
貴重な資料24,454点をご寄贈いただきました
　このたび、国登録有形文化財「澁谷家住宅」に保存されてきた江戸時代以降の歴史資料と民俗資料合

わせて24,454点をご寄贈いただきました。また、市指定文化財「渋谷総司書簡」につきましても、寄託の

申し出をいただき、郷土資料館で保管することとなりました。心から感謝申し上げます。

　これらの資料につきましては、市の歴史を後世に伝えていく貴重なものであり、大切に保存し、整理が

終わりましたら、市民の皆さんに公開させて頂くなど、活用してまいります。

インターネット梨販売が大好評
　鎌ケ谷の美味しい梨を全国にPRするため平成27年度から開始したインターネット梨販売。今年も7月1日から予約を受け付けています

が、大変好評で、贈答品として購入され全国に配送する方など、リピーターも着実に増えてきています。

　7月21日現在、用意した5品種1,350箱のうち1,232箱が予約され、既に「幸水」「豊水」は完売となりました。その他の品種は、まだ予約

可能なものがありますので、市民の皆さんで購入ご希望の方は、ぜひご利用ください。

　なお、丹精込めて作られた鎌ケ谷の梨は、市内各所の直売所で購入することができますので、自慢の味「鎌ケ谷の完熟梨」をぜひお試しく

ださい。

市長メッセージ

鎌ケ谷市長
芝田 裕美

問クリーン推進課☎445・1223

わたしたちにできる取り組み例

　その他の取り組み事例など詳しくは、

市ホームページをご覧ください。

市ホームページ

さあ、できることから
はじめよう

　近年、プラスチックごみによる海洋汚染が世界的に問題とされています。

　鎌ケ谷市は海に面していませんが、ポイ捨てなどで適切に処理されな

かったごみは、風に飛ばされたり大雨で流されたりすることで、川に入りや

がて海へ流れてしまいます。このまま

何もしなければ、2050年までに海洋

中に存在するプラスチックの量が魚の

量を超過すると予測されています。

　一人一人が身近な問題として捉え、で

きることから取り組んでいきましょう。

●使い捨てスプーン・ストローなどのプラスチック製品の使用を控える

●ごみのポイ捨てをしない

●屋外で出たごみは家に持ち帰って処分する

●必要のない包装やレジ袋は断る

●マイボトルやマイバッグなど繰り返し使用できるものを使う

　新規感染者数が全国的に全ての年代において増加しており、本

市も例外ではありません。

　1・2回目の接種で得た免疫は、オミクロン株に対する予防効果が

時間の経過により著しく低下します。

　申請フォームに必要事項を入力／健康増進課窓口で申請。

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
新型コロナワクチン3回目接種が済んでいない人へ新型コロナワクチン3回目接種が済んでいない人へ

　夏休みを迎え、人との接触の増加などが予想

されます。

接触の増加

　令和4年8月1日から、総合福祉保健センター4階のワクチン対策室は、総合福祉保健

センター1階にある健康増進課内に移動しました。

3回目接種をご検討ください

　3回目接種により、オミクロン株に対する感染予防や発症予防、

重症化予防の効果が回復します。免疫力向上のため、3回目接種を

ご検討ください。

対象2回目ワクチン接種終了後、5カ月以上経過した12歳以上の人

3回目の接種で得る免疫

　発熱などの症状があり受診する場合、身近なかかりつけ医などに、事前に電話で相談し

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。

市健康増進課 8時30分〜17時（（土）・（日）、祝日を除く）☎445・1390／ｆ445・8261

千葉県発熱相談コールセンター（24時間365日）☎0570・200・139

　59歳以下の医療従事者などで、市に住民票があり4回目接種を

希望する場合は、接種券の申請が必要です。

発熱などに関する相談窓口

医療従事者など4回目接種の接種券について

問ワクチン対策室

　☎446・2601

1・2回目の接種で得た免疫 申請方法

お知らせ

渋谷総司書簡

申請フォーム

主な内容

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）
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万一の事故に備え交通災害共済に加入しませんか？

交通災害共済 会員募集のお知らせ

　児童扶養手当は、ひとり親家庭や、親に代わって児童を養育する家庭に対し支給される手当です。

受給資格者
　次のいずれかの要件に該当する児童を監護している母や、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。

※児童とは、18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある人（一定の

　障害がある場合は20歳未満の人）

要件 ●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（国民年金の障害等級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（ドメスティック・バイオレ

　　ンス）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10,160円〜43,070円

　　　●児童2人目の加算額＝月額5,090円〜10,170円

　　　●児童3人目以降の加算額（1人につき）＝月額3,050円〜6,100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

