
新型コロナワクチン　
妊娠中の方で希望される方は早期接種を

令和４年度当初予算案を編成
　令和4年度当初予算案がまとまりました。一般会計の総額は362億4千

万円で過去2番目の予算規模となり、新型コロナウイルス感染症対策をは

じめ、防災対策、道路の交通安全対策、子育て支援など様々な事業を予定し

ています。子育て支援では、引き続き、高校生等医療費助成や多子世帯への

保育料減免、学校給食費の減免などを行うための予算を計上しています。

　65歳未満の方への追加接種の接種券を前倒しして

発送しますが、妊娠中の方は、感染による重症化リスク

があるとされています。2回目接種から6カ月を経過し

た妊娠中の方で、早めの接種を希望される方は、市の予

約サポートを利用されるか、直接市にご相談ください。

市長メッセージ

鎌ケ谷市長　芝田 裕美

　ワクチン接種には事前の予約が必要です。新型コロナワクチ

ンの追加接種（3回目接種）の予約は、1回目・2回目の接種と同

じ方法で受け付けています。

　希望者全員が接種できるよう、引き続き取り組んでいきます。

※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、市新型コロナウ

　イルスワクチン接種対策室（☎446・2601）へお問い合わせ

　ください

●インターネットで「ワクチン接種予約サイト」から予約

●スマートフォンアプリ「LINE」から予約

●市新型コロナワクチンコールセンター（☎0120・271・383）へ電話予約

●受診時や電話で予約

新型コロナワクチンの追加接種 　　　　　 の予約についての新型コロナワクチンの追加接種 　　　　　 の予約についての

市ホームページ
「新型コロナワクチン

接種について」

予約方法
①市の予約システムに登録のある会場

②直接予約が必要な医療機関

　接種券が届いている人で、接種日時や場所について指定しない（市にお

任せいただける）人を対象に、市がワクチン接種の代行予約を行う「予約

サポート」を実施しています。

　特に高齢者や妊婦、基礎疾患を持っている人など、重症化リスクの高い

人で予約に困っている場合は、予約サポート制度の利用をご検討ください。

※妊婦や基礎疾患を持っている人は、接種の可否を主治医に相談の上、

　お申し込みください

　次の全ての条件を満たす接種希望者。

●鎌ケ谷市に住民票がある

●接種の日時や場所を指定しない

対象者

　接種券に同封されている予約申込書に記入して、次の窓口に提出してください。

※提出の際、接種券が必要です。忘れずにお持ちください

窓口での受け付け

●市総合福祉保健センター2階 各課窓口

●まなびぃプラザ　●北部・南部・東初富公民館

●くぬぎ山・北中沢・粟野コミュニティセンター

提出窓口

　パソコンやスマートフォンを使用して、市の申し出フォームから

お申し込みください。

インターネットによる受け付け

市ホームページ　
「ワクチン接種　

『予約サポート』」▶

（3回目接種）

　令和4年2月からは年齢にかかわらず、2回目接種からの期間が7カ月を経過した人

の接種を受け付けます。

　また、令和4年2月下旬からは、2回目接種からの期間が6カ月を経過した人の接種

受け付けを開始する予定です。

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

　●その他について＝ワクチン対策室（（土）・（日）、祝日を除く8時30分〜17時）☎446・2601

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（（土）・（日）、祝日を除く8時30分〜17時）☎446・2601

