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新 型コロナウイルス感 染 症

一 都三 県 共 同メッセージが
4 月 25 日 に出されました

新型コロナワクチン集団接 種
ファイザー社製ワクチンについて
12歳以上の人を対象とした集団接種について、毎週（日）の午後の予約
枠で使用するワクチンが、ファイザー社製のワクチンになりました。
また、大型連休中はファイザー社製ワクチンの予約枠を拡充します。

予約なしでのワクチン接種について
5月中は、次の日程で予約をしていなくてもワクチン接種が受けられま
す。なお、接種するワクチンはモデルナ社製ワクチンです。

5月13日（金）まで
・
（金）
＝10時〜11時30分、
日 毎週（水）
時
14時〜16時

5月19日（木）〜27日（金）

●毎週
（木）
＝10時〜11時30分
●毎週
（金）
＝10時〜11時30分、
※5月4日(水)の14時〜16時を除く
14時〜16時

持ち物 ●接種券一体型予診票

●新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
（接種券に同封されています）
●本人確認書類（運転免許証や健康保険証など）
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18(水) Jアラート 全国一斉の情報伝達

11時ごろ

試験を実施

問安全対策課☎445・1278

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。防災行政無線で次の試験放送を流します。
日時 5月18日
（水）
11時ごろ

試験放送
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

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
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。

問ワクチン対策室☎446・2601

4回目の
ワクチン接種について

集団接種に
おける
開設日の変更

4 回目のワクチン接 種について 、
国の方 針 が4月末に示されました。
現在、市においても接種券発 送など
の準備を進めています。詳しくは、決
定次第お知らせします。

接種率の
状況
（4月24日現在）

現在週7日開設してい
る集団接種は、5月から
週5日になります。
開設日 毎週
（水）〜（日）

国

県

第１回目

国
(医療従事者含む)
81.4%

76.2%

77.8%

市
(全人口)
82.8%

第２回目

80.0%

75.4%

77.0%

82.1%

第３回目

50.8%

50.8%

50.6%

53.6%

市長メッセージ
ウクライナから避難される方の受入れを表明
本市では、
日本政府が表明したウクライナ避難民受入
れの趣旨に賛同し、令和４年４月１４日に、ウクライナ
避難民の受入れを表明するとともに、主な支援内容を
決定いたしました。
具体的な避難民の支援として、
国からの受入れ要請に
対応するため、
市営住宅２戸を無償にて提供するととも
に、
国の支援とは別に、
市単独の生活支援金１６万円を一時金として支給します。
また、
医療、
子育て、
予防接種、
教育、
就労相談など全庁的に対応することと
し、
避難を余儀なくされた方々が、
安定的に避難生活を送ることができるよ
う支援してまいります。
なお、市役所に募金箱を設置したほか、ふるさと納税による寄附の受入
れ、生活物資等の寄附に係る事前登録を行っておりますので、ご協力をお
願いいたします。
詳細につきましては、
市ホームページに掲載しております。

鎌ケ谷市長

芝田 裕美
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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

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）5 月 1 日 号

あなたのチャレンジを応援します！

新規事業に最大100万円の補助

問商工振興課☎445・1240

令和4年度内に新規に実施する
「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。

空き店舗を活用した出店に

店舗改装費などを
最大100万円まで補助
問商工振興課☎445・1240

コミュニティビジネス事業とは？

ベンチャービジネス事業とは？

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・手法によりビ

市の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。

ジネスとして解決する事業のことです。
対象

主な補助要件

補助金額

市内で新サービスを開始しよ
うとする個人

●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

市内で 新 サービスを開始して
1年未満の個人、
法人またはその
他の団体

●個人の場合は市内に1年以上居住して 対象経費の2分の1以内
いること
（上限50万円）
●法人・団体の場合は代表者が市内に
1年以上居住していること
●市税を滞納していないこと

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、法人またはその他の団体

●市税を滞納していないこと

対象経費の4分の3以内
（上限100万円）

補助事業実施期間 交付決定後〜令和5年3月末

空き店舗で出店を目指す人へ、
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階部分の店舗の
ことです
●交付決定を受けてから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）
で
配布する申請書類に記入して、5月16日（月）〜5年1月31日
（火）
に同課窓口へ持参

申し込み
5月16日
（月）
〜6月3日
（金）
に、
市ホームページで配布する申請書類に記入して、
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、
交付の可否を決定します

新入学児童の交通安全を願い

子どもたちに黄色いランドセルカバーが
問学務保健室☎445・1501
贈呈されました
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「反射材付きの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、
北海道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」
が描かれています。

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
※情報提供者の連絡先はクリーン推進課に
電話または市ホームページからお問い合
わせください
問クリーン推進課
☎445・1223
ゆずります

哺乳瓶、離乳食用食器など
取りに来られる人に無料で。

5月12日は民生委員・児童委員の日

広げよう 地域に根ざした 思いやり
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
場に立って、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。
民生委員・児童委員は、それぞれの担当する地
域の中で、生活上の心配事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。