申請には事前相談を
　児童扶養手当を受けるためには、手続きが必要です。請求時の状況により、必

要な書類などが異なりますので、必ず事前にこども支援課で確認してください。

現況届は8月31日（水）までにご提出を
　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（水）までに現況届の提出が必要です。提出がないと、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。

養育費・面会交流の個別相談会
　「養育費の取り決め方が分からない」「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。

対象ひとり親家庭または離婚を考えている親

日時8月31日（水）13時30分〜16時30分（1人40分程度）

場所総合福祉保健センター3階　集団指導室・個別指導室

相談員養育費等相談支援センター主任研究員の八幡秀夫さん 他

申し込みこども総合相談室☎445・1349

児童扶養手当をご存じですか？
申請の際は
必ず事前にご相談を

▶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

　い、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

対象① 住民登録をしている人

　　② ①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9月1日（木）〜5年8月31日(木）

費用年間700円

その他詳しくは、市ホームページをご確認ください

申し込み 出張受け付け、または市役所で次の日時

に申し込みができます

●南児童センター＝8月8日（月）9時〜11時

●道野辺中央コミュニティセンター＝8月8日

　（月）13時30分〜15時30分

●東部学習センター＝8月9日（火）9時〜11時

例えばこんな場合には

問道路河川管理課

　☎445・1457

問こども支援課

　☎445・1325

特別児童扶養手当
対象
20歳未満で次のいずれかの条件を満たす子どもの保護者

障害児福祉手当
対象精神または身体に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

歳未満の在宅の子ども

支給額月額14,850円

特別障害者手当
対象 精神または身体に重度の障がいがある

ため、日常生活で常時特別の介護を必要と

する20歳以上の在宅の人

支給額月額27,300円

注意
●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歳以上で施設に入所した場合

　や入院して3カ月を超える場合は対象外

●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あり

●所得制限あり

●支給額は令和4年4月時点で算出

現況届の提出は9月12日（月）まで
　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）の提出が必要です。

問障がい福祉課

　☎445・1305特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当各種手当のご案内

特別児童扶養手当2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）

支給額月額34,900円

Jアラート 全国一斉の情報伝達
試験を実施

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

試験放送

　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8月10日（水）11時ごろ

問安全対策課☎445・1278

8 10(水) 11時ごろ

　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。

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

●南初富コミュニティセンター＝8月9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10日

　（水）9時〜11時

●くぬぎ山コミュニティセンター＝8月10日

　（水）13時30分〜15時30分

●北部公民館＝8月12日（金）9時〜11時

●北中沢コミュニティセンター＝8月12日

　（金）13時30分〜15時30分

●市役所

　▶市役所1階市民ホール＝8月31日（水）まで

　▶道路河川管理課（市役所4階）＝9月以降

　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。

特別児童扶養手当1級
●身体障害者手帳1・2級程度である

●療育手帳の判定が A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）

支給額月額52,400円
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　新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いがあり、仕事を休んだ

