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主な内容

「かまたん商品券」
購入申し込み受け付け開始…2

NICO-kama fes2022開催…6

予 防 行 動 をとりましょう！

問環境課
☎445・1227

熱中症警戒アラート
熱中症警戒アラートとは？
熱中症の危険性が極めて高くなる場合に、予防行動を促すために
発表しています。
今年は4月27日〜10月26日の間、全国を対象として運用します。

熱中症警戒アラート発表時の予防行動
外出はできるだけ控え、
暑さを避けましょう
熱中症のリスクが高い人に声掛けをしましょう
外での運動や活動は、
中止や延期をしましょう
気温・湿度・暑さ指数を確認しましょう
エアコンを適切に使用しましょう

その他の情報
について詳しくは、
市ホームページを
ご覧ください。 市ホームページ

鎌ケ谷の美味しい梨が
出そろう 共進会開催

問農業振興課
☎445・1233

今年は、甘みと酸味のバランスが素晴らしい「豊水」の共進会を開催します。
場所 市役所1階 市民ホール

●審査・展示＝10時〜14時
●販売＝14時から

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

第6回かまがや市民創作ミュージカル…8

郷土資料館子ども講座…8

令和4年4月2日以降に生まれた
子どもの保護者に対し5万円を支給

あふれるえがお出産給付金
新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、
妊婦やその家庭、
児童の健やかな成長を支援するため、新生児の保護者に対して
出産給付金5万円を給付します。
対象児童
次の条件を全て満たす児童。
●令和4年4月2日から5年4月1日までの間に生まれた
●出生後の最初の住民登録を鎌ケ谷市にした
●申請日において、住民登録が鎌ケ谷市にある
●30日以上鎌ケ谷市に住民登録がある
支給対象者
次のうち、
いずれかに当てはまる人。
●子どもと同居し、
これを監護し、
その生計を維持している父または母
●父または母に監護されていない子どもと同居し、
子どもを監護
し、
かつその生計を維持する人
支給額
児童1人当たり5万円
問い合わせ
こども支援課☎445・1325

申請方法
支給を受けるには申請が必要
です。詳しくは、送付される申請
書をご確認ください。

親子梨もぎとり体験教室 参加者募集

販売は事前申込制

日時 9月2日
（金）

15

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）
N o .13 3 1

費用 1箱
（豊水3kg）1,500円
販売数 50箱
（1世帯1箱まで）

事前申し込みについて
共進会終了後に出品された梨の販売を行います。
新
型コロナウイルス感染症の感染防止のため、事前申し
込み制
（多数抽選）
とします。
申し込み はがきに住 所・氏名・電 話 番 号を記入して、
7月2 9 日（ 金 ）ま で（必着）に農業振興課「共進会梨
購入」係 ゆ〒273-0195
その他 当選通知は8月10日
（水）
までに発送します

出品された梨について
出品された梨は、
食味・糖度などを重視した完熟梨を品評会用に提供されたも
のです。
販売当日が食べ頃となっているので、
遠方への発送はご遠慮ください。

鎌ケ谷の 梨 を
自分で収穫
してみよう！
問農業振興課☎445・1233
内容 ●鎌ケ谷の梨についての話

●梨のもぎ取り体験
対象 市内在住の小学生とその保護者
日時 8月25日
（木）
10時〜11時
（予備日8月26日(金)）
場所 山口園
（北初富）
定員 10組
（2人1組、
多数抽選）
服装 動きやすいもの
持ち物 保険証、
雨具
（かっぱなど）
、
タオル、

虫よけスプレー、
お土産代
（購入したい場合）
申し込み 7月29日
（金）
までに申し込みフォームから
その他 ●もぎ取った梨は持ち帰りができます
●駐輪場あり
申し込み▶
注意 梨の食べ放題ではありません
フォーム

市長メッセージ
北千葉道路整備について熊谷知事に要望書を提出
7月7日
（木）
に
「北千葉道路建設促進期成同盟」
の会長として、
期成同盟のメンバーであ
る北千葉道路の沿線市(7市）
の市長、
市議会議長とともに千葉県庁を訪問し、
北千葉道路
の
「未事業化区間の早期事業化」
「
、事業中区間の早期整備」
等について熊谷知事へ要望書
を提出し、
直接お願いをして来ました。
熊谷知事からは、
「千葉県、
日本にとっ
て重要な道路。オール千葉で全線開通
に向けて取り組む」
と大変前向きな言葉
を頂きました。
引き続き、
北千葉道路の
早期の全線整備に向けて千葉県や国な
どに、
積極的に働きかけてまいります。

「結婚新生活支援事業」を実施中
市では、人口流入策の一つとして、結婚新生活支援事業を実施し
ています。これは、結婚する夫婦の少なくとも1人が市外から本市に
転入してくることを条件に、結婚新生活に伴う新居の家賃や引っ越
し費用などを対象に一世帯当たり上限30万円を補助するものです。
令和3年の6月に開始いたしましたが、申込件数が増加するなど、好
評につき今年度は事業に必要な予算を拡充して実施しています。
この事業を活用したご夫婦からは、
「結婚新生活支援事業が鎌ケ
谷に住む決定打になりました」という声が寄せられており、大変励
みに思っています。対象となる条件など、詳しくは市ホームページで
ご確認ください。
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プレミアム率 25％