市ホームページ

困ったことがある人は、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。
その他 ●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
●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
●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

広報
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とっこめ寄席
〜落語と茶 番劇〜

高校生が考案した
「かまなしーす」が完成しました
問商工振興課☎445・1240
市観光タウンミーティング事業の一環で、
鎌ケ谷高校料理研究部・市
内事業者・行政との産官学連携により開発していた、
鎌ケ谷ならではの
ソース
「かまなしーす」
が完成しました。
「かまなしーす」
は、
高校生ならではの発想と分析で、
鎌ケ谷名産の
「梨」
と
「お酢」
に着目し、
花椒を加えて、
ピリッとアクセントのあるソース
で、
「かける」
「つける」
「和える」
など、
さまざまなシーンで使える万能な調
理酢です。
商品名は、鎌ケ谷の かま 、梨の
なし 、酢の す から「かまなしー
す」
と命名されました。
開発にあたっては、
講師として市内
事業者である
（株）
フードイノベーショ
ンにご協力いただき、
製造はふるさと
産品も手掛けている私市醸造(株)に
ご協力いただくなど、
鎌ケ谷らしさが
詰まった商品です。

販売場所 喫茶
「とまと・はうす」
（総合福祉保健センター2階）

※その他購入可能店舗は
「かまがやナビ」
に掲載しています
販売価格 520円
（税込・オープン価格）
かまがやナビ
ホームページ

観光タウンミーティングとは？

大名跡である落語家「金原亭馬生」ゆかりの地で、馬生一門による落語や、
茶番劇を行います。
演目 落語、
茶番劇
「忠臣蔵五段目」
日時 5月14日
（土）
13時30分から
（13時開場）
場所 きらりホール
費用 木戸銭として

●前売り券＝1,800円
●当日券
（前売り券完売の場合は販売なし）
＝2,000円
※中学生以下はいずれも800円
注意 きらり鎌ケ谷市民会館窓口でのチケット販売は行いません
その他 ●全席指定
●親子席
（要申込）
に限り未就学児入場可
申し込み 次のいずれかの方法で受け付けます
●国史跡周知普及実行委員会事務局
（文化・スポーツ課内）
☎445・1528
●電子メールに住所・氏名・電話番号・参加人数を記入して同事務局ｍbunka@city.
kamagaya.chiba.jp
※
（土）
・
（日）
、
祝日を除く3日以内に返信がない場合はお問い合せください

観光タウンミーティングは、
住民が自ら観光施策に携わる楽
しさなどを知り、
行政とともに観光施策に参加してもらうことを
目的に、
アイデア交換などを広く行うため、
平成25年度から実施
している事業です。

寄せられた善意

〜ありがとうございました〜

●「市民 ステージかまがや の 会」から芸 術文化の 振興 のために
58,768円を
（財政室）

市 営 住 宅

入居者 募集

対象 次の要件を全て満たす人

●鎌ケ谷市内に住所または勤務場所を有する
●現に同居、
または同居しようとする親族がいる
●現に住宅に困窮している
●申し込む本人または同居しようとする親族が暴力団員でない
●収入基準以内である
入居時期 令和4年8月上旬予定
募集戸数 6戸
申し込み 5月2日
（月）以降に建築住宅課（市役所4階）および市
ホームページで配布する申込書に記入して、5月18日（水）まで
（消印有効）
に同課窓口へ持参／ゆ〒273-0195
※詳しくは、
同課で配布する募集案内をご覧ください
選考方法 申し込み数が募集戸数を超えた場合は、
「鎌ケ谷市市
営住宅入居者選考委員会」
の意見を聞いた上で決定します

問建築住宅課☎445・1472
団地名
所在地
長谷津市営住宅Ｆ棟※
中央2-22-6
長谷津市営住宅Ｄ棟
中央2-22-4
粟野市営住宅２号棟
粟野562-3
粟野市営住宅２号棟
粟野562-3
長谷津市営住宅Ｄ棟※
中央2-22-4
初富市営住宅※
南初富4-17-60

階数

間取り
（畳）

募集
戸数

家賃

一般世帯向け

１階

6/4.5/3/DK

１戸

1万1,700円〜
2万2,900円

可※

一般世帯向け

４階

6/6/4.5/DK

１戸

1万6,700円〜
3万2,800円

不可

一般世帯向け

２階

6/6/4.5/DK

1戸

2万1,100円〜
4万1,400円

不可

一般世帯向け

３階

6/6/4.5/DK

１戸

2万1,100円〜
4万1,400円

不可

身体障がい者世帯向け※

１階

6/4.5/LDK

１戸

1万6,700円〜
3万2,800円

不可

身体障がい者世帯向け※

１階

6/6/4.5/DK

１戸

2万1,900円〜
4万3,000円

不可

種別

※単身入居および身体障がい者向け住宅の申し込みについては条件があります

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

単身
入居
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子育て世代に
やさしい街 づくり
達 成！

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）5 月 1 日 号

ゼロ

待機児童8年連続 0！
（ 国 基 準・令 和 4 年 4 月 1日 時 点 ）

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。

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、
認定こども園が1施設、預かり保育を実施する幼
稚園が8施設あり、国基準での「待機児童0」を8
年連続で達成しています。
問幼児保育課☎445・1363

