問道路河川管理課☎445・1453

有価物の出し方
　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。な

お、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！

※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

有価物回収運動にご協力を！

生垣・庭木の適正管理のお願い生垣・庭木の適正管理のお願い

交通安全のために

有
価
物

ストップ！電話de詐欺

電話de詐欺 特別警戒中！

県内での聖火ランナー走行中止に伴う
市内聖火リレー走行など

　県内では、オリンピック聖火リレーが7月1日（木）〜3日（土）に予定さ

れていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、県内

全区域において聖火ランナーの走行を中止し、各日のセレブレーション

会場において、無観客の点火セレモニーを実施する方針としたことの発

表が千葉県からありました。

　これにより、7月3日（土）に予定していた次のイベントは全て中止とな

り、当初予定していたセレモニー観覧の事前申し込みを取りやめること

としました。

　また、実施方法の変更に伴い、交通規制も行わないこととなります。

●市内での聖火リレー走行

●市役所で実施を予定していた出発式

●新鎌ふれあい公園で実施を予定していたミニセレブレーション

●当初予定していたイベントなど

東京2020オリンピック

問企画政策室☎445・1073

問鎌ケ谷警察署生活安全課
　☎444・0110

開催中止

問高齢者支援課☎445・1375

　第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づ

き、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）を令和4年

度に整備し、5年度から運営する事業者を募集します。

事業内容 定員が100人の介護老人福祉施設（2施設）の整

備・運営

その他 詳しくは、市ホームページに掲載する募集要領をご

覧ください

申し込み 募集要領の提出書類を作成し、6月16日（水）〜7

月30日（金）に高齢者支援課窓口（総合福祉保健センター

2階）に持参

特別養護老人ホームの整備・運営
事業者を募集します

市ホームページ

たすけあいの気持ちを大切にたすけあいの気持ちを大切にたすけあいの気持ちを大切にたすけあいの気持ちを大切に

ふれあいサービス協力会員 募集
問市社会福祉協議会☎444・2231／ｆ446・4545

　　　●活動費の支給あり

　　　●研修会参加後、協力会員として登録

場 所

　「ふれあいサービス」は、高齢者や障がいのある人、産前産後の子育て

世帯の人、家事に困っている人が利用会員となり、地域の中から参加した

協力会員が家事援助・介助などのサー

ビスを有料で提供する、会員制の相互

扶助の福祉サービスです。

　協力会員を募集するため、次の日程で

研修会を実施します。自分の時間を誰か

のために役立ててみませんか？活動に興

味がある人も参加できます。

その他

　“オレオレ詐欺”や“架空料金請求詐欺”といった「電話de詐欺」が多発し

ています。

　次の事例は、「未払いの携帯電話料金がある」「パソコンがウイルス感染

した」という嘘を信じて詐欺と疑わずコンビニエンスストアに来店しまし

たが、市民の力で被害を未然に防いだものです。

●事例1

　4月24日、70歳代の女性が、携帯電話で電子マネーを買うように指示さ

れているのを見聞きした他の客が詐欺と見破りました。

●事例2

　4月27日、70歳代の男性が電子マネーを買いに来たところ、店員が詐欺

と見破りました。

●事例3

　5月10日、60歳代の男性が電子マネーを買いに来たところ、店員が詐欺

と見破りました。

「これって詐欺かも？」と思ったら、すぐに110番通報を！

はみ出した枝などがカーブ
ミラーにかかると危険です

個別研修：「ふれあいサービスと概要説明」

調理実習：「夏バテ予防の食事」

講義：「食中毒などの食品衛生上の注意」
7月30日（金）

10〜14時

総合福祉保健センター

3階栄養指導室

総合福祉保健センター

第５団体活動室

6月30日（水）

10〜12時

日 時内 容

問クリーン推進課

　☎445・1223

黄色い旗が目印！
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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

