
　このたび、多くの市民の皆さまのご信任をいただき、鎌ケ谷市長として、市

政運営を担うことになりました。

　その職責の重さに身が引き締まる思いですが、市民の皆さま方、一人一人の

心に寄り添いながら、今を大切に、そして未来に希望を持てるまちづくりを目

指し、全力で市政運営に取り組んでまいります。

　市政運営に当たりましては、市議会議員5期 18年間の実績と経験を活か

しながら、「子育てがしやすいまちづくり」「お年寄りや障がいを持っている人

が安心して暮らせるまち」「災害に強い安全、安心なまちづくり」「にぎわいあ

ふれる発展し続けるまち」「緑にあふれ、豊かな産業が育つまち」となる五つ

の政策の実現を目指してまいります。

　その中でも、緊急に取り組むものとして、次の三つの事業の早期実現に向

けて、職員と共に、私も一緒に汗を流しながら、スピード感をもって取り組ん

でまいります。

　50歳〜59歳の人へのワクチン接種について、予約受け付けを開始します。

※新規予約枠の追加は毎週（火）・（金）の9時です（空きがあれば、その他でも予約が可能）

※40歳〜49歳の人については、8月中旬に接種券を送ります

※39歳以下の人については、ワクチン供給量の見込みに応じて、順次、接種券を

　送ります。ワクチン接種の最新情報については、市ホームページをご覧ください

※国・県が実施する大規模接種会場での接種や職域接種を希望する場合は、接種券

　発送の申し出フォームで申し込みを受け付けます

　ワクチンの未接種者への計画的な接種の実施およびコロナ禍で影響を受け

た市民や事業所に対する支援を継続いたします。

令和3年7月18日21時55分確定

当日有権者数

無所属

無所属

無所属

無所属

12,996

4,105

9,509

7,630

候補者名
（届け出順）

問市選挙管理委員会事務局☎445・1539

得票数党派

今を大切に　未来に希望を
新型コロナウイルス感染症対策

　未来を担う子どもたちの健全な成長のため、子育て世代への支援として、多

子世帯の保育料や給食費の負担軽減、子ども医療費助成の段階的な拡充を実

現いたします。

子育て世代への支援

　本市の地域活性化の要となる北千葉道路の整備を見通した沿線活用などの

方針を策定いたします。

　鎌ケ谷市は、本年9月に市制施行50周年となる節目を迎えようとしています。

この節目を迎え、もっとも大切にしたいこと、それは、お年寄りから子どもまで、

全ての人が支え合いながら、笑顔で安心して暮らせる街の実現です。

　そのためには、市民の皆さまをはじめ、自治会などさまざまな活動をされてい

る団体、事業者、議会、行政が一体となってまちづくりに取り組むことが必要と

考えておりますので、皆さま方の格別のご理解とご協力をお願いいたします。

北千葉道路の整備を見通したまちづくり

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

　●その他について＝ワクチン対策室☎446・2601

50歳～59歳の人 新型コロナワクチン接種の
予約受け付けを開始します

　日時や場所を指定しない場合は、予約サポートが利用できます。申請に基づき、接種日や接種

会場を割り振って、市が代わりに予約を取ります。

持ち物希望者本人の接種券(クーポン券)

　市ホームページの申し込みフォームから、または申込書に記入

して次の受け付け窓口へ持参

受付窓口 総合福祉保健センター2階 各カウンター、まなびぃプラザ・学習センター

（中央公民館を除く各公民館）、くぬぎ山・北中沢・粟野コミュニティセンター

接種券発送

申し出フォーム

予約サポート

申し込みフォーム

申し込み ※市内人口101,400人のうち、31,073人

　が1回目接種済み

※令和3年7月19日時点

鎌ケ谷市 30.6％
国　     29.2％
千葉県　 26.6％

芝田 ひろみ

くまがい 貴宏

とくの 涼

ふじしろ 政夫

当

3

2

1

～ ひとりひとりの心に寄り添って ～

投票者数 投票率

91,908人 34,650人 37.70％

予約サポートをご利用ください予約サポートをご利用ください

新型コロナウイルス
ワクチン接種について
新型コロナウイルス
ワクチン接種について

　7月18日に執行された鎌ケ谷市長選挙の結果、芝田裕美氏が当選

し、新たな市長として就任しました。

鎌ケ谷市長

ワクチン接種会場を確認する市長

鎌ケ谷市民（12歳以上）の
ワクチン（1回目）接種状況

市民の皆さまへのご挨拶
初登庁する芝田市長

主な内容

令 和 3 年（ 2 0 2 1年 ）
 N o .13 0 8
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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継続を希望する人は忘れずに