新型コロナワクチン
追加接種（3回目接種）

令和4年2月からの接種時期の前倒しについて

接種券の発送スケジュールについて　市では、一般高齢者の追加接種（3回目接種）について、当初の計画から前倒して

1月25日から開始しました。

　現在、この追加接種予約について、ファイザー社ワクチンに予約が集中し、武田／

モデルナ社ワクチンの予約が進まず、早期の接種完了への懸念が生じています。こ

の懸念を解消するため、65歳未満の対象者の接種時期を前倒し、接種券を発送し

ます。

　早めの接種を希望する人は、武田／モデルナ社ワクチンの接種をご検討ください。

２回目接種が完了した日

65歳以上で、3年7月12日〜31日に接種した人

65歳未満で、3年7月1日〜31日に接種した人

3年8月1日〜31日に接種した人

3年9月1日〜30日に接種した人

3年10月1日〜15日に接種した人

3年10月16日〜31日に接種した人

3年11月1日〜15日に接種した人

3年11月16日〜30日に接種した人

4年2月18日（金）

4年2月25日（金）

4年3月14日（月）

4年3月28日（月）

4年4月12日（火）

4年4月25日（月）

以下は年齢にかかわらず、2回目接種完了日で分けて発送します

4年2月4日発送済

4年2月10日発送済

接種券発送時期 接種時期

2月

4月

3月

5月

追加接種の接種時期を　　　　実施します追加接種の接種時期を　　　　実施します前倒して

　接種時期の前倒しに伴い、次のスケジュールに変更して接種

券発送を行います。

申し出フォーム

予約でお困りの人に「予約サポート」を実施しています

主な内容
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外国文化に親しむサロン

　家庭で不要になった誰かに譲りたい品物や、自身が必要としている品物

について掲載し、情報提供の場を設けることで資源の有効活用を推進して

います。3月1日（火）以降は、広報かまがやへの掲載に加えて、市ホームペー

ジやごみ分別アプリでも情報を公開していきます。市ホームページでは写

真の掲載も可能となり、いつでも情報を確認できるように

なります。情報の掲載を希望する場合は、クリーン推進課

へご連絡ください。

問クリーン推進課☎445・1223

問指導室☎445・1518

情報ひろば
※新型コロナウイルス感染症の状況

　により、イベントなどが変更・中止

　となる場合があります

　三菱UFJ信託銀行において、納付書

による税公金の窓口収納業務が3月

31日（木）で終了となります。これに

伴い、4月1日（金）以降、市の納付書を

使用した三菱UFJ信託銀行窓口での

納付はできなくなります。

　なお、口座振替による納付は今後も

利用できます。

問財政室☎445・1079

三菱UFJ信託銀行の取扱業務を変更

　生産緑地地区の一部を2月15日に

変更しました。この変更の図書は都市

政策室（市役所4階）で閲覧できます。

問同室☎445・1422

鎌ケ谷市都市計画変更の閲覧

内成年後見などに関する相談会

時3月1日（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法人東葛市民後見人の

会鎌ケ谷支部 鈴木☎446・3317

鎌ケ谷後見相談サロン

新京成線連続立体交差事業「高架下
利用について」イベント

　大津川沿いを散策しながら、野鳥や

植物を観察し、早春の自然と触れ合い

ます。

時3月5日（土）9時30分北部公民館

集合〜12時（雨天順延）

定15人（多数抽選）

費保険料50円

師都市鳥研究会顧問の唐沢孝一さん
服装歩きやすいもの・運動靴

他まなびい100対象

注車での来場はご遠慮ください

申2月24日（木）までに郷土資料館

☎445・1030

※抽選結果は2月27日（日）までに

連絡

春の自然観察会
〜早春の大津川沿いを歩こう〜

お知らせ・相談

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

●ナカタケトレーディング株式会社から新型コロナウイルス感染症対

策のために除菌ウェットティッシュを

（財政室）

●とうかつ中央農業協同組合から社会福祉のために100,000円を

（社会福祉課）

●茂野製麵株式会社から高齢者の配食活動のために手折りそば144