10,000
セット
限定

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）7 月 1 5 日 号

問●商工振興課☎445・1240
●市商工会☎443・5565

2 0 2 2！やっぱり地 元！
「 かまた ん 商 品 券 」購 入申し 込 み受け 付け 開 始

新型コロナウイルス感染症により大きな打撃を受けて
いる地域経済を活性化するため、
「2022！やっぱり地元！
『かまたん商品券』」を発行します。

販売価格10,000円（額面12,500円）
▶大型店・中小店共通券5枚（4枚1,000円分、1枚1,500円分）

商品券の
内訳

▶中小店専用券7枚（1枚1,000円分）

商品券の購入には事前の申し込みが必要です
購入引換期間

対象

申請期間

市内在住・在勤・在学の人

7月15日（金）〜8月5日（金）

申し込み方法

9月1日（木）〜20日（火）
※当選した人が期間内に購入をしなかった場合、その購入引換券は失効
し、次の順位の人を繰り上げ当選として、購入引換券を発行します

▶インターネットで申し込み
コミュニティサイト「チイコミ！」の応募フォームから
▶郵送で申し込み
チイコミ！
ホームページ
郵便はがきに住所・氏名（ふりがな）
・電話番号と、購入希望
冊数（1人2冊まで）
・購入希望場所を記入して、8月5日（金）まで（消印有効）
に（株）地 域 新 聞社 かまたん商品券事務 局 ゆ 〒27 3- 0137 道 野 辺 本 町
2-6-5 ファインズ笹川1階
※購入場所について詳しくは、
コミュニティサイト
「チイコミ！」
をご覧ください

注意
●購入希望者1人につき1枚のはがきを使用してください
●購入は1人2冊まで
●多数抽選（当選者のみ8月中旬ごろに抽選結果を通知）
●必要事項の記載がないものは無効となる場合があります
●商品券の払い戻しはできません

Wチャンス抽選会
商品券の購入申し込みで落選した人を対象に、抽選でふるさと産品をプ
レゼントします。

かまたん商品券取扱店を募集！
対象 市内の事業者または市商店会連合会に加盟している市外の事業者
申し込み ●市商工会・市商店会連合会の会員＝コミュニティサイト
「チイコミ！」の「かまたん商品券」専用ページまた

は市ホームページで配布する申請書に記入して、市商工会へ提出
●会員以外＝同申請書に記入して、商工振興課窓口（市役所2階）へ持参
その他 取扱店の加盟料は無料です 注意 市商工会・市商店会連合会の会員以外は、
5％の換金手数料がかかります

チイコミ！
ホームページ

市ホームページ

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える 地域のチカラ

社 会 を明るくする運 動

第72回

問社会福祉課☎445・1286
毎年7月は
「社会を明るくする運動」
強調月間です。
犯罪や非行を防止し、
罪を犯
した人たちの更生について理解を深め、
犯罪のない明るい社会を築きましょう。

青少年更生保護相談所
子どもの非行などについて相談できます。専門家による適切なアドバ
イスが問題解決の近道になります。
日時 7月26日
（火）10時〜12時
場所 総合福祉保健センター5階 鎌ケ谷地区更生保護サポートセンター
相談員 保護観察官、
保護司

参議院議員通常選挙開票結果（7月10日執行）
7月10日執行の「参議院議員通常選挙」の開票結果をお知らせします。
選挙区
当日有権者数

92,829人

候補者名（通称）

投票者数

46,127人

投票率

党派

得票数

猪口

邦子

自由民主党

10,156

七海

ひろこ

幸福実現党

443

正一

自由民主党

11,243

くにひろ

ＮＨＫ党

209

さいとう

日本第一党

210

佐野

正人

うすい
渡辺

候補者名（通称）
中村

のりこ

いそべ
梓

裕和
和子

きない

めぐみ

しいな

亮太

参政党

1,515

須田

良

ひろゆき

立憲民主党

8,257

うた

桜子

小西

党派
国民民主党
新党くにもり

まり

比例区
当日有権者数 92,829人
投票率 49.68%

49.69%

ＮＨＫ党

問市選挙管理委員会事務局☎445・1539

得票数
677

党派
幸福実現党

得票数

投票者数

46,122人

党派

得票数

144.000

日本第一党

112.888
3,120.000

2,700

日本維新の会

6,278.564

日本共産党

315

れいわ新選組

1,845.101

新党くにもり

日本共産党

3,423

公明党

6,517.684

自由民主党

日本維新の会

4,915

ごぼうの党

156.000

社会民主党

ＮＨＫ党

147

立憲民主党

6,056.274

（略称）自由共和党

322

国民民主党

2,647.725

参政党

1,432.000

ＮＨＫ党
維新政党・新風

102.000
14,741.898
837.545
1,107.315
37.000

※按分票があったため、小数点以下3
桁の表示があります

広報
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新型コロナワクチン接種

今年度も継続して実施

新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険料などの減免

新型コロナワクチン集団接種スケジュール
8月からは毎週（木）〜（日）の週4日間の実施に変更します。
※8月13日（土）午後および14日（日）は実施しません

問●国民健康保険料について＝保険年金課☎445・1204
●後期高齢者医療保険料について＝保険年金課☎445・1207
●介護保険料について＝高齢者支援課☎445・1380