介護保険負担限度額
認定証の更新

24時間・365日24 365

問高齢者支援課☎445・1380

　有効期限が3年7月末までの「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの人へ、更新の

お知らせを送付しました。

　3年8月以降の認定証の交付を引き続き希望する場合は、更新申請の手続きが必要

となります。

※7月16日までに更新申請をした人へは、7月下旬に認定証などを発送しました

対象次の要件を全て満たす人

●本人および世帯全員が市民税非課税である

　※未申告により非課税であることが確認できない場合は、認定証を交付できません

　※世帯の異なる配偶者がいる場合は、配偶者も市民税非課税であること

●預貯金などの資産が下表の該当段階の基準を超えていない

　市内公共施設39カ所に設置し

ているAED（自動体外式除細動

器）を、令和3年度から令和7年度

までの5年間で屋外収納ボックス

に移設します。施設が閉庁している

夜間・休日でも、誰もがAEDを使用

できるようになります。

　3年度は21公共施設に設置が完

了し、いつでもAEDを使用するこ

とができます。

●中央児童センター ●南児童センター ●南初富保育園 ●道野辺保育園 ●鎌ケ

谷保育園 ●福祉作業所友和園 ●こども発達センター ●鎌ケ谷コミュニティセン

ター ●南初富コミュニティセンター ●道野辺中央コミュニティセンター ●くぬぎ

山コミュニティセンター ●北中沢コミュニティセンター ●東部小学校 ●北部小

学校 ●南部小学校 ●西部小学校 ●中部小学校 ●初富小学校 ●道野辺小学校 

●五本松小学校 ●図書館本館

◆8月2日（月）〜6日（金）＝五舛蒔第一公園（東道野辺三丁目13

番）、藤台第二公園（西道野辺13番）、木戸脇第二公園（北中沢

二丁目23番）、鎌ケ谷井草県営住宅（東鎌ケ谷三丁目25番）

◆8月16日（月）〜20日（金）＝新堀込公園（東中沢三丁目36番）、

東初富公民館（東初富一丁目10番1号）、貝柄山公園南（初富本

町二丁目1474番）

◆8月23日（月）〜27日（金）＝新鎌ケ谷三丁目第一公園（新鎌ケ

谷三丁目22番）、初富小学校（東初富一丁目20番1号）

◆8月30日（月）〜9月3日（金）＝丸山第二公園（丸山二丁目7

番）、一本椚第四公園（鎌ケ谷七丁目6番）、豆ヶ台公園（南鎌ケ

谷四丁目8番）

「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。

　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）の更新工事のため、屋外スピーカーを1カ所

ずつ更新しています。作業中は各所2日程度放送が流れないた

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。

問安全対策課☎445・1285

8月中の工事の予定

令和3年度 屋外設置施設
（21施設）

●市役所 ●総合福祉保健センター ●粟野保育園 ●まな

びぃプラザ ●東部学習センター ●北部公民館 ●南部公

民館 ●東初富公民館 ●粟野コミュニティセンター ●鎌

ケ谷小学校 ●鎌ケ谷中学校 ●第二中学校 ●第三中学校 

●第四中学校 ●第五中学校 ●郷土資料館 ●福太郎ア

リーナ ●弓道場・アーチェリー場

令和4年度以降 屋外設置予定
施設一覧（18施設）

かまがや
安心eメール

申し込み次の書類を8月31日（火）までに高齢者支援課ゆ〒273-0195／窓口（総合福

祉保健センター2階）へ持参

●介護保険負担限度額認定申請書（裏面の同意書欄へ要記入・押印）

●本人および配偶者の預貯金額などが分かるものの写し（通帳の写しなど）

　※通帳の写しは、銀行名・支店名・口座番号・名義人および最終の残高（申請日から2

　　カ月以内に記帳されたもの）が分かるもの

●市外在住の配偶者がいる場合は、その配偶者が非課税であることが確認できるも

　のの写し

年金収入等80万円以下

年金収入等80万円超120万円以下 単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

年金収入等120万円超 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

単身650万円以下、夫婦1,650万円以下

段階 預貯金額の要件

誰もがAEDを使用可能に!

屋外に設置
市内公共施設のAEDを

しました

※防災行政無線の更新に伴い、必要に応じてテスト放送を行います

※悪天候により変更する場合があります

※7月に工事予定だった「藤台第二公園」は、8月に変更となりました

防災行政無線設備
更新工事のお知らせ

問消防本部警防課

　☎440・8125

図書館本館の外壁に設置したAED

介護保険料の納付に困っている人向け

休日納付相談窓口を開設します

　平日に市役所に来られない人のために、介護保険料の休日納付相談窓口を開設し

ます。相談窓口の開設中は電話での相談も受け付けています。

日時8月21日（土）9時〜13時　

場所高齢者支援課窓口（総合福祉保健センター2階）

 　 ※市役所1階 市民課側入口から入れます

持ち物本人確認書類、納入通知書など

問高齢者支援課☎445・1380

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付

　海外渡航の予定があり、鎌ケ谷市民として新型コロナワクチンの

接種歴がある人

対象

　次の必要書類を（月）〜（金）の9時〜16時に市ワクチン対策室

窓口（総合福祉保健センター4階）または同室ゆ〒273-0195

申し込み

●新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書

●旅券の写し（顔写真・氏名記載ページ）

●「接種券（接種済証）」「接種記録書」「予診票（接種済）」のいずれか

※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要

必要書類

問ワクチン対策室☎446・2601
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　毎年、鎌ケ谷の子育て応援イベントとして開催しているニコカマフェス。