令和3年10月から新たな子育て支援を実施しています
子ども医療 費助成の
高校 生までの拡大
子育て世帯の生活の支援を行うため、子ども
医療費助成の対象とならない高校生等を対象
に、期間限定で実施した医療費の一部助成につ
いて、引き続き実施しています。
問こども支援課☎445・1325

計画的に
接 種しましょう

市内在住で保育所、小規模保育事業（駅チカ
あっとほーむ）、認定こども園を利用する0歳か
ら2歳児までの保育料について、第2子以降の保
育料軽減に係る年齢制限を緩和し、高校生まで
を対象とし、第2子は半額、第3子以降は無償と
します（令和5年3月まで延長）。
問幼児保育課☎445・1363

子どもの定期予防接種
問健康増進課☎445・1390

ロタウイルス感染症

多 子世帯の学 校 給 食費の
一 部を軽 減

多 子世帯の保育 料軽 減

高校生等までの子を3人以上扶養している世
帯について、第3子以降の市内小・中学校の学校
給食費を半額減免します。
問学校給食センター☎445・5640

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、生まれた月の翌月に通知しており、転入者には転入時に総
合福祉保健センター2階窓口で配布しています。
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。

日本脳炎

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［1期］
生後6カ月〜7歳6カ月未満
（標準的な接種

します。

対象 生後3カ月〜7歳6カ月未満

期間は３歳〜４歳）

対象 ●ロタリックス＝生後6週〜24週0日後の間

接種回数［1期初回］
20〜56日の間隔を置いて3回

ロタリックス、ロタテックのいずれか一方を接種

●ロタテック＝生後6週〜32週0日後の間
※生後2カ月〜14週6日の間での接種を推奨

［1期追加］1期3回目の接種終了後、おおむね1年

注意 1回目は生後14週6日後までに接種してくだ

さい

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ型）

BCG
対象 1歳未満

※生後5カ月〜8カ月未満を推奨
接種回数 1回

接種回数［初回］
27〜56日の間隔を置いて3回

［追加］
初回3回目の接種終了後、
7〜13カ月置いて1回

小児用肺炎球菌

対象［1回目］
1歳〜2歳未満

［2回目］小学校に入学する前の5歳〜6歳（平成28
年4月2日〜29年4月1日生まれ）

対象 生後2カ月〜5歳未満

※早めの接種を推奨

接種回数［初回］
27日以上の間隔を置いて3回接種

接種回数 2回

［追加］
初回3回目の接種終了後、
60日以上置いて1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
対象 小学校6年生に相当する子ども
（平成22年4月

2日〜23年4月1日生まれ）
※年度初め
（転入者は転入した翌月初め）
に通知
接種回数 1回
（接種期限は5年3月31日）

子宮頸がん予防ワクチン
（HPV）
対象 平成18年4月2日〜23年4月1日生まれの女子

注意 2回目の接種期限は5年3月31日

B型肝炎

接種回数［1期初回］
6〜28日の間隔を置いて2回

二種混合
（ジフテリア・破傷風）
麻しん風しん混合
（MR）

対象 生後2カ月〜5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）
に通知

後に1回

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

［2期］
9歳〜13歳未満

水痘(水ぼうそう)

対象 生後2カ月〜1歳未満

対象 1歳〜3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

接種回数 2回
（1回目の接種終了後、
6カ月〜1年後に

接種終了後、
139日
（20週）
以上の間隔を置いて3回

2回目）

（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

目を接種
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。

広報
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最新の子育て情報発信中

問こども支援課☎445・1320

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。

子育て子育ち
応援サイト
「かまっこ応援団」

子育て支援コーディネーターの部屋（「かまっこ応援団」内）
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とは？
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」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、適切なサー
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を提供していきます。

かまがや子育て
ガイドブック・ガイドマップ
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。

かまがや子育て応援アプリ

コーディネーターcafé実施中

「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、乳幼児の予防接種の日

令 和 3 年 度 か ら「 コー ディネー ター
cafe」を月に1回中央公民館で実施して
います。子育てに関する
悩 みや 雑 談について 、
コーディネーターと話
をしてみませんか？

程を管理できるスケジュール機能もあります。

App Store

Google Play

困ったときの保育サービス
保育 所 の 一 時 預かり（一 部 保育 所）
保護者が急病になったときや育児のリフレッシュなどの際に利用できます。
問幼児保育課☎445・1363