従業員に傷病手当金を支給します。

対象国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している、次のいずれかの条件

を満たす人

●新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事を休んだ

●発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ仕事を休んだ

※詳しくはお問い合わせください

対象期間9月30日（金）まで

支給額直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額×3分

の2×支給対象日数

注意●事業主や医療機関の証明が必要です

　　●療養期間中に給与などが支給されていると、傷病手当金の全部もしくは一部

の支給が制限される場合があります

　　●支給額には上限があります

申し込み保険年金課窓口（市役所1階）または市ホームページで配布する申請書に記

入して同課窓口へ持参／ゆ〒273-0195

　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（土）8時15分から

　　●長崎＝8月9日（火）11時2分から

●旧免許状所持者（平成21年3月以前に初めて取得した人）で、更

新をしていない人は、免許はすでに回復しており、有効期限の

ない免許状となりました

●新免許状所持者（平成21年4月以後に初めて取得した人）で、す

でに失効している人は、再授与申請のみを行えば、有効期限の

ない免許状が授与されます

　7月1日に、改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制

が廃止となりました。現在、県では講師登録者が不足しています。

出産休暇や育児休業などの代替講師が、一部の学校で配置でき

ないため、公立小中学校に勤務する講師を募集しています。

　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登録

説明会を行います。

日時①8月6日（土） ②9月17日（土） ③11月5日（土） ④12

月3日（土） ⑤5年1月7日（土） ⑥5年2月4日（土）の各9時

30分から（9時15分から受け付け）

場所①＝流山市役所 ②＝東葛飾研修所（野田市） ③⑥＝東葛
飾合同庁舎（松戸市） ④＝さわやかちば県民プラザ ⑤＝我

孫子市民プラザ 

問県教育庁東葛飾教育事務所☎047・361・2124

対象期間が令和4年9月30日まで延長

国民健康保険・後期高齢者医療制度の
傷病手当金の支給

問都市政策室☎445・1422鎌ケ谷市都市計画マスタープラン（案）

問社会福祉課☎445・1286

パブリックコメント 皆さんの意見を募集

原爆死没者の冥福を祈り1分間の黙とうを

問●国民健康保険について＝保険年金課☎445・1204

　●後期高齢者医療制度について＝県後期高齢者医療広域連合☎043・216・

　　5013／保険年金課☎445・1207

　都市計画に関する基本的な方針である「鎌ケ

谷市都市計画マスタープラン（案）」への意見を募

集します。

閲覧場所 市ホームページ、都市政策室窓口（市役

所4階）、情報公開コーナー（市役所3階）、各コ

ミュニティセンター、まなびぃプラザ、学習セン

ター（各公民館）、図書館本館

提出期限8月2日（火）〜31日（水）（必着）

提出方法 意見用紙（様式自由）に住所・氏名（法

人その他の団体にあっては、所在地、団体および

代表者名）と意見を記入して、都市政策室窓口

へ持参／ゆ〒273-0195／ｆ445・1155／

ｍtosikei@city.kamagaya.chiba.jp

注意●電話などの口頭による意見や匿名の意見は、

パブリックコメントの扱いとなりません

　　●意見に対する市の考え方については、個人

情報を除いて市ホームページなどで公表

します（個別回答は行いません）

24時間・365日24 365 　令和3年度〜7年度の5年間で、市内公共施設39カ

所に設置してあるAED（自動体外式除細動器）を、屋

外収納ボックスに移設しています。施設が閉庁してい

る夜間・休日でも、誰もが使用できるようになります。

　4年度は、7月末までに3公共施設に設置が完了し、

市内24カ所でいつでも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

令和3年度 屋外設置施設一覧（21施設）

●郷土資料館

●鎌ケ谷小学校

●粟野保育園

令和4年度 屋外設置
施設一覧（3施設）

誰もがAEDを使用できます

屋外に設置
市内公共施設の市内公共施設のAEDを

問消防本部警防課

　☎440・8125 図書館本館の外壁に設置したAED

　「鎌ケ谷市都市計画マスタープラン」に

ついて、パネル展示などによるオープンハ

ウスを開催します。

期間8月16日（火）〜19日（金）

場所市役所1階 市民ホール

その他 担当者が不在時の質問などは、都

市政策室へお問い合わせください

問都市政策室☎445・1422

オープンハウスを開催

教員免許更新制の廃止
先生になりませんか？

改正教育職員免許法施行後の教員免許状の扱い

講師登録説明会のお知らせ

問県教育庁東葛飾教育事務所

　☎047・361・2124
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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



かまがやの花火
ホームページ

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

　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24日（水）14時

所船橋市役所9階 第1会議室

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（土）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（火）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

ふれあいサービス協力会員非核・平和を祈念する市民の集い

　社会福祉施設などへの就職希望者

と、求人のある社会福祉施設・事業所

の採用担当者との個別面談や福祉職

場に関する相談などを行います。

時①8月21日（日）13時〜16時

　②10月1日（土）13時〜16時

　※いずれも12時30分から受け付け

所①=ホテルポートプラザちば2階

　②＝市川グランドホテル7階

他履歴書、スーツ不要

問県福祉人材センター☎043・222・

1294

福祉のしごと就職フェアinちば（後期）

創作教室 ザ・チャレンジ
「とぶおもちゃをつくろう！」

対1人で作業ができる小学生

（保護者入室不可）

時8月20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2日（火）10時以降に図

書館本館に電話

映画「モンスター・ホテル（吹き替え版）」
上映会

食川柳コンクールの
応募期間は9月9日（金）まで
食川柳コンクールの
応募期間は9月9日（金）まで

「食品ロス」をテーマに5・7・5で作ってみましょう

対象 ●市内に在住・在学・在勤の人（親子の共同作品も可）

　　●市内に在住・在学の中学生以下の人

申し込み 市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）で配布する用紙に記入して、9月9日（金）まで（必着）に同