　今年は、インターネットで親子が楽しめるプログラムを配信します。

　マジックや運動能力アップ講座、遊びながら科学を学べるカードゲーム、景品

がもらえるコーナーなど楽しい内容が盛りだくさん！

　自宅から家族みんなで楽しめる内容なので、オンラインでご参加ください！

日時8月19日（木）10時〜16時

　児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童

を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る

ことを目的に支給される手当です。

　次のいずれかの要件に該当する児童を監護している母、児童を監護

し、かつ生計を同じくする父、または父母に代わって児童を養育する人

が手当を受給することができます。

※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人

（一定の障がいがある場合は、20歳未満の人）のこと

対象●父母が婚姻を解消した児童 ●父または母が死亡した児童 ●父

または母が重度（国民年金の障がい等級1級程度）の障がいにある児童 

●父または母の生死が明らかでない児童 ●父または母から引き続き1

年以上遺棄されている児童 ●父または母が裁判所からのDV保護命

令を受けた児童 ●父または母が法令により引き続き1年以上拘禁され

ている児童 ●未婚の母の児童 ●その他（生まれたときの事情が不明

である児童）

手当額●児童1人の場合＝月額10,180円〜43,160円

　　　●児童2人目の加算額＝月額5,100円〜10,190円

　　　●児童3人目以降の加算額（1人につき）＝月額3,060円〜

　　　　6,110円

※受給資格者や、受給資格者と生計を同じくする扶養義務者（児童の

祖父母など）などの前年の所得が限度額を超える場合は、手当の全

部または一部が支給されません

　請求時の状況により、必要な書類などが異なります。必ず事前にこど

も支援課にご連絡ください。

問こども支援課☎445・1320

子育てイベントがオンラインで開催！

内容

オープニングショー、朝の脳トレダンス

「クイズ５０」①

マジシャンになろう！

かまたんとあそぼう

ランチタイムラジオ

「クイズ５０」②

運動能力UP・肩こり解消講座

鎌ケ谷にこんな生き物が！？〜水辺の生き物はかせになろう〜

「クイズ５０」③

カードゲームで実験の謎を解け！

フィナーレイベント、「クイズ５０」最終問題！

10:00〜10:20

10:30〜10:50

11:00〜11:10

11:20〜11:40

11:50〜12:40

12:50〜13:20

13:30〜13:50

14:00〜14:20

14:30〜15:00

15:10〜15:40

15:50〜16:00

時間

児童扶養手当をご存じですか？

支給対象者

申請には事前相談を

　現在児童扶養手当を受給している人および支給

停止となっている人は、8月31日（火）までに現況届

の提出が必要です。提出がない場合、11月分以降

の手当が受けられませんのでご注意ください。

現況届は8月31日（火）までに提出を

　障がいのある人の負担を軽減するため、次の手当の支給をしています。

詳しくはお問い合わせください。

対象国内在住（外国人を含む）の20歳未満で、次のいずれかの条件を満た

す在宅の子どもの保護者

　●身体障害者手帳1・2級程度である

　●療育手帳の判定がⒶからA2程度である

　●重度の精神障がいを有する（診断書で判定）

　 手当額月額52,500円

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・
特別障害者手当のご利用を

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当1級

　●身体障害者手帳3級・4級の一部である

　●療育手帳の判定がB1程度である（診断書で判定）

　●中度の精神障がいを有する（診断書で判定）

　 手当額月額34,970円

特別児童扶養手当2級

　年に1度、受給者の状況や所得を調査するために、現況届（状況届）を9

月13日（月）までに障がい福祉課へ提出してください。該当者には8月12

日（木）までに通知を送付する予定です。

現況届は9月13日（月）までに提出を

対象 身体障がい・知的障がいで重度の障がいがあるため日常生活で常時

介護を必要とする、20歳未満で在宅の子ども

手当額月額14,880円

子育て応援イベント「NICO-kama fes」子育て応援イベント「NICO-kama fes」

申請の前に必ずご相談を

問こども支援課☎445・1325

障害児福祉手当

対象 身体障がい・知的障がいなどで重度の障がいが重複しているため日

常生活で常時特別の介護を必要とする、20歳以上で在宅の人

手当額月額27,350円

特別障害者手当

●施設に入所している場合や障がいによる公的年金を受けている場合

（特別障害者手当を除く）、または20歳以上で施設入所や入院3ケ月を

超える場合は対象外

●いずれも原則、診断書での判定ですが、一部、障害者手帳の写しで可能

な場合があります

●いずれも所得制限あり

●支給額は令和3年4月時点で算出

注意

在宅障がい者
の皆さん

オンライン配信プログラム

ニコカマフェス2021 検索
オンラインでの視聴方法は

問障がい福祉課☎445・1305

ニコカマフェス2021
ホームページ

オンライン
配信ページ
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　令和3年度の市民文化祭は、10月から11月の期間で開催します。日頃の練習の成果