　市町村振興宝くじの収益金は、県内

の販売実績などに応じた額が、（公財）

千葉県市町村振興協会を通じて各市

町村に交付されます。市では、2年度

の交付金を図書などの購入や、学校図

書館司書の配置のために活用しました。

問財政室☎445・1079

市町村振興宝くじの収益金で図書
などを購入しました

時7月17日（土）13時30分〜16時30分

所松戸商工会議所会館

定24人（申込先着順）

申6月21日（月）以降の（月）〜（金）10

時〜12時、13時〜16時に千葉司法書

士会☎043・246・2666

弁護士・税理士・司法書士合同無料
相談会（事前予約制）

　　　●第1次＝9月5日（日）

　　　●第2次＝10月13日（水）〜22日

　　　　（金）のうち、指定された日時

　　　　東京国税局、最寄りの税務署、

人事院各地方事務局（所）、人事院ホー

ムページで交付

申6月21日（月）〜30日（水）に人事院

ホームページで

問松戸税務署☎047・363・1171

税務職員採用試験（国家公務員/高
卒程度）

　　福岡ソフトバンクホークス戦

対市内在住・在勤・在学の人

時7月6日（火）・７日（水）（各試合18

時開始）

所ＺＯＺＯマリンスタジアム（千葉市）

定各試合100組200人(多数抽選)

申6月15日（火）10時〜22日（火）22

時に千葉ロッテマリーンズの申し込み

フォームで（1人１試合）

※当選発表は6月下旬に通知

問千葉ロッテマリーンズインフォメー

ションセンター☎03・5682・6341

千葉ロッテマリーンズ　公式戦の特
別観戦に市民を招待します

第9回鎌ケ谷市

「シルバー川柳」作品
募集

エアコンの試運転をしよう！

熱中症対策で夏シーズンの前に

建築物の完了検査、
受けていますか？

安全・安心に暮らすために

　市では、幅広い世代での敬老意識の向上を目指し、ユーモアとウィッ

トに富んだシルバー川柳を募集します。

　　　高齢者の健康

　　市内在住の人

　　　　自作の未発表のもので1人1句まで

　経済産業省では、家庭内における熱中症を予防するため、本格的な夏を

迎える前に、各家庭で早めにエアコンの試運転をすることを推奨しています。

　また、例年、エアコンの購入・設置・修理が夏季に集中し、待ち時間が発生

する事態が起こっています。新型コロナウイルス感染症の影響なども続い

ており、「新しい生活様式」の実践例として外出を控えることに言及されてい

ることから、今年の各家庭でのエアコンの需要は高いと思われます。

　本格的な夏を迎える前にエアコンの試運転をして、エアコンの設置・修理

を早めに行うことで、自宅での熱中症対策などを進めることが重要です。

◀
鎌
ケ
谷
小
学
校

　
に
司
書
を
配
置

　
し
ま
し
た

お知らせ・相談

内成年後見などに関する相談会

時7月6日、8月3日の各（火）13時〜

15時30分

所喫茶「とまと・はうす」（総合福祉保

健センター2階）

定2人程度

費飲食代

問認定NPO法人東　市民後見人の

会鎌ケ谷支部 鈴木☎446・3317

鎌ケ谷後見相談サロン
対県内在住の人、または県内において

基礎医学・伝統芸能・伝統技芸・音楽・

演劇・絵画・工芸・彫刻・スポーツで活

動している個人および団体

※過去に助成金を受給した場合を除く

　　　　1件当たり100万円以内

申申込書に記入して、8月2日（月）ま

で（消印有効）に同財団事務局へ郵送

注関係者以外の代理申請はできません

問同財団☎047・364・3689

（公財）土屋文化振興財団助成金

助成金額

受験案内

試験日

試合

申し込みフォーム

テ
ー
マ
は

「
高
齢
者
の
健
康
」

作品の展示など

　応募作品は、敬老の日に合わせ市ホームページなどで公表します。

　また、全応募作品をシルバー世代（65歳以上）の部と一般の部に分

けて、各部から最優秀作品を1点、優秀作品を2点選出し、表彰します。

※入賞作品については、作者の氏名とともに市ホームページなどで公

　表します

※応募作品の一切の権利は市に帰属します

　　　　はがきに作品と、住所・氏名・年齢・電話番号を記

入して、8月13日（金）まで（必着）に高齢者支援課ゆ〒273-

0195／ｆ443・2233、または市ホームページの高齢

者支援課宛てのお問い合わせメールフォームから（作品は

内容欄に入力）

　安心して暮らすためには、建築物が安全であることがとても大切で

す。建築基準法では、生命・健康・財産を保護するため、地震や火災など

に対する安全性に関する基準を定めています。

　建築物の新築や増改築などする場合は、建築確認申請書を提出し、

確認済証の交付を受けてから工事に着手します。また、工事完了後に

建築物を使用するためには、完了検査申請書を提出し検査済証の交付

を受ける必要があります。

　すでに所有している建築物についても建築士に相談するなどして、

日頃から点検を心掛けましょう。

問建築住宅課☎445・1466

問高齢者支援課☎445・1375

問環境課☎445・1227

対象
テーマ

申し込み
応募句数

納期限は6月30日（水）納期限は6月30日（水）

〇市・県民税　　　　 （第１期）

〇国民健康保険料　　（第１期）

〇介護保険料　　　　（第１期）

〇下水道受益者負担金（第１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!