8月のスケジュール
●ファイザー社製ワクチン＝毎週（木）
・
（土）
・
（日）
※（土）は午前のみ
●モデルナ社製ワクチン＝毎週（金）
・
（土）
※（土）は午後のみ
注意 5歳〜11歳は毎週
（金）の午前と午後、毎週（土）の午後に実施

市ホームページ

新型コロナワクチン追加接種（4回目）
8月に接種が可能となる人（3回目接種が3月に完了した人）に対し、4回目の接種券
を7月26日（火）に発送する予定です。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が前年と比較して
3割以上減少、または減少する見込みの世帯などに対して、今年度
も国民健康保険料などの減免を行います。
減免の決定については所得額などの条件があるため、まずは各
相談窓口へ相談してください。

相談窓口

対象者へ支給要件確認書を発送しました

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
問住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター☎402・4041
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている人の生活を支援するため、令和4年
度分の住民税（均等割）非課税世帯などに対して、1世帯当たり10万円の現金をプッ
シュ型で支給します。

●国民健康保険料について＝保険年金課☎445・1204
●後期高齢者医療保険料について＝保険年金課☎445・1207
●介護保険料について＝高齢者支援課☎445・1380

申請方法
市ホームページまたは保険年金課・高齢者支援課
の各窓口で配布している申請書に記入し、必要書類
を添付して、各窓口へ持参／ゆ〒273-0195

申請期限
5年3月31日（金）

手続き方法
対象者には7月上旬に支給要件確認書を発送しました。支給要件確認書を確認し
チェックを入れ、世帯主の氏名、確認日、電話番号を記入して返送してください。

注意
●令和4年1月2日以降に鎌ケ谷市に転入した人は、税情報を前住所地に確認するた
め、発送まで時間がかかる場合があります
●案内が届いていない世帯で、
対象と思われる場合はコールセンターまでご連絡ください
●海外から日本に入国し、
租税条約の届出をしている人は、
本給付金を受け取れません
●確認内容が誤っている場合は、
給付金の返還を求めることがある他、
意図的に虚偽の提
出をした場合は不正受給として詐欺罪に問われることがあります

申請期限が8月31日
（水）
まで延長
生活困窮者自立支援金

問社会福祉課☎445・1286

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、
生活に困窮する世帯に対して、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しています。
申請期限が8月31日（水）まで延長されました。まだ申請していない人は、忘れずに
申請をお願いします。
また、再支給も可能となっています。支給要件を確認の上、
対象となる人は再支給の申請もお願いします。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。

喫煙マナーなどの向上にご協力を！
問クリーン推進課☎445・1223
歩きたばこや路上喫煙などに対するさまざまな意見が、
数多く寄
せられています。街の環境美化の推進や快適な生活環境を守るた
め、
マナーやモラルを守った喫煙などへのご協力をお願いします。
喫煙は周囲の人への配慮を忘れずに
喫煙する際は、
周囲の人への配慮を忘れないようにしましょう。
特に、
多くの人が行き交う場所や児童施設に近い場所などでは気
を付けましょう。
歩きたばこはやめましょう
煙を周囲にまき散らすだけではなく、すれ違う人にやけどを負わ
せてしまう可能性もある危険な行為です。
たばこなどのポイ捨てをしない
街の景観を損ねるだけではなく、火災を発生させる危険性もあ
ります。たばこの吸い殻やごみは責任をもって処分しましょう。

市ホームページ

雨の季節となりました。
雨の多い日本列島で暮らしてきた私たちの祖先
は、季節や降り方に応じて雨を様々な呼び方で表現
してきました 。
「春雨」
「時雨」
「霧雨」
「 夕立 」
「驟
雨 」… 。まだまだいっぱいありますが、いずれも日
本人の細やかな感性が生み出した言葉です。
最近は「ゲリラ豪雨」
「線状降水帯」などの言葉を
よく耳にします。こう表現される雨は毎年のように
大水害を発生させています。異常気象で雨の降り
方が変化してきていると感じます。
このような状況を受け、鎌ケ谷市は今年3月、13
年ぶりに「鎌ケ谷市水害ハザードマップ」を全面的
に改訂しました。平成21年策定の旧ハザードマップ

より激しい雨が降るとの想定で市内の浸水想定
区域を示したものです。具体的に、新ハザードマッ
プでは1時間最大雨量を旧ハザードマップの60ミ
リから150ミリに、24時間総雨量を332ミリから
673ミリに拡大しました。この結果、浸水想定区
域の面積は旧ハザードマップの3.5倍の約5平方
キロメートルに広がりました。また、5メートル（二
階の軒下までの高さ）以上浸水すると想定される
場所も3か所出現しました。
新ハザードマップは6月までに各家庭に配布し、
市ホームページにも掲載しています。ぜひご覧い
ただき浸水リスクのある地域を把握してくださ
い。避難所の場所、日頃の備え、避難時の心得など
の情報も載っていますので参考にしてください。
ところで、1時間の雨量が150ミリとはどんな
降り方でしょうか。50ミリ〜80ミリは滝のように