食分を

●石神市太郎さんから福祉のために200,000円を

●南初富連合自治会から高齢者の配食活動のために80,000円を

●株式会社和楽から福祉のために70,000円を

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福祉のために8,000円を

（市社会福祉協議会）

種目 男子一般の部、男子50歳以上の

部、女子一般の部、女子50歳以上の部

（年齢の基準日は4年12月31日）

対市内在住・在勤・在学の人

時4月3日・10日・17日・24日、5月1

日の各（日）（予備日5月8日（日））

所東初富テニスコート　

費1,500円（当日持参）

他組み合わせ・試合時間は、3月25日

（金）から市テニス協会ホームページ、3月

27日（日）に福太郎アリーナで掲示

申3月7日（月）17時までに文化・ス

ポーツ課窓口（市役所5階）、または

オールサムズテニスクラブ鎌ケ谷☎

445・4904

市民テニス（シングルス）大会

スポーツ

市内中学校 令和3年度

部 活 成 績
　市内中学校で優秀な成績を収めた生徒などを紹介します。

（敬称略）
（◆…関東大会出場　★…全国大会出場）

第3位

第2位★

第4位◆

第2位

第7位

第4位

第7位

第3位◆

第7位◆

第5位

第2位

第1位

第3位

第1位◆★

第6位

ベスト8

第5位

男子共通1500m

男子共通3000m

女子共通走幅跳

女子１年走幅跳

女子１年100m

女子共通走高跳

女子共通砲丸投

100m平泳ぎ

400mメドレーリレー

（葛南チーム）

38kg級

44kg級

60kg級

90kg超級

ゆか

陸上競技

水泳

レスリング

柔道

体操

柔道

柔道

千葉県中学校

総合体育大会

関東中学校

総合体育大会

全国中学校

総合体育大会

小杉 啓（第五中 3年）

根本 佳信（第三中 3年）

美代 妃美莉（第二中 3年）

関本 晴加（第四中 1年）

石垣 七海（第二中 1年）

髙橋 優夢（第三中 1年）

髙嶋 葵（第五中 2年）

萩平 美雪（鎌ケ谷中 3年）

井上 晴海 （鎌ケ谷中 2年）

井上 晴海（鎌ケ谷中 2年）

小川 十兵衛（第二中 1年）

梶原 一平（第四中 2年）

大竹 柊冴（第二中 2年）

中濵 洋希（第三中 3年）

繪面 海采（第二中 2年）

90kg超級 中濵 洋希（第三中 3年）

90kg超級 中濵 洋希（第三中 3年）

個人

（◆…関東大会出場）

金賞◆

金賞

金賞

金賞

銀賞

銀賞

金賞

中学校の部
B部門

重奏部門 

合奏部門
学校の部

第63回

千葉県吹奏楽コンクール

第34回千葉県マーチングコンテスト

第45回

全日本学生ギターフェスティバル

第52回

全日本学生ギターコンクール

鎌ケ谷中　吹奏楽部

第二中　吹奏楽部

第五中　吹奏楽部

第五中　ギター部（3年）

第五中　ギター部（3年）

第五中　ギター部（2年）

第五中　ギター部

団体

リサイクル情報の利便性がアップ!

リサイクル情報

※品物の交渉は当事者間で

行ってください

●ひな人形 七段飾り

●五月節句のかぶと

　それぞれ取りに来られる人に

無料で。

問川島☎445・7356

ゆずります

市国際交流協会

ホームページ

市ホームページ

　新京成線連続立体交差事業の高架

下利用について、平成30年度に意見

募集を行いました。その後、県と新京

成電鉄株式会社で協議を進め、市で

利用する高架下の範囲がまとまりまし

たので、お知らせします。詳しくは、市

ホームページをご覧く

ださい。

問道路河川整備課

☎445・1435

　外国人ゲストによる日本語・英語で

のスピーチを聞き、各国の違いについ

て楽しく語り合います。

時2月27日（日）14時〜15時30分

費100円

他●オンライン会議サービス「Zoom」で

開催します

　●詳しくは、市国際交流協会ホーム

ページをご覧ください

申2月24日（木）までに

同協会☎070・8906・

3 3 5 0／ｍ m a i n

@kifa.gr.jp

令和4年（2022年）2月15日号広報広報情報ひろば・お知らせ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