幼稚園の預かり保育（全幼稚園・認定こども園）
通常の教育時間外
（夏休みなどを含む）
に保育を行います。
問幼児保育課☎445・1363

病 児 保育（事 前 登 録 制）
子どもが
「当面症状の急変が認められない病気」
で、
保護者の仕事の都合
などにより家庭での保育が難しい場合に、
一時的に預かる制度です。
白井聖
仁会病院
（白井市）
で実施していて、
鎌ケ谷市民も利用できます。
問白井聖仁会病院 うさぎ保育所☎070・2656・5671

病 後 児 保育（事 前 登 録 制）
子どもが病気の回復期で、
保護者の仕事の都合などにより家庭での保育が
難しい場合に、
一時的に預かる制度です。
鎌ケ谷総合病院で実施しています。
問鎌ケ谷総合病院 病後児保育室☎498・8111
（代）

ファミリー・サポート・センター（ 事 前 登 録 制 ）
子育ての援助をするボランティア
（提供会員）
が、
子どもの学校・保育園など
への送迎や、
預かりを行います。
問こども総合相談室☎445・1328
ファミリー・サ ポート・センター 提 供 会 員 募 集
現在、
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。
提
供会員となって、
地域の子育てを応援してみませんか？
提供会員は活動時間に応じて報酬が支給されます。
次の研修を受講後、
会員として登録されます。
【研修】
日時 6月1日
（水）
9時30分〜15時30分 場所 市役所3階 303会議室
問5月27日（金）までにファミリー・サポート・センター☎445・1354

子どもショートステイ
保護者が自身の仕事や入院、
疾病などを理由に、
家庭での保育が難しい場
合に、
指定施設で一時的に預かります。
※利用定員があるため、
希望に沿えない場合があります
指定施設 ●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

遊びに出かけよう！
児 童 センター
児童センターは、
0歳〜18歳未満の子どもの遊び場です。
未就学児とその保護者を対象に、
子育て広場や子育てサロンなどの遊び・
ふれあいの場を定期的に開催しているほか、
小学生を対象に工作や書道など
のさまざまな体験教室も行っています。
開館日 毎週
（月）
〜
（土）
利用時間 ●未就学児とその保護者＝9時30分〜12時30分
●小学生以上の子どもとその保護者＝14時30分〜17時
※毎週
（土）
は年齢による時間の区分なし
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

遊 び のプレ ーパーク
通常の公園での規制事項を最小限にして、
子どもたちが
「自分の責任で自由
に遊ぶ」
ことを目的とした遊びの広場を開催しています。
内容 綱渡り、
ブランコ、
竹馬、
バンブーダンス、
ものづくり
（紙のかぶと、
バルー
ンで刀づくり）
など
対象 子ども
（小学校3年生以下は保護者同伴）
日時 開催時に広報かまがやや市ホームページでお知らせします
場所 市制記念公園
（北東部広場）
問こども支援課☎445・1320

6 情報ひろば・健康・福祉・伝言板

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

お知らせ・相談
市・県民税課税（非課税）証明書コン
ビニ交付サービスを一時停止します
システムメンテナンスのため、証明
書のコンビニ交付サービスを一時停止
します。
時 5月16日（月）6時30分〜5月17日
（火）6時30分
問●サービスの一時停止について＝課
税課☎445・1096
●コンビニ交付サービス全般につい
て＝市民課☎445・1177
自動車税（種別割）は納期限までに
納めましょう
自動車税の納期限は5月31日（火）
5月2日（月）に自動車税事務所が納
税通知書を送付します。自動車税の納
期限は5月31日（火）です。金融機関窓
口やコンビニエンスストア以外にも、
クレジットカードや、
「 モバイルレジア
プリ」
・
「PayPay」などのスマートフォ
ンアプリを利用することで、24時間い
つでも納付が可能です。
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

「鎌ケ谷朝市」の開始時間変更
5月〜10月は午前7時から開催
皆さんに大好評の「鎌ケ谷朝市」の
開始時間が変わります。収穫したての
新鮮な野菜を取りそろえて、皆さんの
お越しをお待ちしています。
時 毎週（土）7時から（売り切れ 次第
終了）
所市役所駐車場（北側）
問 鎌ケ谷市朝市組合事務局（ＪＡとう
か つ 中 央 鎌 ケ 谷 支 店 内 ）☎ 4 4 3・
4010

新鮮な野菜がたくさん！

令和4年 国民生活基礎調査へのご
協力のお願い
令和4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☎047・475・5151

申 問 宛先の記載のないものは健康増進課

対 昭和37年4月2日〜54年4月1

日生まれの男性でクーポン券をま
だ利用していない人
※対象者には個別通知しています
問☎445・1390
おとなの風しん予防接種費用を
助成します
風しんワクチンまたはMR（麻し
ん風しん混合）ワクチンの費用を
助成します。
助成額 ●風しんワクチン＝3千円
まで
●MRワクチン＝5千円まで
※助成は1人につき1回で、申請に
基づく償還払い
対 次のいずれかに該当する人
●妊娠を希望する女性とその夫ま
たは妊婦の夫
※未婚を含む
●平成26年4月1日以降に実施し
た抗体 検査で抗体価が基準値
未満の人
対象期間 4月1日〜5年3月31日
申 5年4月28日（金）までに健康
増 進 課 窓口（健 康 福 祉保 健 セン
ター1階）／5年4月30日（日）まで
（消印有効）に同課 ゆ 273-0195
問☎445・1390

