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第43回第43回

騎馬武者駆ける鎌ケ谷に、
夢を、元気を、感動を。

10/14
10：00～17：00
※荒天の場合15日（日）

会場

相馬野馬追騎馬武者行列に伴う交通規制
※15日（日）に順延した場合は、新鎌ケ谷駅南

　口交通広場（　）と新鎌通り区間（　）のみ規

　制を行います
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▶写真やイラストなどを使い、視覚的に情報を伝える紙面に
▶文字の大きさと行間を調整して、さらに読みやすく
▶文章を横書きに統一し、読者の目線移動に配慮した左とじに

さらに見やすく読みやすい「広報かまがや」へ※公共交通機関でお越しください
※10月13日（金）17時以降は、市役所および総合福祉保健センターの
　駐車場・駐輪場は事前準備のため利用できません
※当日は、コミュニティバスききょう号の停留所「鎌ケ谷市役所」がびっ
　くりドンキー脇に移動し、市役所周辺の運行が一部変更します。詳し
　くは市ホームページでご確認ください
※当日は、鎌ケ谷朝市を中止します

問広報広聴室☎445・1088

写真
コンテスト

ご当地キャラクター大集合！

　県内外からご当地キャラクターが

遊びに来るよ。キャラクター紹介やふ

れ合いタイムなど、お楽しみに！

鎌ケ谷
市民まつり
鎌ケ谷
市民まつり

土

変更の
ポイント

新鎌ケ谷駅
新
鎌
通
り

　鎌ケ谷と「馬」でつながりのある国

指定重要無形民俗文化財「相馬野馬

追」の騎馬武者12騎が福島県から

やってきます。

※15日（日）に順延した場合は中止

      貝柄山公園（13:00出陣式）→

新鎌通り（13:50着陣式）→市役所駐

車場

※馬の進行によって時間が前後する

　場合あり

相馬野馬追騎馬武者行列
そ う ま の ま お い き ば む し ゃ ぎ ょ う れ つ

騎
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市役所駐車場・新鎌通り ほか

問い合わせ
鎌ケ谷市民まつり
実行委員会事務局
（市民活動推進課内）
☎445・1252

通行止め

6:30～18:30

11:30～15:00

以下、行列通過後順次規制解除

13:00～14:00

13:00～14:30

武者行列通過中
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♪

フリーバザール会場

鎌ケ谷市民まつり

コスプレイヤー撮影スポット

　コスプレして、初

富稲荷神社でベス

トショットを

撮ろう！

子ども向けブース

　ミニ電車

や昔遊びで

楽しもう！

KAMA-1グランプリ

　食の祭典！ 今年

のグランプリは！？

ステージ発表
学校演奏

　市内団体・学校によるダンス・楽器

演奏など、盛りだくさん！

♪

ツイッター・インスタグラムで
「＃43回鎌ケ谷市民まつり」で
投稿できます。

写真大募集

コース

衆議院議員総選挙 …2　　第43回市民文化祭 …2　　鎌ケ谷市基幹相談支援センター「えがお」を開設…3　　第43回鎌ケ谷新春マラソン大会…4主な内容

8ページに同時開催イベント（★）を
掲載しています

★

★

★

（雨天中止）

より見やすく読みやすい広報紙とするために、今号から紙面構成を一部変更しました。
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貝柄山公園北口
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464出陣式（スタート）
13:00

 貝柄山公園

初富交差点

市役所

着陣式
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新鎌ケ谷駅



衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
「その一票 あなたが動かす 日本の未来」

発表部門 きらりホール
（民謡大会を除く）

場所

10月14日（土）・15日（日）の

10時〜17時（15日は16時まで）

中央公民館場所

10月7日（土）〜12日（木）の

10時〜17時（最終日は16時まで）

11月3日（金）〜5日（日）の

10時〜17時(初日は13時から、最終日は16時まで)

10月17日（火）〜22日（日）の

10時〜17時（最終日は16時まで）

※体験コーナーあり（17日〜20日の10時〜15時）

11月7日（火）〜12日（日）の

10時〜17時(最終日は15時まで)

10月23日（月）〜29日（日）の

10時〜17時(初日は13時から、最終日は16時まで)

※体験コーナーあり（29日の10時〜12時）

10月30日（月）〜11月5日（日）の10時〜17時

(初日は13時から、最終日は16時まで)

※作品募集中(10月15日(日)まで)

※準備ができ次第、開催日前に
プレオープンする場合あり

参加部門

囲碁大会
11月3日（金）

9時30分〜16時30分 (9時集合)　