課ゆ273-0195／窓口へ持参または、市ホームページで提出

注意 ●応募は1人1点

　　●詳しくは、市ホームページをご覧ください

問健康増進課☎445・1546

お知らせ・相談

家事調停

　離婚や相続などの家庭のトラブルを

扱っています。

問千葉家庭裁判所事務局☎043・

333・5303

民事調停

　自然災害や新型コロナウイルス感

染症などでローンの支払いに困ったと

きに、特定調停で返済の見直しなどを

図ることができます。

問千葉地方裁判所事務局☎043・

333・5238

裁判所からのお知らせ
〜家事調停・民事調停について〜

　熱中症警戒アラートの発表や暑さ

指数の情報を、電子メールやスマート

フォンアプリ「LINE」で受け取ること

ができます。詳しくは、環境省熱中症

予防情報サイトをご覧ください。

問環境課☎445・1227

熱中症警戒アラート・暑さ指数の情
報配信

　仕事を探しているが見つからない、

探し方がわからない、今の仕事より条

件のよい仕事を探しているなど、仕事

についての悩みを、ハローワークに相

談できます。

対児童扶養手当を受給し、就職活動を

している人

時8月25日（木）10時〜15時

所総合福祉保健センター2階

他臨時窓口開設日に来庁できない場

合は、ハローワーク船橋☎047・420・

8609

申こども総合相談室☎445・1328

就労支援キャンペーン
ハローワーク臨時相談窓口

第5回かまがやの花火に来場される
皆さんへ

環境省熱中症
予防情報サイト

対●感染経路が業務によることが明

らかな場合

　●感染リスクが高い業務に従事し、

それにより感染した蓋然性が強い

場合

　●医師・看護師や介護業務の従事

者は、業務外で感染したことが明

らかな場合を除き原則として対象

　●症状が持続し、療養などが必要と

認められる場合

※詳しくは、厚生労働

　省のホームページ

　をご覧ください

問船橋労働基準監督

署☎047・431・0183

業務によって新型コロナウイルス感
染症に感染した場合、労災保険給付
の対象となります

厚生労働省
ホームページ

記載がないものは所図書館本館 問図書館本館☎443・4946

図書館ボード図書館ボード

　モンスターしか入れないホテルに迷い

込んだ人間のジョニーが、ドラキュラ伯爵

の娘に恋してしまい、やがて周りを巻き込

む騒動に発展してしまう。

時8月27日（土）15時〜

16時45分

所東部学習センター

定50人（申込先着順）

申8月2日（火）11時以

降に図書館本館へ電話

　県では、太陽光パネル・蓄電池を県民

みんなでお得に購入する共同購入の参

加者を募集しています。

　「みんなのおうちに太陽光」では、自宅

の屋根で発電できる太陽光パネルのほ

か、夜間や災害時に役立つ蓄電池を安心

して導入できる機会を提供しています。

他オンライン説明会を実施

申8月31日（水）までに専用ウェブサ

イトから参加登録

問毎週（月）〜（金）の各10時〜18時

（祝日を除く）に、みんなのおうちに太

陽光事務局☎0120・758・300

太陽光パネル・蓄電池の共同購入事
業参加者募集中！

市ホームページ

問きらりホール

　☎441・3377

 きらり！音楽の宝石箱 きらり！音楽の宝石箱 5

　0歳児から入場可能なコンサートを開催します。クラシックの名曲から

みんなで歌える童謡まで、盛りだくさんの内容です。親子だけでなく大人

一人でも観覧できます。

    ●加藤昌則編「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」、ベートーヴェン「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

※楽曲は変更する場合があります

    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）

    8月7日（日）13時30分から（13時開場）

    ●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）

    ※3歳未満膝上無料

      ●全席指定　●未就学児入場可

       きらりホール☎441・3377／窓口

※当日券の購入は窓口のみの受け付けで、一般料金となります

内容

出演

費用
日時

その他
申し込み

奥村愛プロデュース

キッズのためのはじめての音楽会

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4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22日（月）17時までに文化・ス

ポーツ課窓口／☎445・1531

問市ソフトテニス連盟 宮崎☎090・

8962・4751

鎌ケ谷オープンソフトテニス大会

スポーツ

　内野グラウンド（無料観覧席）の募

集は締め切りましたが、有料の当日券

を販売します。ファイターズ鎌ケ谷ス

タジアムへ入場する際には、感染症対

策の他、入場者の氏名および連絡先を

記入した用紙の提出が必要です。

　詳しくは、かまがやの花火ホーム

ページをご確認ください。

他●駐車場はありません

　●当日はシャトルバスおよび路線

　　バスの運行はあ

　　りません

問かまがやの花火

実行委員会事務局

（読売新聞富士栄内）

☎445・8811
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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は、市ホームペー

ジをご覧ください

申8月1日（月）8時30分以降に中央消

防署☎444・3222

一般向け

対中学生以上

時8月20日(土)