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）5 月 1 日 号

自転車保険への加入が義務化され
ます
千葉県では、7月1日（金）から自転
車損害賠償保険等（以下自転車保険）
への加入が義務となります。
全国では自転車の加害事故で数千
万円もの損害賠償請求がされる事例
が多く発生しています。事故に備えて、
自分自身や家族、被害者を守るための
自転車保険に加入しましょう。
注 補償内容など商品について詳しく
は、
市で答えることはできないため、
各
保険会社へお問い合わせください
問 県くらし安全推進課☎043・223・
2263

税理士による無料相談を始めます
5月から、県税理士会松戸支部の協
力の下、税理士による無料相談を隔月
で開催します。
時 奇数月の第4（月）各13時〜16時
30分
※相談時間は約25分
申 相 談 を 開 催 する月 の1日(1日 が
閉庁日の場合は翌開庁日）に課税課
☎ 445・1094
消費者問題無料相談会
対 鎌ケ谷・柏・松戸・流山・我孫子・野
田の6市に在住の人
相談日程
日にち
（5月）

赤十字活動資金へのご協力をお願
いします

健 康・福 祉ボード
風しん抗体検査・予防接種を公
費で受けられます

広報

栄養士による個別相談
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13日
（金）9時〜12時
●5月18日（水）
・26日（木）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
認知症高齢者をかかえる家族
交流会
〜1人で 悩まない介 護にしま
しょう〜
認知症の人を介護している家
族 同 士で さ ま ざ ま な 悩 み や 疑
問、経験を語り合う交流会です。
専門職や介護の経験者の話も聞
けます。
対 認知症の人を介護している人
（認知症の人本人も可）
時 5月19日（木）13時30分〜14
時30分
所 総合福祉保健センター3階 集
団指導室
定 15人程度
申 南 部 地 域 包 括 支 援 セン ター
☎441・7370

日本赤十字社は災害時や感染症流
行下における医療救護活動をはじめ
としたさまざまな人道的活動を行って
います。これらの活動は、赤十字活動
に賛同する個人・団体からの活動資金
の協力によって支えられています。現
在、各自治会や市赤十字奉仕団が活動
資金への協力についてお願いをしてい
ます。
活動資金の一部は交付金となり、市
における赤十字活動（災害時の支援、
青少年赤十字、講習会の開催など）に
活用されます。
なお、活動資金の受け付けは社会福
祉課（総合福祉保健センター4階）で
も行っています。
問社会福祉課☎445・1286

21日（土）

23日（月）

24日（火）
25日（水）
26日（木）
28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
京葉ガスF松戸第2ビル
6階 会議室（松戸市）
☎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
☎047・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

※時間は10時〜16時（1人1時間）
定各12人
申希望する会場の予約先に電話

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
掲載のきまり

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

催し

▶傾聴ボランティア養成講座
時5月12日、6月9日、7月14日の各(木)13時30分〜15時30分（1回のみ
の参加可）所 中央公民館定12人（申込先着順）費1回500円申 NPO法人カ
ナリヤ元気 本間☎457・0151
▶無料太極拳教室
時 5月2日・9日の各（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
▶ハワイアンキルト作品展
時4月30日
（土）
〜5月6日(金)の各9時〜17時
（最終日は15時まで）
所きらり
鎌ケ谷市民会館ロビー問ハワイアンキルト 上地☎090・4378・5396
▶タケノコ掘り、ヨモギ摘み
時 5月8日(日)10時鎌ケ谷消防署前交差点集合〜12時所 同消防署付近の
竹林定 10人(多数抽選)申 NPO法人とんぼエコオフィス 薮内☎080・
3618・0404

会員募集

▶麻の葉
和裁。時 第1・2・3(月)13時30分〜16時30分所 中央公民館定 若干名
月2,000円申大道寺☎090・8004・1514
▶家庭婦人バレーボール（9人制バレーボール）
対 市内在住で既婚の女性（未婚は35歳以上） 鎌ケ谷クラブ時 毎週（水）
・
（金）19時〜21時所 鎌ケ谷小学校 ブルームクラブ時 毎週（木）19時〜21
時30分所鎌ケ谷中学校 道野辺ホープ時毎週
（水）
・
（金）
19時〜21時30分
所東部小学校 三幸クラブ時毎週
（火）
19時〜21時30分所西部小学校 グ
リーンクラブ時 毎週（火）19時〜21時、毎週（土）16時〜18時30分所 南部
小学校 中部クラブ時毎週
（水）
・
（土）
19時〜21時所中部小学校 初富クラ
ブ時毎週
（水）
・
（土）
19時30分〜21時30分所初富小学校 ドリーム時毎週
（土）19時〜21時30分所 第五中学校 申 いずれも根本☎090・9818・
3791