対市内在住の60歳以上で、シルバー人

材センターでの就業意欲がある人

時3月3日（木）・4日（金）の各9時〜16時

所社会福祉センター、市制記念公園

定15人（申込先着順）

申2月16日（水）9時以降にシルバー人

材センター

問シルバー人材センター☎443・4145

「植木剪定」就業体験講習会

　2年間の講座（年10回）で、市内

梨農家での活動を通じて交流しま

せんか？
日程●4月＝交配　　●5月＝摘果

　　●6月＝袋掛け　●7月＝草刈り

　　●8月・9月＝収穫

　　●10月＝草刈り

　　●12月・1月＝剪定（せんてい）

　　●2月＝まとめ

対市内在住の人

定若干名

費保険料600円

申2月28日（月）までに農業振興課

☎445・1233

援農ボランティア養成講座
「果樹コース（梨）」

業務内容生涯学習推進センターの施設

管理事務（施設の貸し出し、管理、予約

受付および使用料の徴収業務など）
勤務日時●休館日を除く17時〜21時

30分

　　　　●（土）・（日）、祝日の8時30

分〜17時（昼休憩60分）

　　　　※週3日程度
報酬等●8時30分〜17時＝時給960円

　　　●17時〜21時30分＝時給990円

　　　　（いずれも通勤費規定内支給）

定1人

申3月4日（金）までに写真を貼付した

履歴書をまなびぃプラザ窓口へ本人

が持参

問生涯学習推進課☎446・1111

生涯学習推進センター（まなびぃプ
ラザ）
パートタイム会計年度任用職員

業務内容 市内遺跡の発掘調査（土の掘

削・運搬）、史跡の保全（除草作業など）、

出土遺物の整理作業（洗浄、計測など）
勤務日時（月）〜（金）（祝日を除く）9時〜

16時（昼休憩1時間、その他適宜休憩

あり）

※調査が発生した場合に出勤するも

ので、作業期間は不定期
勤務場所 勤務先は現地集合（徒歩また

は自転車通勤（自動車不可））
報酬等時給980円（通勤費が支給され

る場合あり）

対市内在住の人

定5人程度

申3月1日（火）までに、写真を貼った

履歴書を文化・スポーツ課（市役所5

階）へ持参

※面接・適性検査あり

問同課☎445・1528

発掘作業員
パートタイム会計年度任用職員

　パソコンやスマートフォンなど、いろ

いろな場面で重要な役割を担ってい

る「半導体」について、基本的な知識を

学びます。

半導体入門講座「半導体とはなんで
しょう？半導体を分かりやすく！」

　家の中を点検して、在宅避難に必要

な知識を学び、家庭でできる防災グッ

ズ作りを体験してみませんか？

対市内在住・在勤の人

時3月26日（土）10時〜12時

所中央公民館　定40人

師鎌ケ谷災害救援ボランティアネット

ワークの皆さん

持空のペットボトル（500ml）1本

申2月16日（水）10時以降に中央公民

館窓口／☎445・2012

家族で学ぶ！防災講座
〜簡単に出来る防災グッズ作り〜

講座・講演

業務内容子育て中の家庭に対する相談

業務や情報提供、子育てサークルなど

地域の子育て資源の育成など
任用期間4月1日〜5年3月31日
勤務日時毎週（月）〜（金）のうち、（火）・

（木）を基本とする2〜3 日程度で、各

8時30分〜17時15分のうち7時間
報酬等時給1,400円（通勤費規定内支

給、社会保険加入）

子育て支援コーディネーター
パートタイム会計年度任用職員

募集

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

▶第6回「人新世の資本論」第6章
内「気候危機と環境破壊」の原因と対策についての読書会対市民

時2月27日（日）14時〜16時30分所中央公民館定36人（当日先

着順）問九条の会鎌ケ谷‐この指とまれ‐ 菊池☎443・3597

▶水彩画展