　●市民向け＝9時〜11時

　●一定頻度者向け＝9時〜12時

事業所向け

対中学生以上で受講希望者が5人以

上の法人・団体

時申し込み時にご相談ください

問消防本部警防課☎440・8125

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ

対市内在住・在勤で、全回出席可能な人

時9月7日・14日・28日・10月5日の

各（水）9時〜12時（全4回）

定18人（多数抽選）

費1,000円

師陶芸家の金子光司郎さん

他まなびぃ100対象

申往復はがきに住所・氏名（ふりがな)・

電話番号、陶芸経験の有無と返信宛先

を記入して、8月15日（月）まで（消印

有効）に東初富公民館ゆ〒273-0122

東初富1-10-1、またははがきを持参

して同館窓口

問同館☎446・5555

東初富公民館 陶芸教室
〜手作りの器でカフェタイム〜

　再就職を希望する人を対象に、専門

的知識や技能を学ぶための職業訓練

を実施します。

内①溶接技術科

　②生産設備科

　③生産システム・ネットワーク技科

定①＝15人 ②＝16人 ③＝24人

費テキスト代、作業服代など

他●説明会は8月18日（木）13時から

3時間程度（要予約）

　●筆記および面接は9月3日（土）

申8月22日（月）までに、ハローワーク

船橋窓口／☎047・431・8287

問ポリテクセンター千葉☎043・422・

4810

公共職業訓練受講生（10月生）
技能・技術を身に付け、再就職を！

家庭教育セミナー
転ばぬ先の杖「ウオーキングのすすめ」

　健康の一歩は脚から。歩き方のこつを

学んでウオーキングに出掛けませんか？

対市内在住・在勤の人

時9月8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
服装運動ができるもの

持飲み物、タオル

申同館☎445・2012／窓口

　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。

対全回参加できる人

時9月10日・24日、10月8日・22日、

11月5日・19日の各（土）9時15分〜

12時（全7回。7回目の講座は12月中

に開催予定）

所中央公民館

費1,500円

他オンライン会議サービス「Zoom」

での参加可。こども食堂創作レシピ

本3冊セットをプレゼント

申氏名・電話番号・参加方法を記入して、

ＮＰО法人ゆこびとｍinfo@yukobito.

life、または☎050・5318・7996／

申し込みフォームから

問同法人☎050・5318・7996

こども食堂立ち上げ実践講座
〜鎌ケ谷市にこども食堂の輪を広げ
よう〜

イベント

講座・講演

　「おもちゃの病院」のボランティア

が壊れたおもちゃを無料（部品代除

く）で修理します。

時8月6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

など）

注お預かりして修理します

問同センター☎442・2011

「おもちゃの病院」がやってくる！

内書・絵画・写真・手工芸品の展示

時8月5日（金）〜8日（月）10時〜16時

（初日は13時から、最終日は14時まで）

所きらり鎌ケ谷市民会館ロビー

問市老人クラブ連合会事務局☎445・

1375

市老人クラブ連合会作品展

業務内容 介護保険要介護認定に関す

る訪問調査

対介護支援専門員など保健医療福祉

の国家資格などを有していて、介護認

定調査員研修を受講済みである人
任用期間 5年3月31日（金）まで（勤務

実績などにより更新あり）
勤務場所 高齢者支援課、調査対象者の

家、病院など

定若干名
報酬等1件4,550円（交通費を含む）

申履歴書、資格者証・介護認定調査員

研修修了証の写しを高齢者支援課へ

持参

問同課☎445・1380

介護認定調査員

申し込みフォーム

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

催し 会員募集
▶水彩画展
時8月1日（月）〜15日（月）の各9時〜22時（初日は12時から、最終日は15

時まで）所東部学習センター問楽しく描こう会 杉浦☎446・1778

▶骨盤体操とひきしめエクササイズ
時8月5日・12日・19日、9月2日・9日・16日の各（金）10時〜11時所東部学

習センター定5人（申込先着順）費800円申パル（骨盤体操） 12時〜21時に

小川☎090・5588・4862

▶ちょっとスケッチの会 水彩画展
時8月16日（火）〜31日（水）の各9時〜22時（初日は13時から、最終日は16

時まで）所東部学習センター問同会 中山☎090・1990・7203

▶水彩画展
時8月25日（木）〜31日（水）の各10時〜16時（初日は12時から）所きらり

鎌ケ谷市民会館ロビー問絵筆の会 杉浦☎446・1778

▶皇風煎茶礼式 煎茶教室
時第1（木）13時〜16時所道野辺中央コミュニティセンター定若干名

月2,000円申大越☎445・6087

▶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）の各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