●ハイツみどり会から福祉の

　ために8,800円を

（市社会福祉協議会）

寄せられた善意

～ありがとうございました～

市ホームページ
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　スマートフォンに、宅配業者と思われるところ

から「荷物を配達したが、不在につき持ち帰っ

た」というショートメール（電話番号に届くメッ

セージ）が届いた。詳細を確認するために本文に

記載されたアドレスに接続したが、画面が真っ白

になりそれ以上ページを見ることができず、

ショートメールで荷物について問い合わせたが

返信がない。

市消費生活センター かわらばん ⑨消費者トラブルを紹介！

事
例

ア
ド
バ
イ
ス

　「宅配業者を装ったショートメールのアドレスに接続してしまい個人情報を抜き取られた」、

「キャリア決済などに不正に利用され、身に覚えのない請求が来た」といった相談が寄せられて

います。

　このようなショートメールのアドレスに接続すると、コンピューターウイルスを感染させるサ

イトに入ったり、個人情報を入力するように誘導されたりします。

　不正が分かった場合は、すぐに請求されている会社（携帯電話会社、クレジットカード会社、

銀行など）に相談しましょう。また、身に覚えのないメールやショートメールには返信をしないよ

うにしましょう。

スマートフォンに宅配の不在通知メッセージ
がきた

問市消費生活センター

　☎445・1246

認知症サポーター
養成講座

認知症の人やその家族を見守り支援しませんか？

　認知症は、誰にも起こりうる脳の病気です。認知症や、認知症の人へ

の対応について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援

者「認知症サポーター」を養成するため、市では養成講座を開催しま

す。受講者には、「認知症サポーター」の証となるオレンジリングが授与

されます。

※認知症に対する理解を深めるための講座です。ボランティア活動を

　強制するものではありません

　　市内在住・在勤の人

　　7月20日（火）14時〜15時30分

　　市役所地下 団体研修室

　　25人（申込先着順）

　　　まなびぃ100対象

　　　　高齢者支援課☎445・1384 オレンジリング

認知症チェックリストを
作成しました

　本人やその家族、支援者が認知症に気づくきっかけとするため、認知

症チェックリストを作成しました。

　日常生活で次のような症状・行動が現れた場合、

まずかかりつけ医に相談をしましょう。

自分でチェックしてみましょう

　 物をなくしてしまうことが多くなった

　 曜日や日付を何度も確認しないと忘れてしまう

　 料理の味が変わったと家族に言われた

　 薬の飲み忘れや飲んだかどうかわからなくなる

　 1人でいるのが不安

　 外出するのがおっくうになった

家族・身近な人がチェックしてみましょう

　 同じことを何度も繰り返し話したり、聞いたりする

　 リモコンや洗濯機などの電化製品の操作がうまくできない

　 鍋を焦がしたり、ガスの火を消し忘れたりする

　 失敗を指摘されると取り繕う

　 以前に比べて怒るようになった

　 財布や通帳などを無くして、盗まれたと人を疑う

　 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

問高齢者支援課☎445・1384

対象

場所
定員

申し込み
その他

日時

市ホームページ

　この他のチェック項目は、チェックリストを高齢者

支援課窓口で配布している他、市ホームページに掲

載しています。認知症の人やその家族が安心して暮ら

し続けていくために活用してください。

　人生の節目を迎える皆さんの長寿を祝福して、88歳の人または99歳

以上の人に敬老祝金を贈呈します。対象者には6月下旬に案内通知を郵

送します。

　　昭和7年9月2日〜昭和8年9月1日、または大正11年9月1日以前に

生まれ、令和3年9月1日時点で住民基本台帳に3カ月以上記載されて

いる人

問高齢者支援課☎445・1375

長寿を祝福して
敬老祝金を
贈呈します

長寿を祝福して
敬老祝金を
贈呈します

対象

　　　　　6人以内で、小学生以上の

男女（競技は4人で実施）

　　小学生の部、中学生の部、トリム

女子の部、トリム混成の部（男子2人以

内）、ファミリーの部（小学生2人とそ

の家族）

※参加チームが2チーム以下の種目は

　中止

時7月31日（土）９時から受け付け