を発表してみませんか？

募集対象原則として市内在住または市内で活動している人

注意 詳しくは、「市民文化祭参加募集要項」（文化・スポーツ課窓口（市役所5階）、市ホー

ムページ、学習センター（各公民館）、各コミュニティセンターで配布）をご確認ください

　これまで市民文化祭の映画会は「鎌ケ谷親と子のよい映画を見る

会」が企画・実行してきました。

　同会の活動終了に伴い、市民文化祭において無料の映画会を企画・

実行する団体を募集します。

　詳しくは、市民文化祭実行委員会事務局へお問い合わせください。

　このたび、会発足から50年経過（文化祭には45回全て参加）

したことを機に、今年度の文化祭参加をもって、活動を終了する

ことになりました。

　来年度（令和4年度）以降、市民文化祭に参加して無料の映画

会を企画・実行してみたいと思われる人・団体がいらっしゃいま

したら、ご連絡ください。お待ちしています。

　フラダンスの発表。

日時10月17日（日）　場所きらりホール

定員1団体（10人まで）（多数抽選）　費用3,000円、実費

申し込み必要事項（代表者氏名・住所・電話番号・サークル名・参加人数・参加者氏名）

を記入して、 8月8日（日）まで（必着）にハワイアンダンス連合会 早川ｍmomo.

h980@gmail.comまたは☎090・3577・6999

問ハワイアンダンス連合会 早川（留守番電話の場合は要件・連絡先を要録音）☎090・

3577・6999

参加者・作品募集参加者・作品募集

対象漢字・かな・てん刻のいずれか

サイズ●小・中学生＝半紙　●高校生＝半紙、半切横半分

　　　●一般＝半切横半分

　　　※半切横半分は、額装軸装作品可。幅60センチメートル以内

日時●展示＝11月19日（金）〜26日（金）（（土）・（日）、祝日を除く）

　　●搬入＝19日（金）9時〜11時30分　●搬出＝26日（金）16時〜17時

場所市民ホール（市役所1階）

定員●小学生〜高校生＝10人　●一般＝10人 ※1人1点　費用200〜400円

申し込み8月20日（金）までにあすか会 北村☎090・2534・5435

問あすか会 北村☎090・2534・5435

第47回市民文化祭

問市民文化祭実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1528

　※内容など詳しくは、各問い合わせ先へ電話 問市民文化祭実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）