▶梨香会
習字。対小学生以上時月3回（土）の各13時〜16時所東部学習センター定若

干名入●小・中学生＝1,000円 ●高校生以上＝2,000円月3,000円費教

本代など申藤田☎070・1947・0375

業務内容 困難事例に対する技術支援

や介護予防事業、総合相談業務など

対主任介護支援専門員の資格および

普通自動車運転免許を有する人

主任介護支援専門員
会計年度任用職員

　8月1日から、絵画・書道・写真など

の作品を展示できるミニギャラリーを

貸し出します。
展示期間●毎月2日〜15日

　　　　●17日〜末日

　　　　 （1団体につき約14日間）

注●利用は原則として市内で活動して

いる団体に限ります

　●宗教、政治、営利を目的としたも

のや、公序秩序に反するものは展

示できません

問まなびぃプラザ☎446・1111

まなびぃプラザ ミニギャラリー
展示団体募集

募集

●初　小＝ 1日(月)　　●南部小＝ 4日(木)　　●鎌　小＝ 5日(金) 

●道　小＝ 8日(月)　　●中部小＝10日(水)　　●五　小＝17日(水)

●北部小＝18日(木)　　●東部小＝22日(月)　　●西部小＝25日(木)

8月の有価物回収

問クリーン推進課☎445・1223

祝日などのごみの収集・自己搬入

●収集します・自己搬入できません＝8月11日(木)

●収集しません・自己搬入できます＝8月13日(土)

　土曜日の自己搬入時間は8時30分〜12時です。

任用期間9月1日（木）〜5年3月31日（金）
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）
勤務場所 基幹型地域包括支援セン

ター（高齢者支援課内）
報酬等 月給235，962円（地域手当含

む。別途通勤手当、期末手当規定内支給）

申写真を貼付した履歴書、職務経歴

書、資格免許証の写しおよび主任研修

終了証明書の写しを8月12日（金）ま

でに高齢者支援課窓口（総合福祉保健

センター2階）に持参

他採用時には胸部レントゲン検査の

結果の提出が必要です

問高齢者支援課☎445・1384

　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。

申し込み広報広聴室☎445・1088

注意 宛先変更や配達不要の場合は

ご連絡ください

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
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　生ごみの減量を推進するため、生ごみ処理容器などの購入者を対象に補