所福太郎アリーナ

費1チーム2,000円（当日持参）

　※小学生の部、中学生の部は無料

　　　審判は各チームで実施（電子ホ

イッスル（短管および長管）を持参）

申6月28日（月）17時までに、文化・ス

ポーツ課☎445・1531

第28回鎌ケ谷市
ソフトバレーボール大会

スポーツ

チーム編成

種目

その他

　夏休みに子どもたちと遊びませんか？

内窓口業務や子どもの遊びの指導

　　　7月1日〜9月11日の（月）〜

（土）で20日間程度

　　　　8時45分〜17時15分（休憩1

時間）

　　　　中央・南・くぬぎ山・北中沢・粟

野児童センター

　　時給980円

対18歳以上の健康な人（高校生不可）

定若干名

申6月25日（金）までに勤務を希望す

るセンターに事前連絡の上、写真を

貼った履歴書を本人が持参（当日面接

を実施）

他採用時に胸部レントゲン検査の診

断書結果の提出が必要です

問●中央児童センター☎444・0144

　●南児童センター☎438・5040

　●くぬぎ山児童センター☎047・

　　389・1401

　●北中沢児童センター☎442・

　　2011

　●粟野児童センター☎441・7066

児童センター
会計年度任用職員（夏季保育員）

募集

勤務日

勤務時間

勤務場所

賃金
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～グランドピアノを弾いてみませんか？～

きらり！
あなたがアーティスト③

きらりホールで演奏体験きらりホールで演奏体験

　先日、イギリスの新50ポンド紙幣に故アラン・

チューリングの肖像が採用されるとの新聞記事を

目にしました。チューリングは第二次大戦中、ナチ

ス・ドイツの暗号「エニグマ」の解読に成功した天

才的数学者で、「人工知能（AI）の父」と呼ばれてい

ます。

　今やAIは身近な存在になりつつあります。車の

自動運転、スマートフォンの音声認識、産業用ロ

ボットの制御など様々な分野で使われています。

新型コロナウイルス関連でも、感染の予測や予防

などに活用されています。

　鎌ケ谷市も6月からAIを導入しました。今年は市

制施行50周年の節目の年ですが、「AI元年」でも

あります。

　AIは、市の人間ドック等助成事業、乳幼児健康

相談・幼児健康診査、妊婦・乳児一般健康診査の3

業務で活用されます。具体的には、市職員が申請

書の手書きデータなどをパソコンに打ち込む入

力のやり方を変更し、スキャンしてAIに読み取ら

せ市職員が最終確認する方法にしたのです。入力

に充てていた市職員の作業時間の多くを他業務

に回すことが可能となりました。

　昨秋、今回の3業務を含む7業務でAI実証実験

を行った結果、全体で作業時間を約50％削減で

き、精度も90％近いことがわかりました。そこ

で、今年度はまず3業務でスタートしました。AI

はセキュリティーを確保するため、外部からアク

セスできない地方公共団体専用ネットワーク内

に置かれています。今後は状況を見て他業務でも

導入を検討します。

　AIが一般的に注目され始めたのは数年前、囲碁

AI「アルファ碁」が世界のトップ棋士に立て続けに

勝った時からではないでしょうか。創造的、戦略的

思考が必要な囲碁でAIが人に勝つのは難しいとみ

られていたため「アルファ碁勝利」は大ニュースと

なりました。以降、AIが「人に取って代わるのでは」

「いずれ人を支配するのでは」などと危惧する声も

聞かれます。

　今後、生産年齢人口の減少などからAIの活用は

一層進み、普及領域はどんどん広がっていくでしょ

う。でも、突き詰めればAIは人が使う「道具」です。

「道具」を過度に不安視するのではなく、いかにうま

く使って共生していくかを考えることが重要だと思

います。

（市魅力発信アドバイザー）

その他の
イベントも
チェック

問きらりホール☎441・3377

問きらりホール☎441・3377

　自宅の庭を愛し、そこに住む生き物たちを愛した画家、熊谷守一。

守一と、妻の秀子が住むその家には、毎日のように変わった客が訪れ

ていた。

費用
その他

日時
出演

申し込み

きらりシネマvol.20　「モリのいる場所」

　奇妙ながらも楽しい日々を過ごすその家に、にわかに訪れる危機。

マンション建設の計画を知った時の夫婦の選択とは。名優・山﨑努と

樹木希林。円熟の夫婦を俊英・沖田修一が描く人生が愛おしくなる珠

玉の物語。

　　山﨑努、樹木希林、加瀬亮、吉村界人、光石研、青木崇高