　☎445・1528

ハワイアンダンス発表会

書道展

市民文化祭で
映画会を開催してみませんか？
市民文化祭で
映画会を開催してみませんか？

鎌ケ谷親と子のよい映画を見る会からのコメント

飲 酒 運 転 絶対ダメ！絶対ダメ！
重大な事故を
起こさないためにご協力を
　6月に県内で、児童が死傷する交通事故がありました。飲酒運

転やスピード違反といった悪質・危険な運転は重大事故に直結し

ます。絶対しないようお願いします。

　引き続き警察などの関係機関と協議して、交通事故のない誰

もが安全で安心して暮らせるまちを目指し、交通安全対策に努

めていきます。

問道路河川管理課☎445・1457

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

　東葛飾教育事務所管内（松戸・柏・

野田・流山・我孫子・鎌ケ谷市）の小・

中学校の講師として勤務を希望する人

への説明会を行います。

時8月6日（金）9時30分から（9時

15分から受け付け）

所中央公民館

問同事務所☎047・361・2124

講師登録説明会

　四市複合事務組合は、船橋・習志

野・八千代・鎌ケ谷市で構成する特別

地方公共団体で、特別養護老人ホーム

三山園と斎場の管理運営を行ってい

ます。

内決算の審議など

時8月18日（水）14時30分から

所船橋市役所9階 第1会議室

注傍聴前に、日時の変更などがないか

お問い合わせください

問同組合事務局☎436・2772

第2回四市複合事務組合議会定例会

　広島・長崎原爆犠牲者を悼み、原爆

投下の日時に合わせて、黙とうと献花

を行います。

時●8月6日（金）8時総合福祉保健セ

ンター正面 平和祈念碑前集合

　●8月9日（月）10時50分市役所正面 

平和記念像「かたぐるま」前集合

問非核・平和を祈念する市民の集い 

渡邉☎443・4650

非核・平和を祈念する市民の集い

　「養育費の取り決め方がわからな

い」「養育費の支払いが滞りがちで困

っている」などの悩みに専門員が応じ

ます。

対ひとり親家庭の母・父、離婚を考え

ている母・父

時9月3日（金）13時30分〜16時30

分（1人40分程度）

所市役所3階
相談員養育費相談支援センター主任研

究員の八幡秀夫さん 他

申こども総合相談室☎445・1328

養育費・面会交流の個別相談会

　これまで裁判員裁判は、約1万3千

件行われ、7万7千人が裁判員として参

加しました。裁判手続きにかかる日数

は、平均約6.0日です。詳しくは裁判

員制度ウェブサイトをご覧ください。

問千葉地方裁判所事務局☎043・

333・5238（ダイヤルイン）

裁判員裁判の実施状況
〜経験者の声をお知らせします〜

障がいのある人の会計年度任用職
員の登録

募集

　市では、障がい者雇用を促進するた

め、会計年度任用職員の登録者を募集

しています。

※登録後に、必ず採用されるものでは

ありません
登録期間登録した日から1年間有効

申市ホームページおよび人事室窓口

（市役所3階）で配布する会計年度

任用職員登録票と、履歴書などの必

要書類を併せて同室窓口へ持参／

ゆ〒273-0195

他障がいのある人を対象とした市職

員採用試験は、8月10日（火）まで申し

込みを受け付けています

問人事室☎445・1057

種目①一般男子・一般女子

　　②シニア男子・シニア女子

対①＝高校生以上の人

　②＝45歳以上の人

時9月5日（日）9時から（8時30分か

ら受け付け）

所福太郎テニスコート

費1組2,000円（当日持参）

申8月23日（月）17時までに文化・ス

ポーツ課窓口／☎445・1531

鎌ケ谷オープンソフトテニス大会

スポーツ

　マイナンバーカードの交付窓口は毎

月第2・第4（日）に開設していますが、

8月はシステムメンテナンスにより第

2・第5（日）の開設となります。

　なお、マイナンバーカードの受け取り

は電話による事前予約が必要です。

問市民課☎445・1177

8月中のマイナンバーカードの日曜
交付窓口について

　熱中症警戒アラートは、熱中症の危

険性が極めて高い暑熱環境になると

予想される日の前日夕方または当日早

朝に都道府県ごとに発表されます。

　発表された情報はテレビ、防災無

線、SNSを通じて発信されます。

熱中症警戒アラート発表時は徹底し

た予防行動を！

●エアコンを適切に使用する

●外出はできるだけ控え、暑さを避ける

●熱中症のリスクが高い人に声掛け

をする

●外での運動は中止・延期する

●「熱中症予防行動」を普段以上に実

践する

●暑さ指標（WBGT）を確認する

問環境課☎445・1227

熱中症警戒アラート
新たに全国展開中！

お知らせ・相談

問市ソフトテニス連盟 宮崎☎090・

8962・4751

市ホームページ
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図書館ボード図書館ボード 記載がないものは所図書館本館