降り視界が悪くなり、80ミリ以上は息苦しくなるよ
うな圧迫感があり恐怖を感じるといわれます。これ
らの段階で水害発生の危険性はかなり高まってい
ます。それを上回る150ミリとは想像を絶するよう
な降り方ですが、現実に千葉県内でも発生している
のです。
気象庁のホームページには最大1時間降水量の観
測史上順位が載っています。その1位は千葉県香取
で1999年10月27日に観測された153ミリです。
1時間150ミリは十分に想定し得る雨量なのです。
ただ、私たちは2011年の東日本大震災で「想定
外」があることを知りました。新ハザードマップは想
定し得る最大規模の降雨に基づいて作られていま
す。この「想定内」を見ることで「想定外」をイメージ
することも必要でしょう。
（市魅力発信アドバイザー）

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

4 情報ひろば・図書館ボード・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

イベント
「原爆の画」
展
ふれあいサービス協力会員
時8月8日（月）〜12日（金）
所市役所1階 市民ホール
問市原爆被爆者折鶴会 荒木☎412・
5544
健康チェックパネル展
〜見て・測って健康確認！〜
健康情報に関するパネル展示や健康
機器による測定コーナーがあります。
時●パネル展示＝8月1日
（月）
〜5日
（金）
●健 康 機 器による測定＝8月4日
（木）
・5日（金）の 各9時30分〜
14時30分
所市役所1階 市民ホール
問保険年金課☎445・1418

第5回かまがやの花火
〜無料観覧席のご案内〜
時8月14日
（日）
19時30分から
（16時
開場）
所ファイターズ鎌ケ谷スタジアム
定1,000人（多数抽選）
他 ●詳しくは、かまがやの花火ホーム
ページをご覧ください
●新型コロナウイルスの感染状況
により、中止または縮小する場合
があります
申往復はがきに住所・氏名（代表者と
その他参加者）
・年齢・電話番号を記
入して、7月31日（日）まで（必着）に、
かま がや の 花 火 実 行 委員会 事 務 局
ゆ〒270-1432白井市冨士32-4（読
売新聞富士栄内）
問同事務局☎445・8811

広報
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ふれあいサービス協力会員
TAG鬼ごっこ
内 相手チームのTAG（しっぽ）を取り
合う鬼ごっこ
対市内在住の小学生
時 9月18日（日）①8時30分〜11時
30分、②13時〜16時
所初富小学校
定各回60人（多数抽選）
他きょうだいやグループで申し込んで
も、チームが分かれる場合あり
申 電子メールに住所・氏名
（ふりがな）
・
性別・電話番号・学校名・学年と、
参加希
望時間（①または②）を記入して、8月
18日
（木）
17時までに市青少年相談員
連絡協議会事務局
（生涯学習推進課内）
ｍsyougaku@city.kamagaya.chiba.jp
※4日以内に返信がない場合はお問
い合わせください
問生涯学習推進課
☎498・6101

スポーツ
ふれあいサービス協力会員
市民テニス（ダブルス）大会

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

募集
公園サポーター
〜公園を管理してみませんか？〜
魅力ある公園づくりを推進する公
園サポーター制度を設けています。現
在、38カ所の公園などで個人21人と
11団体が活動しています。
内公園の草刈りや清掃、遊具が破損し
たときの連絡、利用者へのマナー指導
など
申 公園緑地課窓口（市役所4階）へ履
歴書を持参
問同課☎445・1489
防衛大学・防衛医科大学（医学科／
看護学科）学生

申し込みメール

◀かまがやの花火実行委員会
ホームページ

申 参加費を持参して、8月8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

内男子一般の部、男子45歳以上の部、
男子60歳以上の部、女子一般の部、女
子55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 9月4日・11日・18日の各
（日）
（予備
日10月9日（日））
所東初富テニスコート
費1組2,500円
他●エントリーは1種目のみ
●組み合わせ・試合時間は、8月26
日（金）から市テニス協会のホー
ムページ、8月28日（日）に福太郎
アリーナで掲示

対 18歳〜20歳で高校卒業または高
等専門学校3年次修了者
（見込み含む）
受付 ①一般＝7月1日
（金）〜10月26
日（水）
②総合＝9月5日（月）〜9日（金）
③推薦＝9月5日（月）〜9日（金）
④医学科＝7月1日（金）〜10月12
日（水）
⑤看護学科＝7月1日（金）〜10月
5日（水）
試験日 ①＝1次:11月5日
（土）
・6日
（日）
②＝1次:9月24日（土）
③＝9月24日（土）
・25日（日）
④＝10月22日（土）
⑤＝10月15日（土）
問自衛隊柏募集案内所☎04・7163・
6884

絵本の読み聞かせ
さくらんぼぐみ
対0〜2歳程度
時8月10日・24日の各（水）
10時45分〜11時、
11時15分〜11時30分
定各5組（申込先着順）
申7月15日（金）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8月7日（日）11時〜11時30分
定10人（申込先着順）
申7月15日（金）10時以降に図書館本館へ電話

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

小学生のためのおはなし会
「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8月13日（土）15時〜15時30分
定10人（申込先着順）
申7月15日（金）10時以降に図書館本館へ電話
夏休みとしょかんげきじょう
図書館員による絵本の読み聞かせや手あそび、パネルシアター、人形
劇団「汽車ポッポ」による人形劇。
対乳幼児〜小学生とその保護者
時8月25日（木）10時30分〜11時15分、14時〜14時45分
定各18人（申込先着順）
申7月15日（金）11時以降に図書館本館へ電話
子ども科学遊び講座
「細胞の中のお仕事見学〜実験で学ぶ酵素の多様な働き〜」
対小学校4〜6年生
時8月5日（金）10時〜11時30分
定12人（申込先着順）
師手作り科学館Exedraの矢吹凌一さん
持筆記用具 他 まなびぃ100対象
申7月15日（金）11時以降に図書館本館へ電話