時2月18日（金）〜27日（日）10時〜21時所アクロスモール

新鎌ケ谷問ちょっとスケッチの会 遠藤☎442・0416

催し

対象高校生以上の人　申し込みボランティアセンター☎442・2940

きんぎょ草

の会

鎌ケ谷点訳

友の会

点字の読み方と点字器を

使って書き方を学びます。
3月18日(金)10時〜

12時

総合福祉保健センタ－
5階 作業訓練室

南部公民館

特別養護老人ホーム初

富の里

3月2日・16日の各(水)

9時〜12時（雨天中止）

3月12日(土)9時30
分〜11時30分（雨天時
は19日（土）に延期）

南部公民館に隣接する花

壇の手入れをします。

高齢者施設の草刈りを

します。

5人

各5人

5人

団体名 内容 日時 場所 定員
（いずれも申込先着順）

ゆうゆう

四季の会

市民ボランティア体験学習（後期）

ボランティア活動で社会参加してみませんか？

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

さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度

時3月9日・23日の各（水）10時45分〜11時・11時15分〜11時30分

定各3組（申込先着順）　申2月15日（火）10時以降に図書館本館へ電話

ひまわりぐみ

対小学校低学年以下　時3月6日（日）11時〜11時30分

定3組（申込先着順）　申2月15日（火）10時以降に図書館本館へ電話

絵本の読み聞かせ

　「おはなしのつばさ」による世界の民話や日本のむかし話の素語り。

時3月12日（土）15時〜15時30分　定5人（申込先着順）

申2月15日（火）10時以降に図書館本館へ電話

小学生のためのおはなし会

納期限は2月28日（月）納期限は2月28日（月）
●固定資産税・都市計画税　 （第4期）

●国民健康保険料　　　　　（第9期）

●介護保険料　　　　　　　（第9期）

●後期高齢者医療保険料　　（第8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!

対市内在住・在勤の人

時3月19日（土）10時〜12時

所中央公民館

定40人（申込先着順）

師NPO法人かまがや地域情報の窓

副理事長の冨澤一隆さん

申2月16日（水）10時以降に同館窓口／

☎445・2012

定1人

申こども支援課に連絡の上、3月1日

（火）までに写真を貼付した履歴書を

同課（総合福祉保健センター2階）へ本

人が持参

問同課☎445・1320

　「Google Play」または「App 

Store」で、「鎌ケ谷市ごみ分別アプ

リ」を検索してダウンロード

インストール方法

App StoreGoogle Play

品目名から分別方法を検索できます。ごみ分別辞典
　お住まいの地域の収集日をカレンダー形式で確

認できます。また、出し忘れがないようにごみの収

集日をアラートでお知らせします。

収集日カレンダー

スマートフォン向け
ごみ分別アプリが便利！

　ごみに関する疑問解決に役立つスマートフォン向けアプリケーション

「ごみ分別アプリ」をご活用ください！

ごみの分別に迷ったら

主な機能

問クリーン推進課

　☎445・1223

令和4年（2022年）2月15日号広報広報 情報ひろば・伝言板・図書館ボード 3

電話de詐欺に注意！常に留守番電話に設定して詐欺被害を防ぎましょう
　詐欺かな？と思ったら電話ｄｅ詐欺相談専用ダイヤル☎0120・494・506に相談を



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4年（2022年）2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▶