問図書館本館☎443・4946

　ボランティアが壊れたおもちゃを

預かり、無料（部品代除く）で修理し

ます。

時8月7日（土）14時〜16時

所北中沢児童センター

持壊れたおもちゃ・付属品・部品

（電池含む）

問同センター☎442・2011

「おもちゃの病院」がやってくる！
対市内在住で60歳以上の人

時9月1日･15日・29日、10月13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

師ものづく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、8月

14日(土)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（前期）

対市内在住・在勤の人

時9月9日（木）10時〜12時

所中央公民館

定30人（申込先着順）

師スポーツプログラマーの清水妙子さん

持飲み物、タオル
服装運動ができるもの

申8月1日（日）9時以降に中央公民館

☎445・2012／窓口

家庭教育セミナー「体と心のコリを緩
めて元気にリフレッシュしませんか？」

　こども食堂に必要な知識や実践能

力を学びながら、一緒に活動できる仲

間とつながる講座です。

時9月4日・18日、10月2日・16日・

30日、11月20日の各（土）9時15

分〜11時45分（全7回）

※7回目の講座は12月中に開催予定

所中央公民館

他詳しくは、NPO法人ゆこびとホー

ムページをご確認ください

申住所・氏名・電話番号・参加理由

（興味を持った理由）を記入して、

ｆ050・6868・9558／ｍ info

@yukobito.life／申し込みフォーム

問NPO法人ゆこびと☎050・5318・

7996

こども食堂立ち上げ実践講座
〜鎌ケ谷にもっとこども食堂を！〜

NPO法人

ゆこびとホームページ

認知症サポーターレベルアップ講座

受講者証

イベント 講座・講演

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

▶3密を避け楽しく英会話
身近な話題で外国人先生と英会話。時8月7日・21日・28

日、9月4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

▶話し方サークル 青空
人前であがらない話し方の勉強。対成人女性時第1（木）

10時〜12時所中央公民館定若干名入1,000円月1,000

円申18時〜20時に江頭☎446・3542

会員募集

対1人で作業ができる小学生（保護者は入室

不可）

時8月21日（土）13時30分〜14時30分

定12人（申込先着順）

師図書館職員

申8月1日（日）10時以降に図書館本館へ

電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「パラシュートをつくろう！」

　「おはなしのつばさ」による世界の民話や日

本の昔話の素語り。

時8月14日（土）15時〜15時30分（15分前

から受け付け）

定5人（当日先着順）

小学生向けおはなし会
さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度

時8月11日・25日の各（水）10時45分〜11

時・11時15分〜11時30分（各回15分前から

受け付け）　定各3組（当日先着順）

ひまわりぐみ

対小学校低学年以下

時8月1日（日）11時〜11時30分（15分前か

ら受け付け）　定5人（当日先着順）

いちごぐみ

対小学校低学年以下

時8月7日（土）15時〜15時30分（15分前か

ら受け付け）

所東部学習センター

定3組（当日先着順）

絵本の読み聞かせ

　スポンジ・ボブとその仲間たちが、世界征

服をたくらむ海賊に戦いを挑むべく、彼らの

住む海底都市を飛び出して地上で活躍を繰り

広げる。

時8月28日（土）15時〜16時45分

所東部学習センター レインボーホール

定50人（申込先着順）

申8月1日（日）11時

以降に図書館本館へ

電話

映画「スポンジ・ボブ 海のみんな
が世界を救Woo！（吹き替え）」

認知症サポーターレベルアップ講座

認知症について学び、地域で活動してみませんか？

　「認知症サポーター養成講座」を修了した人を対象に、認

知症に関するより深い知識と関わり方を学び、地域でどの

ような活動をしていけばよいか考えていく講座です。

対象 認知症サポーター養成講座を受けたことがある市内

在住・在勤で、全ての講座に参加でき、地域での活動に協力

できる人

日程●認知症サポーター医の講話など＝9月10日（金）10

　　　時〜12時

　　●地域での活動についてのグループワークなど＝9月

　　　24日（金）13時〜15時

場所市役所地下 団体研修室　定員15人

申し込み 高齢者支援課☎445・1384または、住所・氏名・

電話番号を記入して同課ｍkoureiseikatu@city.

kamagaya.chiba.jp

問社会福祉課☎445・1286

問高齢者支援課☎445・1384

　原爆で亡くなった人たちの冥福と、世界の恒久平

和を祈って、原爆が投下された時刻から1分間、家庭

や職場で黙とうを捧げられますようお願いします。

日時●広島＝8月6日（金）8時15分から

　　●長崎＝8月9日（月）11時2分から

1 分間の黙とうを原爆死没者の冥福を祈り
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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！