　　7月16日（金）●10時から（9時30分開場）　

　　　　　　　　●14時から（13時30分開場）

　　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

　きらりホールでは、「きらりホール友の会」会員を募集し

ています。入会費や年会費は無料です。お得なチケット割

引販売や先行販売など、さまざまな特典があります。

　きらりホールでグランドピアノの演奏を自由にお楽しみいただけ

ます。ピアノ以外の楽器を持ち込んで、ピアノとのセッションを楽し

むこともできます！

　　8月3日（火）〜8月5日（木）

●9時〜10時　　●10時〜11時　●11時〜12時　●12時〜13時

●13時〜14時　●14時〜15時　●15時〜16時　●16時〜17時

●17時〜18時　●18時〜19時　●19時〜20時

※連続2枠まで利用可能

　　1枠（1時間）につき1,000円

　　●申込先着順

　　●応募資格など利用に当たっての条件があるため、きらりホール

　　　ホームページなどで配布する申込用紙を必ずご確認ください

　　　　7月3日（土）9時以降にきらりホール窓口で、または7月5日

（月）9時以降にきらりホールｆ445・6777／きらりホールホーム

ページの申し込みフォームから

問きらりホール☎441・3377

費用
注意

申し込み

日時

きらりホール友の会に
入会しませんか？

きらりホール友の会に
入会しませんか？

「きらりホール」をもっと身近に！「きらりホール」をもっと身近に！

チケット割引販売

　公演のチケットを割引価格で購入できます。

※一部の公演を除く

チケット優先予約

　公演のチケットを一般発売に先駆

けて優先的に予約・購入ができます。

※一部の公演を除く

※会員先行販売開始日前に入会している人が対象

※会員先行販売開始日以降に入会した人は、一般販売開

　始日から会員価格で購入できます

インフォメーションサービス

　「きらり☆ＮＥＷＳ」など、各種情報を自宅へ郵送する

他、電話番号を利用したショートメールでも各種情報を案

内します。

その他にも…

　「きらりホール友の会」会員に限定したイベントなどへ招

待します。

※詳しくは、きらりホールホームページをご覧ください

伝言板
　　　　　  　 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

内容・日時など詳しくは、

各団体にお問い合わせください

▶英会話・夢の輪
対初級〜中級者時毎週（水）13時〜14時30分

所中央公民館定若干名入2,000円年30,000

円申芳野☎446・5652

▶鎌ケ谷混声合唱団
ソプラノ、アルト、テノール、バスの募集。時毎週

（土）14時〜16時所中央公民館月3,000円

他演奏会への出演あり申山口☎090・4367・

4200

▶気功体操
対初心者歓迎時第1・2・3(木)10時〜11時所中央

公民館定若干名月2,600円申島﨑☎443・

3348

会員募集

▶マイバッグつくり
傘地を利用したマイバッグ作り。時6月26日

（土）13時から所まなびぃプラザ定8人（申込

先着順）費200円申エコネットかまがや 小山

☎443・4915

▶無料太極拳教室
対初心者時6月22日（火）18時〜20時所くぬ

ぎ山コミュニティセンター定10人申雲手の会 

中村☎090・6520・7768

▶ソフトテニス無料体験会
対市内在住の小学校3・4年生時6月20日（日）・

26日（土）・27日（日）の各11時〜13時所福太

郎テニスコート定4人（申込先着順）申鎌ケ谷

ジュニア ソフトテニスクラブ 柳沢☎090・

7404・7234

催し

▶ハングル広場
韓国語の学習。対初心者時月3回（月）9時〜13

時所中央公民館定5・6人入1,000円月3,000

円申三原☎090・7189・6686

▶おりがみのわ
時第1・3（土）9時〜11時所南部公民館費1回

100円申沓名☎090・6010・2604

▶鎌ケ谷マンデーシニアテニスクラブ
硬式テニス。対60歳以上の男性、50歳以上の

女性時毎週（月）9時〜12時所東初富テニス

コート定若干名入3,000円年12,000円

申福本☎446・0264
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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