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
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

持：持ち物

他：その他

注：注意

申：申し込み

広報
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講座・講演
普通救命講習Ⅰ・Ⅱ
内心肺蘇生法、AEDの取り扱いなど
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 開催方法について詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください
申5月1日（日）8時30分以降に中央消
防署☎444・3222
一般向け
対中学生以上
日程 5月21日
（土）
●市民向け＝9時〜11時
●一定頻度者向け＝9時〜12時
事業者向け
時 日時については申し込み時にご相
談ください
対中学生以上で受講希
望者が5人以上の法人・
団体
問消防本部警防課
☎440・8125
市ホームページ

師（公財）日本手芸普及協会指導員の
瀬田幸子さん
費1,200円
持 筆記用具、裁縫道具、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13
日（金）まで（必着）に市社会福祉セン
ター「手芸教室」宛てゆ〒273-0121
初富802-116
問同センター☎444・0121
無料・創業プラン作成スクール
創業に関するノウハウの取得や創業
プランの作成、創業経験者による講演
を行います。
対創業予定者または創業して間もない人
時7月2日・9日・16日・23日の各（土）
10時〜16時
所習志野市役所
定30人（多数抽選）
他特定創業支援対象
申 5月23日（月）〜6月10日（金）に県
信用保証協会ホームページから
問県信用保証協会☎043・311・5001

手話奉仕員養成講座（前期）
初心者から手話通訳者を目指す人
まで日常会話の基本を学びます。
対市内在住・在勤の18歳以上の人
（厚生労働省手話奉仕員養成カリキュ
ラム修了者を除く）
時 5月18日〜11月16日の各（水）18
時30分〜20時30分（全27回）
所市役所地下 団体研修室
定20人（申込先着順）
費4,000円（テキスト代）
申 5月10日（火）までに身体障がい者
福祉センター☎445・1543
問同センター☎445・1543／ｆ443・
2233
令和4年度手芸教室（前期）
内アジサイのミニタペストリーの制作
対市内在住で60歳以上の人
時6月2日･16日・30日、7月14日の各
（木）10時〜12時（全4回）
所市社会福祉センター2階 研修室
定15人（多数抽選）

イベント
消費生活パネル展
「考えよう！大人になるとできるこ
と、気を付けること」
成年年齢引き下げ、悪質商法、イン
ターネットトラブル、安全なくらし、食
品ロス、製品表示などに関するパネル
展を開催します。
時5月24日（火）〜6月3日（金）
所市役所1階 市民ホール
問商工振興課☎445・1240

!

時

問クリーン推進課☎445・1223

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。
5/2（月） 5/3（火） 5/4（水） 5/5（木） 5/6（金）

23日（月）13時〜16時30分

法律相談
（弁護士在室）注

※1
13時〜17時
毎週（火）

登記・不動産相談 注

16日（月）13時〜16時

○

×

×

×

○

搬入

○

×

×

×

○

5月の有価 物回収
●初 小＝ 6日(金)
●南部小＝12日(木)
●五 小＝18日(水)

●道 小＝ 9日(月)
●鎌 小＝13日(金)
●東部小＝23日(月)

●中部小＝11日(水)
●北部小＝16日(月)
●西部小＝26日(木)

●各児童センター＝下部欄外

●社会福祉センター＝毎週

（火）
（東部分館は1日（日）〜31日（火）） ●郷土資料館＝毎週（月）、3日（火）〜5日（木） ●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）＝9日（月）

市役所／課税課☎445・1094

市役所／市民活動推進課
☎445・1274（つながらない場
合は☎445・1141）

11日（水）10時〜12時

収集

●各コミュニティセンター＝下部欄外

場所／問い合わせ

税務相談

行政相談 注

大 型 連休中のごみの収 集・自己搬 入

（火）、4日（水）〜6日（金） ●東部学習センター＝1日（日）〜31日（火） ●図書館＝毎週（月）、31日

各種相談など（相談は全て無料）
日

市 社 会 福 祉 協 議 会 正 規 職 員（ 事
務職）

※○印の収集は、その曜日に収集する地域のみ実施

双子の子どもがゆったり遊べ、保護
者もほっとできるサロンです。
双子なら
ではの悩みを話したり情報交換したり
しながら楽しい時間を過ごしましょう。
内触れ合い遊び、自由遊び
対未就学の双子と保護者