かまがやのまちづくりの歩みかまがやのまちづくりの歩み
問まちづくり室☎445・1433

ワークショップ

市ホームページ

市ホームページ

現在の駅前広場

昭和46年ごろの駅前の様子

第5回　東武鎌ケ谷駅西口地区

市制施行50周年記念シリーズ

　東武鎌ケ谷駅は、気軽に船橋や柏へ移動ができることや、かつて第2精工舎（現セイ

コーインスツル株式会社）や白川糸業株式会社（現株式会社シラカワ）などの企業の工

場があったことで、昔から賑わいのある地域でした。東武野田線の高架化前の駅改札

口は西側のみで、大変賑やかではありましたが、道が狭く電柱もあり、車・自転車・歩行

者が混在してもいました。

　そこで、歩行者にやさしい道づくりを目指し「くらしのみちゾーン」として、区域内の生

活道路に車が入り込まないようにして、歩行者・自転車が安心して歩くことができ、楽し

みながら買い物ができるような賑わいのあるまちの空間にしようと、平成16年1月か

ら、地元の人で組織したワークショップ「歩いて楽しいみちづくり鎌ケ谷（ATM鎌ケ

谷）」で調査・研究を行いました。平成18年1月に整備構想をとりまとめ、平成27年3月

に道路（通称、ペアロードなど）や駅前広場、ポケットパークや電線類を地中に埋没する

無電柱化などの整備が完了しました。併せて、西側地区の都市基盤整備として都市計

画道路や市道22号線（精工舎通り）の整備を行っています。

　こうして、現在の賑わいが創出されました。

　交通事故に遭った際、加入者に見舞金が支

給される県市町村交通災害共済の受け付けを

行います。

対象①住民登録・外国人登録をしている人

　　②①の住民に扶養されており当市以外

に住んでいる人（東京に下宿する学

生など）

共済期間3年9月1日〜4年8月31日

費用年間700円

その他詳しくは、市ホームページをご覧くだ

さい

申し込み出張受け付け、または市役所で申し

込みができます

●北部公民館＝8月10日（火）9時〜11時

●南児童センター＝8月10日（火）13時30分〜15時30分

●鎌ケ谷コミュニティセンター＝8月11日（水）9時〜11時

●くぬぎ山コミュニティセンター＝8月11日（水）13時30

分〜15時30分

●東部学習センター＝8月12日（木）9時〜11時

●道野辺中央コミュニティセンター＝8月12日（木）13時

30分〜15時30分

●北中沢コミュニティセンター＝8月13日（金）9時〜11時

●南初富コミュニティセンター＝8月13日（金）13時30

分〜15時30分

●市役所

　▶市役所1階エレベーターホール＝8月中

　▶道路河川管理課（市役所4階）＝9月以降

　歩行中に走ってきた自転車と接触し転

倒。検査のため、病院に2日通院した。

⇒見舞金2万円を支給

　自動車同士の衝突事故で緊急搬送さ

れ入院。退院後も痛みがあり接骨院に

通って、治療に合計80日を要した。

⇒見舞金15万円を支給

　※相手方への損害賠償などの適用はあり

　　ません

　鎌ケ谷を紹介する冊子「とことこ鎌ケ谷」を発行した千葉商科大学 朽木

ゼミナールが提案する新イベントです。

　冊子「とことこ鎌ケ谷」をヒントに、鎌ケ谷の歴史・自然環境・防災情報な

ど鎌ケ谷市を知るために不可欠なもので構成された「お題（ロゲイニング

カード）」を探して市内を散策し、「お題」に則した場所をいくつ見つけたか

で得点を競います。高得点者には賞品があります！

対象市内在住・在勤・在学の人で構成する2〜5人のグループ

日時9月5日（日）（荒天順延）

●午前の部＝9時〜11時30分　●午後の部＝14時〜16時30分

場所五本松小学校 校庭　定員各20組

申し込み8月20日（金）までに市ホームページの申し込みフォームから

問千葉商科大学学部事務課☎047・382・5205／市民活動推進課

☎445・1274

ロゲイニングカードで知る私たちの街・鎌ケ谷市ロゲイニングカードで知る私たちの街・鎌ケ谷市

あの“とことこ鎌ケ谷”製作者による新イベント！

交通災害共済 会員募集交通災害共済 会員募集
出張受け付け

万一の事故に備え
交通災害共済に加入しませんか？

問道路河川管理課

　☎445・1457

新型コロナワクチン接種のため、市役所駐車場の利用を制限しています。
市役所ご利用の際は誘導員の案内へのご協力をお願いします。

例えばこんな場合には
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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

時●8月17日（火）・23日（月）の各9時〜12時

　●8月30日（月）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

　今年度のがん検診の申し込みは、定員に達したため、受け付けを終了し

ました。

※来年度分の申し込み受け付けは、4年1月の予定です

問☎445・1390

3年度がん検診受け付け終了

　子ども医療費助成受給券は毎年8月1日が更新の時期です。

対象者には、8月1日（日）から有効の受給券を7月に送りまし

た。新しい受給券が届かない人はお問い合わせください。

問こども支援課☎445・1325

子ども医療費助成受給券は届きましたか？

　認知症の早期発見・早期予防のために、「頭と体のトレーニング」に参

加してみませんか？

対象 市内在住で介護保険の認定を受けていない、全日程に参加できる

65歳〜74歳の人

※年齢は、教室開催期間中が基準

日時9月4日・18日、10月2日・16日・30日、11月6日・20日の各（土）10

時〜11時30分（全7回）

場所まなびぃプラザ 研修室1　定員12人（申込先着順）

服装運動ができるもの　持ち物飲み物、タオル

申し込み高齢者支援課☎445・1384

●初小＝ 2日(月)　　●南部小＝ 5日(木)　　●鎌　小＝ 6日(金) 

●道小＝10日(火)　　●中部小＝11日(水)　　●北部小＝17日(火)

●五小＝18日(水)　　●東部小＝23日(月)　　●西部小＝26日(木)

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

自転車用ヘルメット（児童用）

　サイズ56〜58cm。取りに来る

ことができる人に無料で。

問小西☎443・9423

ゆずります

浴衣（成人女性）

　できれば無料で。

問18時〜21時に池田☎404・

6311

希望します

8月の有価物回収

祝日などのごみの収集・自己搬入

　ごみの持ち込みが増えると、クリーンセンターしらさぎ周辺の道路で交

通渋滞が発生し、近隣住民や通行者に迷惑が掛かります。「ごみステー

ションに出せるごみ」や「処分を急がないごみ」などの持ち込みを減らし、

計画的なごみ処理へのご理解・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

※自己搬入の受付時間は8時30分〜16時（12時〜13時を除く。（土）のみ8時

　30分〜12時）

収集

搬入

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

8/9（月）8/10（火）8/11（水）8/12（木）8/13（金）8/14（土）

認知症はこわくない！
認知症早期発見・早期予防プロジェクト

楽笑楽笑トレーニングに取り組もう！トレーニングに取り組もう！楽笑楽笑トレーニングに取り組もう！トレーニングに取り組もう！
らくらく しょうしょう

　介護予防体操を教えることができるボランティア（かまがや健幸サ

ポーター）を養成するリハビリ専門職による講座を開催します。

　講座受講後は介護予防体操の指導者として地域で活動してもらい

ます。

対象 市内在住の原則65歳以上で、地域住民に対し運動指導をする意

志のある人

※全日程の参加が必要です

日時9月2日〜11月11日の各（木）10時〜11時30分（9月23日を除く

全10回）

場所東初富公民館　定員10人（申込先着順）

持ち物飲み物・タオル・筆記用具　注意送迎などはありません

申し込み高齢者支援課☎445・1384

あなたの力 地域に活かしませんか？

かまがや健幸サポーター養成講座
問高齢者支援課☎445・1384

　：2日(月)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

　　　　　　　　　　●粟野・くぬぎ山・北中沢・中央・南＝毎週（日）、9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）13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

①15日（日）13時〜15時30分

②19日（木）18時〜20時30分

③24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)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
10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

10日（火）14時から

26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）
24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

19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 16日（月）13時〜16時

行政相談 注 11日（水）10時〜11時

住宅増改築修繕相談注 16日（月）13時〜16時

行政書士相談注 26日（木）13時〜16時

12日（木）13時〜15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）（18日を除く）●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 17日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