助金を交付しています。生ごみの減量は、燃やすごみの排出を減らすだけで

なく、悪臭などを防ぐこともできます。

対象生ごみ処理容器などの購入日から1年以内の市民

補助金額 ●コンポスト・EMぼかし＝本体価格（税抜）の2分の1以内（上限額

4，000円）

　　　　●生ごみ処理機＝本体価格（税抜）の3分の1以内（上限額20，000円）

対象市内在住・在勤で全6回受講できる人

日程右表参照

場所東部学習センター レインボーホール

定員35人（多数抽選）

保育あり（要申し込み）

その他●結果は8月下旬に通知

　　　●まなびぃ100対象

申し込み往復はがき（1人1枚）に住所・氏名

（ふりがな）・年齢・性別・電話番号と返信宛先

を記入して、8月16日（火）まで（必着）に東部

学習センターゆ〒273-0115東道野辺

4-9-50、またははがきを持参して同センター

窓口

　補助金制度を利用する旨を伝えると、補助金額分を

差し引いた金額で購入することができます。

※購入時に身分証明書と印鑑が必要です

※指定店については詳しくは、市ホームページをご覧く

ださい

生ごみ処理容器等
購入費補助金制度のお知らせ

生ごみ処理容器等
購入費補助金制度のお知らせ

指定店で購入する場合

　購入後、購入者が直接クリーン推進課へ申請してください。

※申請時に領収書、レシート、身分証明書、印鑑、商品の品番が分かる書

類、振込用口座が分かる通帳などが必要です

　就業の実態を多種多様な観点から捉え、国の就業構

造の実態を地域別に明らかにするため、統計法に基づ

き実施する国の重要な統計調査です。9月下旬以降に

調査員が対象の世帯に配布する紙の調査票またはイ

ンターネットから回答をお願いします。

対象統計理論に基づき無作為に選ばれた全国の約54

万世帯（15歳以上の世帯員約108万人）

調査期日10月1日（土）

指定店以外で購入する場合

コロナで沈んでいた気持ちをリフレッシュしてみませんか？

東部市民セミナー受講生募集
内容 日時 講師

●開講式
●ウイルス排除に大切な免疫力とは

9月15日（木）10時〜11時
30分

東洋大学理工学部の加藤和則さん

●鎌ケ谷の歴史「牧から初富開墾」

●防災講座

10月20日（木）10時〜12時 郷土資料館職員　

●音楽鑑賞「イングリッシュハンドベル 
ピアノ」

11月17日（木）10時30分〜
11時30分

イングリッシュハンドベル奏者の
藤田美千子さん、ピアノ奏者の田尻
洸貴さん

12月15日（木）10時〜12時 安全対策課職員

●落語鑑賞「人情噺」
5年1月19日（木）10時30
分〜11時30分

落語家の柳家千寿さん

●鎌ケ谷から、日本・世界の各地へ
●閉講式

5年2月16日（木）10時〜12時 旅行作家の秋山秀一さん

補助金制度の利用方法

問東部学習センター☎441・0211

問行政室☎445・1056

問クリーン推進課☎445・1223

市ホームページ

　たばこによって肺が脆弱な状態で新型コロナウイルスに感染して

しまうと、さらに肺を痛めつけて重症化させてしまいます。

　また、たばこを吸う際に口元に手を近づけることは、感染リスクを

高めることにも繋がります。さらに、3密（密閉・密集・密接）の場であ

る喫煙室の使用は、感染の危険と隣り合わせであるだけでなく、ベラ

ンダや換気扇の下で喫煙をしても、たばこの煙は室内に流れ込み、家

族や近隣住民への受動喫煙は防げません。

鎌ケ谷市の現状
　令和元年11月に実施した、15歳以上の市民3000人を対象にし

た鎌ケ谷市民健康意識調査において、喫煙している割合は約1割

で、その約半数が「たばこをやめたいと思うことがある」と回答して

います。

　あなた自身と家族、周りの人を守るために、禁煙にチャレンジして

みましょう。

健康増進課

健康だより
「たばこと新型コロナウイルス感染症」

禁煙にチャレンジしてみましょう！

●朝日小学校新聞から市内小学

校３年生〜６年生へ「夏の特集

号」を

（教育総務課）

寄せられた善意

～ありがとうございました～

令和4年就業構造基本調査

ご協力をお願いします

就業構造基本調査とは

申し込み 8月1日10時〜開催日1週間前の17時にまなびぃプ

ラザ☎446・1111／窓口／ｍsyogaisuisin@city.

　　　　kamagaya.chiba.jp／申し込みフォームから

まなびぃプラザ パソコン講座

日程下表参照

対象市内在住・在勤・在学で簡単な文字入力とマウス操作のできる人

場所まなびぃプラザ3階 研修室2

定員911＝15人、10＝10人（申込先着順）

講師まなびぃパソコン普及会

持ち物USBメモリー

その他●Windows10、Office2019を使用します

　　　●詳しくは、市民活動推進センターホームページをご覧ください

注意車でのご来館はご遠慮ください

費用(返金不可)

4,500円

1,500円

4,500円

日時

9月1日〜29日の各（木）13

時30分〜16時30分

9月12日（月）〜14日（水）の

各13時30分〜16時30分

10月14日〜11月11日の各

（金）13時30分〜16時30分

9

10

11

Word2019基礎
後半

申込番号・講座名

パソコン入門

Excel2019基礎
後半

（前半を受講した人は2,500円）

（前半を受講した人は2,500円）

申し込みフォーム

お知らせ 令和4年（2022年）8月1日号広報広報6



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）、11日（木）　●自転車保管場所＝11日

（木）・14日（日）　●図書館＝毎週（月）、31日（水）　●郷土資料館＝毎週（月）、11日（木）　●スポーツ施設

（弓道場・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）＝18日（木）
!8月のお知らせ

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

①まなびぃプラザ　②③中央公

民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①18日（木）18時〜20時30分

②21日（日）13時〜15時30分

③23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
9日（火）13時〜15時

精神保健福祉相談 予

　保健所／　保健所

☎047・475・5152

習習

　保健所／　保健所

☎047・475・5153

習習

　センター3階／　保健所

☎047・475・5152

福 習

9日（火）14時から

18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）
23日（火）９時から

思春期相談 予 16日（火）９時30分から

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
18日（木）13時〜16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

行政相談 注 10日（水）10時〜11時

登記・不動産相談 注 22日（月）13時〜16時

毎週（火）（30日を除く）13時〜

17時

住宅増改築修繕相談注 22日（月）13時〜16時

行政書士相談注 25日（木）13時〜16時

交通事故相談予 19日（金）10時〜15時

4日（木）●10時〜12時
●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（月）・（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

人権擁護相談　 予

毎週（水）（17日を除く）●9時

30分〜12時20分●13時30分〜

14時20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 16日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