内身体計測、保健師・栄養士・歯科衛生士による個別相談

時6月25日（金）9時30分〜12時

　※時間は申し込み時に相談

所総合福祉保健センター

持母子健康手帳、バスタオル

他●来所時に体調の確認をします(体温37.5度以上で明

　　らかな症状がある場合はお断りします)

　●電話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）ま

　　でお問い合わせください

問☎445・1393

個別育児相談会（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、セルフケア方法をお伝えします。1

回の妊娠につき1回無料です。

内歯科健診・結果説明

時7月15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

問☎445・1394

妊娠中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〜

　日常生活に支障を来した場合に生活を補助する、杖・歩

行器・手すり・車椅子などの福祉用具を体験します。

対市内在住・在勤の人　

時6月29日（火）14時〜16時

所総合福祉保健センター3階　

定20人（申込先着順）

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　〜福祉用具を体験しよう！〜

　新型コロナウイルスでマスク着用が世界的に広まっていますが、日本

ではいつからマスクを着用するようになったのでしょうか？

　日本人は新型コロナウイルスが出現する前は冬場に4割を越える人

が日常的にマスクを着用しているというデータがあります。外国人観光

客が日本に来て何よりも驚くのがマスクをしている人が多いことだとい

います。ではなぜマスク文化が日本人の間に爆発的に広がったのでしょ

うか。

　日本のマスクの歴史は古く、明治時代までさかのぼります。最初は工

場用マスクとして粉塵を防ぐために利用が始まりましたが、1918年の

スペイン風邪の大流行をきっかけとして一般的にも普及するようになり

ました。

　当時、国が配布したポスターには黒いマスクをした紳士と婦人が描か

れていて、「恐るべし！ハヤリカゼのバイキン！」「マスクをかけぬ命知ら

ず！」と書かれています。当時の黒いマスクは裏側には糸状の金属が取

り付けられていました。この金属のフィルターを通すことで汚れた空気

をきれいにする仕組みだったといいます。値段は30銭。現在の価値でい

うと3000円以上する高級マスクでした。

　一方、マスク着用の習慣が一般化したのは2000年以降だと言われて

います。花粉症の流行に加えて2002年には新型肺炎のSARS(重症急

性呼吸器症候群)が世界的に大流行。使い捨てマスクと言われるフィル

健康だより マスクが日本で広まった理由

ター性能が高い「不織布マスク」の普及も普段での着用に拍車を掛けま

した。2010年度以降はマスクの生産量が右肩上がりになっています。

2017年度の生産量は約41億枚。2010年度と比べると約14倍となって

います。

　その背景にあるのが「伊達マスク」です。感染対策以前にも日常的に

マスクを着用することが若者を中心に流行っています。伊達マスクをす

る理由として3番目に多かったのが「安心感があるから」。2番目に多

かったのが「すっぴんでも気にしなくていい」との声でした。伊達マスク

をする理由として1番多かったのは「暖かいから」でした。やはり伊達マ

スクをすることで顔をカバーできることへのメリットを感じている人が

多いようです。

　ただ、この伊達マスクをしている人に対して一部の人から不満の声も

上がっています。「会議中にマスクをしたまま話すのは失礼じゃないか」

や「TPOはあると思う。風邪じゃないならマスクを外して話してほしい」

などです。

　マスクは例年冬から春にかけての時季、インフルエンザや花粉症に悩

む人たちにとって必需品でした。ところが今年は新型コロナウイルス感

染の拡大によってマスクの需要が拡大しメーカー各社も増産に努めてい

ます。海外でも今までマスクをする習慣がないとされていた人たちもマ

スクを着用する世の中になりました。

　　　　　　　　　　　　　　（公社）船橋歯科医師会

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

千葉経済大学短期大学部開放講座

オープンカレッジかまがや

　今年もオープンカレッジかまがやを8月7日（土）〜9月18日（土）に開催し

ます。

　オープンカレッジは、千葉経済大学短期大学部の開放講座として実施するも

のです。経済や国際情勢、歴史、教育など、市民の皆さんによる企画委員会が作

り上げた多彩なプログラムを用意しています。

　　下表参照

　　市内在住・在勤で、全プログラムに出席できる人

　　中央公民館 集会室

　　42人（多数抽選。結果は7月中旬にはがきまたは電子メールで通知します)