法律相談（弁護士在室）注
3日・10日・17日・24日の各（火）

13時〜17時

各児童センターの休み

主な施設の
休み

●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週（火）、8日（日）・9日（月）　●自転車等保

管場所＝8日（日）・12日（木）・15日（日）　●図書館＝毎週（月）（9日（月）を除く）、10日（火）・31日

（火）　●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）＝17日（火）　●郷土資料館＝毎週（月）、24日（火）〜26日（木）

!8月のお知らせ

人権擁護相談　予

交通事故相談　 ※1予 20日（金）10時〜15時

問クリーン推進課☎445・1223

7令和3年（2021年）8月1日号広報広報 健康・福祉・8 月のお知らせ 7
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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

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      109,988人（前月比+42）

男　 54,261人　  女　55,727人

世帯数　   50,946世帯（前月比+72）

〔R3.7.1現在〕

   プロの俳優がユニークで愛に満ちた物語の読み聞

かせとワークショップを行います！

演目がまくんとかえるくん

日時9月26日（日）10時30分〜11時30分

場所きらりホール

定員40人（申込先着順）

講師文学座俳優の植田真介さん、永川友里さん、岡本

温子さん

申し込み●きらりホール窓口受け付け＝8月7日（土）9

　　　　　　　　時から

　　　　　　●きらりホールホームページ・電話受け付け

　　　　　　　　＝8月8日（日）9時から

文学座俳優によるよみきかせ会
問きらりホール☎441・3377

   昨年度は中止となった「かまがや市民創作ミュージカル」が、パワーアップして新たに

スタートします。第5回目の今年は、4年3月26日（土）・27日（日）に公演予定です。

   今まで同様に脚本・演出は相澤美智子さん（「劇団GAYA」主宰）が担当します。鎌ケ

谷を舞台としたオリジナル作品のミュージカルに、あなたも出演者やスタッフとして参

加してみませんか？

   鎌ケ谷を代表する農作物である梨。その甘

さとみずみずしさから、多くの人に愛されてい

る梨が、今年も収穫シーズンを迎えました。

   今年は、梨の生育が早く、すでにオープンし

ている直売所もあります。食べ頃の梨を産地

から直送できたり、観光梨園での梨狩りやも

ぎ取りが楽しめたりといった、鎌ケ谷市なら

ではの光景が市内各所に広がります。10月

中旬ごろまでさまざまな品種を楽しめます。

   きらりかまがや第5回アーティスト発掘プロジェクトの出場者を募集します。第5回目

のテーマは前回に引き続き「クラシカルアンサンブルpart2」。アコースティックな楽器

であれば、曲目は自由です。

日時4年2月13日（日）　場所きらりホール

申し込み きらりホールホームページ上の申し込

みフォームまたは、きらりホールで配布する申

込書に必要事項を記入し、必要書類を添付し

て、11月14日（日）まで（必着）にきらりホール

窓口へ持参／ゆ〒273-0101富岡1-1-3（書類

選考後、通過者（8組程度）へ12月中旬ごろに

連絡します）

注意出場条件など詳しくは、募集要項をご確認

ください

対象 小学生以上の人（未経験者歓

迎、市外在住の人も可）

日時 毎週（水）の夜間および（土）の

日中または夜間（週1〜2回を予定）

※公演前は稽古日が増えます

出演者の募集

鎌ケ谷の美味しい梨が出そろう「共進会」

   公演当日のみの参加も大歓迎！

内容 稽古の手伝い、衣装・大道具・小道具の

製作、ヘアメイク・パンフレット製作、前日準

備や当日受け付けなど

対象中学生以上の人

ボランティアスタッフの募集

お気に入りの本にであおう！

アーティスト発掘プロジェクト

かまがや市民　　　ミュージカル創作第5回

たっぷり太陽、たっぷり愛情
、鎌ケ谷育ち 梨の季節到来！

鎌ケ谷の美味しい梨を食べませんか？鎌ケ谷 美味しい梨

共通事項

申し込み 8月7日（土）〜9月17日（金）にきらりホール

ホームページの申し込みフォームから、またはきらり

ホールおよび学習センター（各公民館）で配布する申込

書に記入して、きらりホール窓口へ持参/ゆ〒273-0101富

岡1-1-3/ｆ445・6777

その他●オーディションは9月25日（土）に実施予定

　　　　　●出演者の稽古日やボランティアスタッフの

　　　　　　　 参加日程など詳しくは、申込書をご　覧ください

問きらりホール☎441・3377

   今年は梨のシーズン到来を告げる「幸水」の共進会を開催します。

   なお、今年の審査後の梨購入は事前申し込み制であり、広報かまがや令和

3年7月15日号で募集し、7月26日で締め切りました。当日の朝から並んで

の購入はできませんので、ご了承ください。

日時8月6日（金）10時〜15時

※販売は14時から、事前申込者のみ

場所市役所1階 市民ホール

問農業振興課☎445・1233

問きらりホール☎441・3377
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