法律相談（弁護士在室）注

　：1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　

　　　　　　　　　　●中央・南・くぬぎ山・北中沢・粟野＝毎週（日）・11日（木）

福 習注 予

各児童センターの休み

※1

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

がん検診(集団検診）
〜申し込みの締め切りは8月31日（水）まで〜

　がんの早期発見・早期治療があなたを守りま

す。大切な自分自身と家族のために、がん検診を

定期的に受けましょう。

申住所・氏名・年齢・電話番号、希望する検診名

を記入して、8月31日（水）まで（消印有効）に

健康増進課ゆ〒273-0195／窓口、または市

ホームページの申し込みフォーム

問☎445・1390

子宮がん検診（個別検診）
　市の子宮がん検診（個別、前半）の対象の人で、

まだ未受診の人は今月中に受診しましょう。

問☎445・1390

離乳食の話を聞いてみませんか？（完全予約制）
内栄養士による離乳食の話および相談

時8月30日（火）9時15分〜12時45分（1人30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

子ども医療費助成受給券は届きましたか？
　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日から有効の

受給券を7月末に送りました。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

介護者教室 〜体を使って脳トレーニング〜
　体を使いながら、楽しくできる認知症予防を

専門家の指導の下で体験してみましょう。

対市内在住・在勤の人（介護をしていなくても可）

時8月17日（水）14時〜16時

所総合福祉保健センター3階

定15人（申込先着順）

師リハビリスタッフ

申●西部地域包括支援センター☎441・2007

　●高齢者支援課☎445・1384

「きらり鎌ケ谷体操」で健康づくりをしませんか？
　気軽に運動習慣を身に付けるため、「きらり鎌

ケ谷」に動きをつけた「きらり鎌ケ谷体操」を普

及させています。

　現在、東部学習センター、二中コミュニティ

ルーム、鎌ケ谷コミュニティセンター（いきいき

ライフ教室）、南部公民館、くぬぎ山コミュニティ

センター、南初富コミュニティセンターで「きら

り鎌ケ谷体操」を行っています。仲間づくりの

きっかけとして参加してみませんか？

申☎445・1405

栄養士による個別相談
時●8月9日（火）9時〜12時

　●8月22日（月）・31日（水）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

失語症者向け意思疎通支援者養成研修
受講者募集
時9月〜11月（全13回）

所船橋市西部公民館 他

定30人

他内容の一部はオンラインで実施

申8月20日（土）までに（一社）県言語聴覚士会

ホームページの申し込みフォームから

問同会 吉田☎080・7187・2524

母子健康手帳の交付
　妊娠の届け出をした人に、母子健康手帳を交付しています。母子健

康手帳は、母親と子どもの健康状態を記録するものです。

　病院で妊娠と診断されたら早めに妊娠の届け出をしましょう。ま

た、妊娠中は、医療機関などで必ず健康診査を受けましょう。

健康診査

●妊娠初期〜妊娠23週まで＝4週間に1回

●妊娠24週〜妊娠35週まで＝2週間に1回

●妊娠36週〜出産まで＝1週間に1回

問健康増進課☎445・1393

妊娠が分かったら、
なるべく早めに母子健康手帳の交付を受けましょう

対象市に住民票があり、医療機関で妊娠と診断された人

※保健師などが、妊娠中の身体状況や家庭の状況を伺うための面接を実施します

交付場所総合福祉保健センター2階窓口

持ち物●身分証明書（運転免許証など）

　　　●マイナンバーカードまたはマイナンバー通知

カード

その他●出産予定日、医療機関名の記入が必要です

　　　●妊婦本人以外が申請する場合は、委任状が

必要です
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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）8月1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▶

8

住民基本台帳人口      109,748人（前月比-7）

男　54,122人　女　55,626人

世帯数　 51,405世帯（前月比+17）
〔R4.7.1現在〕

問農業振興課☎445・1233

　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。

　今年は例年並みの生育状況ですので、そろそろ直売所がオープ

ンします。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。

　市内には、約150件の梨農家があり、直売を行っている所がたくさんあります。食べ頃の梨をもいで、

すぐに並べられる直売所の梨は、とれたての完熟梨。そのおいしさにびっくりするかもしれません。

　また、流通に向かない品種（日持ちしないものや数が少ないもの）は、直売所でしか出会えま

せん。皆さんも一度、直売所の梨を食べてみませんか？

　今年は甘さと酸味のバランスが抜群の「豊水」の共進会を開催します。

　なお、審査後の梨購入は事前申し込み制であり、すでに7月29日で応募

を締め切りました。当日の朝から並んでも購入できませんのでご注意ください。

日時9月2日（金）10時〜15時　※販売は14時から、事前申し込み者のみ
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購入の応募は締め切りました

　この他にも、市内にはた

くさんの直売所がありま

す。その他の直売所につい

ては、市ホームページに一

覧を掲載しています。
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