催し

▶楽しく英語で話そう会
身近な話題で外国人の先生と英会話。対 高校生以上時 8月6日・20日・
27日、9月3日・10日の各（土）16時〜18時（9月3日（土）のみ17時〜
19時）所 東部学習センター定8人（申込先着順）申 シンプルライフ 西
川☎090・7811・7783
▶絵画作品展
時7月22日（金）〜28日（木）10時〜16時（初日は13時から、最終日
は15時まで）所 きらり鎌ケ谷市民会館 ロビー問 絵画の会 彩 有村
☎080・3024・2192

会員募集

▶香煎会
煎茶。対初心者時第2・4（木）9時30分〜12時30分所鎌ケ谷コミュニ
ティセンター定3・4人月2,500円年3,000円申古山☎444・6961
▶カ・ラウアエ
フラダンス。時 月4回（月）の各11時〜13時所 中央公民館定 若干名
入 1,000円月2,100円申小澤☎444・1065
▶鎌ケ谷テニスクラブ
硬式テニス。対初・中級レベル以上の人時●毎週（火）
・
（木）9時〜13時
●毎週（土）
・
（日）、祝日の13時〜16時所東初富テニスコート定5・6人
入5,000円年20,000円他体験参加可申谷畑☎090・5820・4320

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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お知らせ・相談
夏休みに市役所で勉強してみませ
んか？
市役所会議室を自習室として開放
対市内在住の小学生〜高校生
時8月1日（月）〜23日（火）の各9時〜
17時（
（土）
・
（日）、祝日を除く）
所市役所6階 第１・第２委員会室
定20人
他入場時会場入り口の受け付けカード
に記入してご利用ください
問契約管財課☎445・1092
犬・猫のマイクロチップ装着などが
義務化しました

自治会・町会・商店会の夏祭りにつ
いて
4年度の夏祭りについては、新型コ
ロナウイルス感染症の感染防止のた
め開催を中止している場合がありま
す。
開催の可否については、
各自治会な
どへお問い合わせください。
問市民活動推進課☎445・1252

北総

線

さわやかプラザ軽井沢の夏季期間
における利用について
さわやかプラザ軽井沢は、7月12
日（火）〜9月4日（日）の間、休まず営
業します。
※7月19日（火）〜8月31日（水）の間
は、9時〜23時（最終入館22時）ま
での営業時間となります
問同施設☎442・6150
借金問題は解決できます
1人で悩まず、ご相談ください

時8月3日（水）13時30分から
所中央公民館
定5人（申込先着順）
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
申都市政策室☎445・1422

ショッ
ピング
モール

新京
成線

相談無料、秘密は厳守します。
時(月)〜(金)の各8時30分〜12時、13
時〜16時30分（祝日を除く）
相談先 財務省千葉財務事務所☎043・
251・7830

納期限は 8月1日
（月）

ご協力ありがとうございました

東部学習センターが8月1日（月）から開館
東部学習センターは、改修工事が完了したため、8
月1日（月）から開館します。
問同センター☎441・0211

市ホームページ

〜ありがとうございました〜

国道464号東側の高架橋沿いの道
路（市道2432号線）が開通しました。
問道路河川整備課☎445・1435

第63回都市計画審議会の傍聴

6月1日から、ブリーダーやペット
ショップなどで購入した犬や猫には
マイクロチップが装着されており、飼
い主になる際には、飼い主の情報に登
録を変更することが義務化されます。
詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。
問環境課☎445・1229

寄せられた善意

新京成線連続立体交差事業
〜道路が開通しました〜

●小林朗子さんからかまたんのPR用にかまたんキーホルダー100個を
●鎌ケ谷市芸能協会から一般寄付金として30,000円を
（財政室）
●生活応援サービスあおい海から社会福祉のために10,000円を
（社会福祉課）
●花まつりをもっと身近にキャンペーンから福祉のために54,000円を
（市社会福祉協議会）

〇固定資産税・都市計画税 （第2期）
〇国民健康保険料
（第2期）
〇介護保険料
（第2期）
〇後期高齢者医療保険料 （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

プ!

ストッ

ＡＴＭ
振り込め詐欺
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。

市民文化祭で、日頃の成果を発表してみませんか？

第48回

市民文化祭

参加者・作品募集 募集要項を配布中

発表部門

対象 原則として市内在住、
または市内で活動している人
期間 10月8日
（土）〜11月13日（日）
注意 申し込み方法・参加費など詳しくは、
文化・スポーツ課窓口（市役所5階）
・市

ホームページ・各公民館・各コミュニティセンターで配布する「市民文化祭募集要
項」をご確認ください
問市民文化祭実行委員会事務局（文化・スポーツ課）
☎445・1528
※内容など詳しくは、各問い合せ先へご確認ください

書道展

展示部門

日時 ●展示＝10月25日
（火）〜30日（日）

ハワイアンダンス発表会
日時 10月23日
（日）
定員 1団体
（10人以内）
申込締切 7月29日
（金）

問 早川☎090・3577・6999（不在
の場合は留守番電話に要件と連絡先
を要録音）

洋舞発表会
日時 11月13日
（日）
定員 1団体
（20人以内）
申込締切 7月25日
（月）

問小川☎090・4098・6031

市民音楽祭
ロック以 外 の 洋 楽 の 発 表(合 唱
など)。
日時 10月30日
（日）
申込締切 7月31日
（日）
問 赤田☎090・4125・0484（不在
の場合は留守番電話に団体名、代表
者名、連絡先を要録音）