主な施設の
休み

募集

業務内容 社会福祉協議会に関する業
務全般（事務職）
採用日 4年9月1日
（試用期間6カ月）
勤務日時 毎週
（月）〜
（金）の各8時30
分〜17時15分（うち休憩1時間）
勤務条件 社会保険加入
報酬等 同協議会職員給与規程に基づ
4年度 慰霊巡拝
き支給（休暇等付与あり）
対 慰霊巡拝を行う戦域における戦没
採用人数 1人
者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、など
対象 次の全ての条件を満たす人
慰霊先 カザフスタン共和国、
中国東北
●昭和62年4月2日以降に生まれた
地方
（旧満州地区全域）
、
インドネシア、 ●高等学校以上を卒業した（卒業見込
東部ニューギニア、
イルクーツク州・ブ
みを含む）
リヤート共和国、ハバロフスク地方・ユ
●普通自動車免許を所持している
ダヤ自治州、ビスマーク諸島、インド、 試験日 ●1次試験（一般教養・小論文）
トラック諸島、ミャンマー、フィリピン、
＝6月12日（日）9時から
硫黄島（1次、2次）
●2次試験
（面接）
＝7月3日
（日）
問 県健康福祉指導課☎043・223・
10時から
2354
申込締切 6月6日
（月）まで
他 試験申込用紙などは同協議会窓口
（総合福祉保健センター5階）および同
協議会ホームページで配布
問同協議会☎444・2231

双子サロン
双子の親子、大集合！

5月のお 知らせ
相談名など

時5月26日
（木）
10時30分〜11時30分
所北中沢児童センター
定5組（申込先着順）
申 5月19日（木）9時から同センター
窓口／☎442・2011または電子メー
ルで件名に双子サロン申し込み、本文
に子どもと保 護 者の氏名、子どもの
生年月日・住所・電話番号を記入して
同センターｍ kitanakacom@city.
kamagaya.chiba.jp
問同センター☎442・2011

相談名など

日

時

場所／問い合わせ

毎週（月）〜（金）※1９時〜16時

まなびぃプラザ1階／青少年セン
ター☎445・4307

教育相談

毎週（月）〜（金）※113時〜16時

まなびぃプラザ２階／ふれあい談
話室☎445・4953

就学相談 予

※1
毎週（月）〜（金）
９時〜17時

市役所／指導室☎445・1518

心配ごと相談

毎週（水) 10時〜14時

心の相談 予

毎週（月）
・
（金） 10時〜14時

福 センター５階／市社会福祉協議
会☎444・6921
（電話相談のみ）

酒害相談

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

① ③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

認知症相談 予

10日（火）13時〜15時

福 センター2階／高齢者支援課
☎445・1384

10日（火）14時から

習 保健所／ 習 保健所
☎047・475・5152

26日（木）14時から

福 センター3階／ 習 保健所
☎047・475・5152

青少年相談
（非行関係など）

※1

※1

住宅増改築修繕相談 注

16日（月）13時〜16時

交通事故相談 予 ※2

20日（金）10時〜15時

行政書士相談 注

26日（木）13時〜16時

人権擁護相談 予

12日（木）13時〜15時

女性のための相談 予

※1
毎週
（水）
●9時30分〜12時20
分●13時30分〜14時20分

職業紹介

毎週（月）〜（金）※1●10時〜12時
●13時〜16時

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷
☎445・1240

17日（火）●13時から
から ●1５時から

市役所／まつど地域若者サポート
ステーション☎047・703・8301

思春期相談 予

17日（火）９時30分から

習 保健所／ 習 保健所
☎047・475・5153

障がい相談 予

24日（火）９時から

福 センター４階／なしねっと
☎443・3408（９時〜17時）

障がい者就労相談 予

19日（木）13時〜16時

市役所1階／障害者就業・生活支
援センターあかね園☎452・2718

就職相談 予
（49歳以下向け）

●1４時

市役所など※3／男女共同参画室
☎445・1277（つながらない場
合は☎445・1141）

精神保健福祉相談 予

消費生活相談（予約優先）

※1
毎週（月）〜（金）
●10時〜12時
●13時〜16時

市役所2階／消費生活センター
☎445・1246

家庭児童相談

毎週（月）〜（金）※1９時30分〜16時

福 センター２階／家庭児童相談室

ひとり親家庭相談

毎週（火）
・
（木）※1９時30分〜16時

☎445・1349

注：2日(月)8時30分から予約開始
（先着順） 予：要予約

約時にお知らせ

各コミュニティセンターの休み

毎週
（日）
、
3日
（火）
〜5日
（木）
・9日
（月）

習 保健所：習志野保健所 ※1：祝日を除く ※2：予約は開催日の2日前まで ※3：場所は予
福 センター：総合福祉保健センター
●粟野・北中沢・くぬぎ山＝30日
（月） 各児童センターの休み ●粟野・くぬぎ山・北中沢＝毎週
（日）
、
3日
（火）
〜5日
（木）
・30日
（月） ●中央・南＝
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広報

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）5 月 1 日 号

1月8日（日）福太郎アリーナ

夏休みの思い出に
北海道 で
ホームステイしよう！

令和 5 年 鎌ケ谷市成人式(仮称)