　　　　往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号と、返信宛て

先を記入して、6月30日（水）まで（消印有効）に中央公民館「オープンカレッジ担

当」ゆ〒273-0101富岡1-1-3、または中央公民館ホームページの申し込み

フォームから

※送信後、3日以内に返信メールが届かない場合は、

　お問い合わせください

問中央公民館☎445・2012

内 容

▶開講式

▶障害「と」生きる

　〜「みんな」が生きやすい社会をつくるために〜

▶平安文学の背景一端〜疫病がはびこる生活空間〜

▶コロナ禍の生活におけるインターネットやSNSの楽しみ方

　〜リスクを理解して活用しよう〜

▶日本中世の貨幣流通史

　〜渡来銭の時代の貨幣流通秩序〜

▶房総庶民生活史の一側面

　〜巡礼史料からみた房総人の温かさ〜

▶続：誰かに話したくなる！？オリンピック・パラリン

　ピックを楽しむ豆知識

　〜これであなたも五輪ツウ！〜

▶閉講式

日 時

8月7日（土）

9時50分〜12時30分

8月14日（土）

10時〜12時

8月21日（土）

10時〜12時

8月28日（土）

10時〜12時

9月4日（土）

10時〜12時

9月18日（土）

10時〜12時40分

講 師

短大専任講師の

雨貝太郎さん

短大教授の

髙野浩さん

短大特任准教授の

串山寿さん

大学教授の

川戸貴史さん

大学教授の

菅根幸裕さん

短大准教授の

清水洋生さん

対象
場所

申し込み

日程

定員

楽しく学び
新たな一歩を

中央公民館

ホームページ

令和3年（2021年）6月15日号広報広報 健康・福祉 7



広報 令和3年（2021年）6月15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      110,050人（前月比+71）

男　54,299人　女　55,751人

世帯数　 50,888世帯（前月比＋113）
〔R3.5.1現在〕

　市制施行50周年を記念し、期間限定でプリントシール機を設置しました。婚

姻届や出生届を提出した人は、無料で利用できます。結婚や出産というライフイ

ベントを迎えた皆さんの思い出を残すツールとして、ぜひご利用ください。

対象 婚姻届または出生届を市民課に提出した人

日時4年3月31日まで（24時間撮影可能）

注意無料での撮影には、届出書提出時に同課で配布するコインが必要です

設置場所市役所1階 市民課前

発送時期 8月中旬より順次発送（生育状況により多少前

　　　 後します）

注意●予定数量になり次第終了

　　●品種によりお中元には間に合わない場合あり

予約7月1日（木）9時から申し込みフォームで

ｕhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/kamagayanashinokai

　写真のフレームは、オリジナルデザインの

他、かまたんや鎌ケ谷大仏など、鎌ケ谷市役所

でしか撮影できないものを10種類用意してい

ます。無料の撮影では、そのうちの4種類から

選ぶことができます。

問市民課☎445・1195

問農業振興課

☎445・1233

市で配布している婚姻届・出生届と
リンクしたオリジナルデザインの
フレームも！

　市制施行50周年を記念したオリジナルデザインの

届出書を、市民課窓口で配布しています。ぜひご利用

ください。

オリジナルデザイン
婚姻届・出生届も
配布中！

※送料1,000円～1,200円（配送先の地域により変動）
※購入可能箱数の制限なし
※カード決済／Yahooマネー／代金引換

全国へ、鎌ケ谷の梨を送りませんか？

　鎌ケ谷市特産の梨を全国に広くPRするため、インター

ネットによる予約販売を実施します。

　今年も昨年に引き続き、5品種（幸水、豊水、かおり、あ

きづき、新高）から選べます。丹精込めて育てられた鎌ケ

谷の梨を、自宅用や遠方に住む人へ贈りませんか？

申し込みフォーム

豊水
（5kg）

新高
（5kg）

幸水
（3kg）

かおり
（3kg）

あきづき
（3kg）

「鎌ケ谷の梨」の
インターネット予約販売を行いますインターネット予約販売

「鎌ケ谷の梨」の
インターネット予約販売を行いますインターネット予約販売

婚姻届・出生届を提出した人は無料で！

市制施行50周年記念事業

販売価格 3,500円（税込み）

　婚姻・出生の届け出をしない人も、

有料で撮影することができます。

　家族や友人と一緒に、思い出を残

しませんか？

費用500円

届け出をしない人でも
撮影できます！

プリントシール機で思い出を残そう！

家族や友人同士
でも有料で！

婚姻・出生の

届け出の後に！

豊水 幸水 新高 あきづき
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