絵画展
水墨、水彩、油彩、パステル0〜30号の規格。
1人1点。
対象 中学生以上
日時 ●展示＝10月8日
（土）〜13日（木）
●搬入＝10月7日（金）9時30分〜12時
●搬出＝10月13日（木）16時〜16時30分
申込締切 8月10日
（水）
問白戸☎090・8874・0655

手工芸展
手作りで展示可能なもの。
日時 ●展示＝10月18日
（火）〜23日（日）
●搬入＝10月17日（月）10時〜14時
●搬出＝10月23日（日）15時〜16時
申込締切 8月25日
（木）
問小金☎444・5931

※華道展、盆栽展、芸能発表会、三曲演奏会、民謡大会については、今回は一般募集は行いません

●搬入＝10月24日（月）10時〜14時
●搬出＝10月30日（日）16時〜17時
申込締切 9月15日
（木）
問 井出☎090・2309・7961／北村☎090・
2534・5435

川柳展
1人2点まで。色紙または短冊に記入。
日時 ●展示＝10月31日
（月）〜11月6日（日）

●搬入＝10月31日
（月）
9時30分〜10時30分
●搬出＝11月6日（日）16時〜17時
申込締切 10月20日
（木）
問吉田☎443・4552（19時まで）

写真展
大きさは四つ切以上A3ノビ（半切）まで。1人
1点。
日時 ●展示＝11月3日
（木）〜7日（月）
●搬入＝11月3日（木）9時〜11時
●搬出＝11月7日（月）16時〜17時
申込締切 8月31日
（水）
問柄越☎090・8340・3438
※お茶席は開催しません。囲碁大会は開催検討中です

6 お知らせ
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2年ぶりに会場で

NICO-kama fes 2022
10時〜16時

会場

開
催
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乳幼児・小学生もそれぞれのコーナーで楽しい
遊びを用意しています。

ショッピングプラザ鎌ケ谷・
きらり鎌ケ谷市民会館
問こども支援課☎445・1320
申し込みフォーム

芋

やってくる！
に
谷
ケ
鎌
が
長
洗坂係

問くぬぎ山児童センター☎047・389・1401

えいごのへや 〜かぞくをえいごでいってみよう〜
イギリス人の先生と一緒に歌を歌って、絵を使って、楽しく英語
を覚えましょう！
今回のテーマは家族。家族は英語でなんていうのかな？

13時30分〜開場
14時〜開演
15時〜終演・退場
申 7月31日（日）までに申し込み
フォームから（多数抽選）
問こども支援課☎445・1320

申かまがやワールドプラザ☎442・1850

拓本しおりをつくろう！
大昔に鎌ケ谷市に住んでいた人
たちが使っていた、土器（土ででき
た入れ物）の模様を写して、しおり
を作ってみませんか？

申し込みフォーム

申し込みフォーム

問文化・スポーツ課☎445・1528

クイズ×謎解き×体験ラリー

頭と体を動かして、
夏の疲れを吹き飛ばせ！

ワークショップ（事前申込制）

申各申込締め切り日までに、
ニコカマフェスホームページから

詳しくは、ニコカマフェスホー
ムページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染状況
により、開催を中止する場合が
あります。

対象 ひらがなが読める児童
所要時間 30分〜60分程度
参加方法 ●8月12日
（金）までにニコカマ

フェスホームページから予約
●当日10時〜15時に会場で受
け付け
会 場 シ ョッピン グ
プ ラザ 鎌 ケ 谷1階
エレベーター前

ニコカマフェス

ニコカマフェス
ホームページ

もしも、公演中に災害が発生したら…？

ごみの捨て方やお金の使い方を一緒に学びましょう！

避難訓練寄席

夏休みこども消費生活講座
問商工振興課☎445・1240

問きらりホール☎441・3377

ごみの捨て方やお金の使い方など、ゲームやクイズを通じて、生
活の身近な事について一緒に学びましょう！
対象 小学生とその保護者
定員 各会場15人
（申込先着順）
申し込み 商工振興課☎445・1240、
または各会場へ電話／窓口で

「もしも公演中に災害が発生したら」という想定の
下、皆さんで参加する避難訓練を行います。訓練の
後は落語の続きを楽しめます。
公演中に、地震による火災が発生したことを想定
し、公演を一時中断して、ホールスタッフの誘導の下
屋外へ階段で避難します。
対象 階段で屋外まで避難できる人
日時 9月19日
（月）14時から（13時30分開場）
定員 300人
（申込先着順）
費用 ご厚意
（金額は任意）
※収益の半額を市社会福祉協議会へ寄付します
服装 動きやすいもの、
靴
申し込み 9時以降にきらりホール窓口／☎441・3377
出演 柳家さん光、
柳家小ふね、柳家風柳、鈴々舎美馬
その他 全席自由