4

住民基本台帳人口      109,871人（前月比-67）
男　54,155人　女　55,716人

世帯数　 51,064世帯（前月比-13）
〔R4.1.1現在〕

　近世〜近代の日本では、ふすまを作成するときの下張りに、文書の

反故紙を使用することがありました。当時の人たちにとって、反故と

なった文書は不要なものと考えられていたのでしょうが、現在の私た

ちにとっては、近世から近代にかけての歴史を知る上でかけがえのな

い史料となることがあります。

　市域を含め、多くのふすまの下張りから出てきた古文書に関わった

第一人者から、貴重な史料が復元できた事例をもとに、隠されていた

歴史を紐解きます。

対象市内在住・在勤・在学の人　日時3月13日（日）14時〜16時

場所中央公民館 学習室1　定員38人（多数抽選）

講師昭和学院中学校・高等学校教諭の神山知

徳さん

申し込み 2月27日（日）までに郷土資料館

☎445・1030／ｆ443・4502（抽選結果は

3月3日（木）までに連絡）

問郷土資料館☎445・1030

みんなの 歴史講演会Ⅱ

ふすまの下張りに隠されていた

地域の歴史

ふすまの下張りに隠されていた

地域の歴史

　過去4回に渡って開催し、大好評だった「かまがや市民創作

ミュージカル」が、3年ぶりに再開！

　24人の市民キャストの熱演を、応援してみませんか？

日時3月26日（土）・27日（日）の各14時から（13時30分開場）

費用●一般＝1,000円　●3歳〜高校生＝500円

その他●全席指定

      ●未就学児は親子席（同伴含む）に限り入場可

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

市制施行50周年記念

第5回かまがや市民創作ミュージカル第5回かまがや市民創作ミュージカル 貝がら山の桜さま貝がら山の桜さま

内身体計測、助産師・保健師・栄養士・歯科衛生士による個別相談

時2月28日（月）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●電話でも育児相談を受け付けます

　●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（完全予約制）

内栄養士による離乳食に関する話および相談

時3月16日（水）9時15分〜12時45分

所総合福祉保健センター3階　定15人（申込先着順）

申☎445・1546

離乳食の話を聞いてみませんか？（完全予約制）

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〜
内歯科健診・結果説明

時3月17日（木）13時から

所総合福祉保健センター3階

持母子健康手帳

問☎445・1394

健康・福祉ボード健康・福祉ボード
申問宛先の記載のないものは
健康増進課

　7月〜9月で作品を募集した「食の川柳・食べる喜び写真コンクール」について、

受賞作品が決定しました。各コンクールの受賞者は次のとおりです（敬称略）。

●吉田 智子

食の川柳コンクール

一般の部 最優秀賞 ●安岡 護　●佐藤 照子優秀賞

●工藤 豪仁子どもの部 最優秀賞

●堀澤 志那

●縄田 理恭

●武藤 晴菜

優秀賞

食べる喜び写真コンクール

一般・
こどもの部

●川上 魁斗最優秀賞

●戸澤 佳寿　●徳山 和代　

●鈴木 正俊

優秀賞

問健康増進課

　☎445・1546食の川柳・
食べる喜び写真
コンクール入賞結果 食育まつり食育まつり

●中島 雛

●水政 秀詞

●櫻井 実紅

●竹田 美桜

●今泉 咲希

●木暮 友菜

　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、前日準備や当日受付など

対象中学生以上の人　申し込みきらりホール☎441・3377

あらすじ

ボランティア
スタッフ

募集

●戸澤 佳寿

●保田 幸祐

●新井 結子

　仕事をしながら、家事

もこなす女性「さくら」は、家族からの冷

たい扱いに不満を持っていた。そんな

中、市民ミュージカルのチラシを受け取

り、ミュージカル俳優の夢を思い出す。

　結婚と同時に夢を諦め、仕事と家事の

両立をしてきたのに、誕生日に「おめでと

う」の言葉もかけてくれない。そんな家

「きらり鎌ケ谷」CD

販売場所

　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

販売価格

市民の歌

族との生活に限界を感じ、けんかをした

「さくら」は自身の癒やしの場所「貝がら

山公園」へと向かう。

　「貝がら山公園」には、老いて咲かなく

なった桜の木「桜さま」があった。今年咲

かなければ伐採されるという話を聞い

た「さくら」は、自分と「桜さま」を重ね、

その開花を願う――。
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