十勝平野のど真ん中、北海道士幌町でホームステイ・農業・酪農体験
をしてみませんか？ワクワクする楽しいプログラムで夏休みの思い出を
つくりましょう！
対象 小学校5年生〜中学校3年生で、
準備研修会・反省会に全て参加できる人
※過去に参加していない人を優先します
日程 8月8日
（月）〜11日（木）
●準備研修は7月10日（日）
・24日（日）の各9時〜12時30分
●反省会は8月21日（日）9時〜15時
定員 14人
（多数抽選）
その他 ●事業内容に変更が生じる場合があります
●応募が定員に達しないときは、事業を中止する場合もあります
費用 ●小学生＝60,000円
●中学生＝65,000円
（交通費・宿泊費・食費を含む）
申し込み 住所・氏名
（本人と保護者）
・性別・電話番号、学校名・学年を記
入して、5月20日（金）17時まで（必着）に生涯学習推 進課 ｍ syou
gaku@city.kamagaya.chiba.jp
※送信後3開庁日以上経っても受信確認メールが
届かない場合は、お問い合わせください
問 生涯学習推進課☎498・6101

※対象者には12月上旬に案内状を郵送します
※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
日時 5年1月8日
（日）10時30分から（9時30分から受け付け）
会場 福太郎アリーナ

問 生涯学習推進課☎498・6101
対象 平成14年4月2日〜15年4月1日生まれの市民

成人式(仮称)の企画・運営を行う実行委員を募集します。
対象 市内在住で20歳前後の人

※新成人歓迎
定員 若干名
（実行委員は全体で20人程度を予定）
申し込み 5月20日（金）までに生 涯学習推 進 課
ｍ syougaku@cit y.kamagaya.chiba.jp
☎498・6101

電子メール

今後の成人式について
令和4年4月の民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げ
られましたが、市は今後も20歳になる年度の人を対象に成人式
(仮称)を実施します。

電子メール

き ら り！音 楽 の 宝 石 箱 5

中央公民館 古典講座

古代から現代の世界を眺める
古代インドから仏教の経典を中国にもたらし、当時の中
国語に翻訳した僧がたくさんいる中で、特に功績の顕著
だった「鳩摩羅什（くまらじゅう）」と「玄奘三蔵（げんじょう
さんぞう）」という2人の人物について知り、その時代から
現在に繋がる問題を考えていく講座です。
内容 ●ゴータマ・シッダルタ
（釈迦（しゃか））の生きた時代
と当時のインドの情勢
●鳩摩羅什・玄奘三蔵の生きた時代と当時のインドの
情勢
●鳩摩羅什・玄奘三蔵が渡った当時のインドと現在の
インドについて考える
日時 6月3日〜7月1日の各
（金）10時〜12時
（全5回）
対象 市内在住・在勤で全て出席できる人
場所 中央公民館 集会室
定員 60人
講師 元千葉県立高等学校教諭の
丸藤晃さん
持ち物 筆記用具
申し込み 5月2日
（月）10時以降に
中央公民館☎445・2012／窓口

奥村愛プロデュース

0歳児から入場OK！クラシックの名曲からみんなで歌える童謡まで盛りだくさんの
親子でお楽しみいただけるコンサートです。
内容 ●クラシック名曲メドレー
（クライスラー「愛の喜び・愛の悲しみ」、ベートーベン「エ
リーゼのために」、ブルグミュラー「アラベスク」、シューベルト「楽興の時」）
●チャイコフスキー「バレエ『くるみ割り人形』より」
●おんのすけと一緒に！クイズコーナー
●みんなで歌おうコーナー 他
※楽曲は変更となる場合があります
出演 奥村愛
（バイオリン）、前田尚徳（バイオリン）、奥村景(チェロ)、小林洋二郎（打楽
器）、山田那央（ビオラ）、小柳美奈子（ピアノ）、おんのすけ（キャラクター）
日時 8月7日
（日）13時30分から（13時開場）
費用 ●一般＝2,500円
（友の会会員＝2,000円）
●中学生以下＝1,200円（友の会会員＝1,000円）
その他 ●全席指定
●未就学児入場可（膝上に限り無料）
申し込み きらりホール☎441・3377／窓口
※当日券の購入は窓口のみでの受け付けで、一般料金となります

夜間・休日の急病診療▶ ☎445・2300

二次元コードを読み取ることで接続できます
古紙パルプ配合率70%
再生紙を使用

キッズのためのはじめての音楽会

火災などの情報▶ ☎445・5251

市ホームページ

かまがや 安心 eメール

トップページに
接続します。

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。

【下総基地の米軍機使用絶対反対】

防災行政無線内容▶ ☎0800・800・2760
住民基本台帳人口 109,699人
（前月比+23）
男 54,081人 女 55,618人
世帯数
51,219世帯（前月比+158）
〔R4.4.1現在〕