ゴミの捨て方講座
日時

場所

申し込み先

7月26日
（火）
14時30分〜16時

くぬぎ山児童センター

☎047・389・1401

8月26日
（金）
10時〜11時30分

中央児童センター

☎444・0144

お金の使い方講座
日時

柳家さん光

場所

申し込み先

7月28日
（木）
14時30分〜16時

北中沢児童センター

☎442・2011

7月29日
（金）
10時〜11時30分

中央児童センター

☎444・0144

8月2日
（火）
10時〜11時30分

粟野児童センター

☎441・7066

8月5日
（金）
14時30分〜16時

南児童センター

☎438・5040
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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
Welcome Baby Advice（完全予約制）
内●妊娠中〜産後に心掛けたい食事・家族の食生
活の話
●産後の過ごし方と家族のサポートの話
●赤ちゃんのお世話・沐浴体験 など
対初めて母親になる人（妊娠5カ月以上を推奨。第
2子以降を妊娠中の人は要相談）
※夫婦での参加可
時 7月27日（水）9時30分〜11時、11時〜12時
30分
所総合福祉保健センター3階
定各6組
他個別訪問も行っています
問☎445・1393

「かむ子・のびる子・元気な子」
料理コンクール 献立募集！
8020（はちまるにいまる）運動を推進するた
め、丈夫な歯やかむ力を育てる子ども向けの「健
康かみかみ弁当」の献立を募集しています。
対県内在住・在勤・在学の人
申 県歯科衛生士会ホームページおよび健康増進
課窓口（総合福祉保健センター1階）で配布する応
募用紙に記入して、8月26日（金）まで（消印有効）
に同課ゆ〒273-0195
問☎445・1394
すこやかライフ講座
スナック菓子の塩分、油の量を調べてみよう。
対小学生とその保護者
時8月18日（木）10時〜12時
所総合福祉保健センター3階
定6組
持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾2枚
保育 未就学児、
先着5人
（8月15日
（月）
までに要申込）
他まなびぃ100対象
申☎445・1546

子宮頸がん予防接種は、ワクチンの安全性が確認され、令和4年度から接
種勧奨を再開することになりました。
定期接種
対象 平成18年4月2日〜23年4月1日に生まれた女性
注意 対象者へは順次通知をしますが、
早めに接種を希望する場合は、健康増

食中毒予防の3原則

進課へ連絡してください。予診票を送付します

●調理前、トイレ後、生肉・魚・卵を扱った後はよく手を洗う
●調理器具は、すぐに洗い流し消毒をし、常に清潔な物を使う（生の
肉や魚を扱った後は特に注意）

増やさない
●食材の購入時は、保冷剤を入れたエコバッグなどを使用し、すぐに
持ち帰る
●保存温度は冷蔵庫で10℃以下、冷凍庫で−15℃以下にする
●調理後は長時間室温に置かない
●食品の解凍は冷蔵庫内か電子レンジで。
再冷凍は危険なため控える

やっつける
●加熱して調理する食品は十分に加熱する（中心部の温度が75℃で
1分間以上が目安）
●電子レンジの加熱不足に注意し、熱の伝わりにくい物は時々かき
混ぜる
健康増進課

キャッチアップ接種
ワクチン接種勧奨の差し控えにより、
定期接種の接種機会を逃した人は、
残
りの回数を接種できます。
対象 平成9年4月2日〜18年4月1日に生まれた女性で、
接種を3回完了してい
ない人
接種期間 7年3月31日まで
接種費用の払い戻しについて
キャッチアップ接種対象者が、
定期接種の年齢
（小学校6年生〜高校1年生
相当）
を過ぎて子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した場合、
市が定める範
囲で接種費用の払い戻しを行います。
手続き方法など詳しくは、
健康増進課へ
ご連絡ください。
共通事項
接種方法 医療機関に予約して接種
持ち物 予診票、
母子健康手帳、健康保険証など住所・年齢が

確認できるもの

市内の福祉ボランティア活動に参加しませんか？

夏休み 福 祉体 験
災害救援ボランティアネットワーク

整理ボランティアコスモスの会
点訳友の会
福祉ボランティア

かまがや健幸サポーターとは、介護予防体操を
推進するボランティアのことです。かまがや健幸
サポーターと一緒に体操してみませんか？
他 派遣を希望する場合は、希望日の約1カ月前ま
でに高齢者支援課までお問い合わせください
申同課☎445・1384

問健康増進課☎445・1390

夏場は食中毒菌が増えやすく、食中毒の発生が多い時期です。通
常の「腐敗」とは違い、臭いや形状ではわからないこともあります。乳
幼児や高齢者などは重症化しやすいため、食品の取り扱いに注意が
必要です。次の原則を守り、食中毒予防に取り組みましょう。

車いす点検整備ボランティアの会

かまがや健幸サポーターを派遣します
〜地域の健康づくりを応援します！〜

接種勧奨が再開されました

「食中毒にご用心！！」

団体名

対市内在住で介護保険の認定を受けていない、全
日程参加できる65歳〜74歳の人
時 8月6日・20日、9月3日・24日、10月8日・22
日・29日、
12月3日の各
（土）
14時〜16時
（全8回）
所まなびぃプラザ
定12人（申込先着順）
服装 運動ができるもの
持飲み物、タオル
申高齢者支援課☎445・1384

子宮頸がん予防（HPV）ワクチン

健康だより

付けない

認知症早期発見・早期予防プロジェクト
〜楽笑
（らくしょう）
トレーニングに取り組もう！〜

問ボランティアセンター
☎442・2940

内容

対象 小学校3年生〜大学生
その他 希望者には
「活動証明書」を発行

市ホームページ

ボランティアセンター
ホームページ▶

申し込み 各体験日の3日前までにボランティアセンター☎442・2940
日時

市内福祉施設などが保有する車いすの点検とクリーニン
グをします（修理は行いません）。

7月28日（木）9時30分〜12時

シェイクアウト & だんごポーズ、防災クイズ、簡単な
グッズづくりなどについて学びます。

7月29日（金）10時〜12時

シェイクアウト、マイタイムライン講座、簡単なグッズづ
くりなどについて学びます。

7月29日（金）13時〜15時

使用済み切手の整理作業と切手の貼り絵を作成します。

場所

募集人数

総合福祉保健センタ−5階

5人

総合福祉保健センタ−5階

各10人

8月4日（木）10時〜11時30分

総合福祉保健センタ−5階

10人

点字の読み方、点字器を使った書き方を学びます。

8月19日（金）10時〜12時

市役所地下 団体研修室

15人

市民の協力により作成したシーツやＴシャツなどを高齢
者施設で使用するウエス用にカットします。

8月19日（金）13時30分〜15時30分

総合福祉保健センター5階

5人

8
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かまがや市民創作ミュージカル

昨年度、
3年ぶりに復活し、
大好評だった
「かまがや市民創
作ミュージカル」
を今年度も開催します。
6回目となる今年
は、
令和5年3月18日
（土）
・19日
（日）
に公演予定です。
今までと同様に脚本・演出は相澤美智子
（
「劇団GAYA」
主
宰）
さんが担当します。
鎌ケ谷を舞台としたオリジナルミュー
ジカルに、
出演者やスタッフとして参加してみませんか？
出演者の募集
対象 小学生以上
（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
ボランティアスタッフの募集
公演当日のみの参加も大歓迎です！
内容 稽古の手伝い、
衣装・大道具・小道具・
パンフレットの製作、ヘアメイク、前日準備
や当日受け付けなど
対象 中学生以上の人

共通事項
申し込み 7月16日
（土）〜8月15日（月）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
申し込み
ル窓口へ持参／ゆ〒273-0101富岡1-1-3／ｆ445・6777
フォーム
その他 ●オーディションは8月20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、申し込み方法
など詳しくは、申込書をご覧ください
●出演者の写真や動画を、きらりホールのホームページなどに掲載す
る場合があります

一本松遺 跡にくらした人たちの生活を見てみよう！

郷土資料館子ども講 座「 縄文人の生活ウォッチング」
縄文時代の人々はどのような暮らしをしていたのか、実際の資料や発掘調
査の成果から学びます。火おこし体験もできます。
内容 ●縄文時代の一本松遺跡についての話
（展示の見学）
●縄文土器に触れる体験 ●火おこし体験
対象 小学校3〜6年生
（低学年・未就学のきょうだ
いは保護者同伴のうえ見学のみ可）

第25回 ミニ展示

問郷土資料館☎445・1030／ｆ443・4502
郷土資料館では、市内中沢地区に所在する一本松遺跡展を開催します。こ
の遺跡は平成28年度に発掘調査し、縄文時代および古墳時代の住居跡や遺
物が出土しています。この調査で発見した、縄文時代後期の柄鏡形（えかがみ
がた）住居跡、縄文土器、石器および古墳時代前期の住居跡、出土資料を展示
します。
当時の暮らしについて、実際に出土した遺物と写真パネルを見ながら理解
を深めてみませんか？
展示期間 7月16日(土)〜9月25日(日)の各9時〜17時
（休館日を除く）
場所 郷土資料館2階 展示室
その他 ギャラリートークは実施しません

柄鏡形住居跡

出土した縄文土器

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

問郷土資料館☎445・1030／
ｆ443・4502

日時 7月30日(土)10時〜12時
場所 図書館本館3階 集会室
費用 50円

定員 30人
（多数抽選）

服装 動きやすく、
汚れてもよい服、靴

申し込み 7 月 2 2 日（ 金 ）17 時 ま で に 郷 土 資 料 館

火おこし体験の様子

☎445・1030

一本松遺跡 展

縄文時代と古墳 時代のライフスタイル

遺跡調査状況

問きらりホール
☎441・3377

謎を 解 い て 応 募 し よ う ！
謎解き！チーバくんのまち探検！
i n とうかつ
歴史ある街並みや、都市に残る豊かな自然を楽しめる東葛飾地域
の観光スポットなど、13施設に隠されたパネルを探して、謎解きに
挑戦しよう！
正解した問題の数に応じ、
抽選ですてきな賞品をプレゼントします。
期間 8月31日
（水）まで
応募締切 9月14日
（水）
（消印有効）
賞品 ●ＮＥＣグリーンロケッツ東葛のサイン入りホッケーシャツ
●東葛地域各市特産品詰め合わせ
●チーバくん特製ＱＵＯカード
●チーバくんグッズ詰め合わせ
●チーバくん缶バッジ
その他 詳しくは、
県ホームページをご覧ください
問 県 東 葛 飾 地 域 振 興 事 務 所 ☎ 047・361・ 県ホームページ
2175

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 109,755人
（前月比+45）
男 54,088人 女 55,667人
世帯数
51,388世帯（前月比+61）
〔R4.6.1現在〕