     総合福祉保健センター

第43回 市民文化祭 “芸術の秋”を感じましょう！

問市民文化祭実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1528

10月7日（土）から11月12日（日）に行われる市民文化祭では、発表・展示・参加部門に分かれ、市民の文化・芸術活動を発表します。

素晴らしい発表や見事な作品に触れてみませんか？

　平成11年10月23日までに生まれ

た人で、平成29年7月9日までに鎌ケ

谷市に転入の届け出をして、引き続き

3カ月以上住民基本台帳に登録されて

いる、日本国籍を有する人。

※平成29年7月10日以降に転入の届

　け出をした人で、前住所地の選挙人

　名簿に登録がある人は、前住所地で

　投票してください

投票できる人

　投票は、最初に小選挙区選出議員選

挙、次に比例代表選出議員選挙、最高

裁判所裁判官国民審査を行います。

投票は衆議院、最高裁の順で

　鎌ケ谷市の選挙人名簿に登録され

ている人へ世帯ごとに郵送します。届

きましたら開封し、記載内容を確認の

上、本人の分を切り離して投票所に持

参してください。

入場整理券

　仕事や旅行などの予定があり、投票

日当日に投票へ行けない人は、期日前

投票ができます。お近くの期日前投票

所にお越しください。

　　10月11日（水）〜21日（土）の各

8時30分〜20時

※市民まつり当日は、駐車場があり

　ません

東部学習センター1階 レインボー
ホール横
　　10月15日（日）〜21日（土）の各

9時〜19時

※入場整理券が届いている人はお持

　ちください。投票の際には、あらか

　じめ入場整理券裏面の｢宣誓書｣に

　記入の上持参すると、スムーズに

　投票を行うことができます

期日前投票

　出産や長期出張などにより鎌ケ谷

市を離れている人は、不在者投票をご

利用ください。なお、投票用紙などの

請求が必要です。

不在者投票

　都道府県の選挙管理委員会が指定

している病院や老人ホームなどに入

院・入所している人は、その施設で不

在者投票できますので、入院・入所先

にお問い合わせください。

病院や施設での投票 　病気やけがなどで字が書けない人

は、投票所の受け付けに代理投票した

い旨を申し出てください。係員が立ち

会いの上、代理記載します。

代理投票

　視覚に障がいがあり、点字による投

票を希望する人は、投票所の受け付け

に申し出てください。

点字投票

　投票日当日の21時から、福太郎ア

リーナで開票します。

※参観人の受け付けは、20時30分か

　ら行います

開票

　候補者の政見などを掲載した選挙

公報は、10月18日（水）の日刊新聞

（朝日・産経・千葉日報・東京・日経・毎

日・読売）の朝刊に折り込む予定です。

※市役所・各コミュニティセンター・

　学習センター（各公民館）・図書館

　などの公共施設でも配布します

選挙公報

　次の施設は投票所となるため、10月

21日（土）〜22日（日）は臨時休館にな

ります。

　また、南部公民館の自動交付機も休

止となりますので、市役所の自動交付

機をご利用ください。

選挙による施設の臨時休館と
南部公民館自動交付機の休止

問①の人=障がい福祉課☎445・

1305

②の人=高齢者支援課☎445・1380

について、支援が受けられる場合が

あります。詳しくは、10月16日（月）ま

でに次の問い合わせ先にお問い合わ

せください。

　次の対象者は、自宅などから投票

所（期日前投票所を含む）への移動

投票所への移動に関する支援

　　①身体障がい・知的障がい・精神

障がいのある人、難病認定を受けてい

る人

②介護保険の「要支援」または「要介

護」の認定を受けている人
日時

日時

10月22日（日）7時〜20時投票日

　投票用紙（あさぎ色）には、政党名を

記載します(鎌ケ谷市は、南関東ブ

ロックに属します)。

比例代表選出議員選挙

　投票用紙（うぐいす色）には審査を

受ける裁判官の名前が書いてあり、辞

めさせたい裁判官の名前の上の欄に×

印を、辞めさせなくてもよい裁判官に

は何も記入しないで投票します。

最高裁判所裁判官国民審査

　投票用紙（ピンク色）には、候補者名

を記載します(鎌ケ谷市は、千葉県第

13区に属します)。

小選挙区選出議員選挙

▷秋元病院 ▷東邦鎌谷病院 ▷初富

保健病院 ▷第二北総病院 ▷鎌ケ谷

総合病院 ▷シルバーケア鎌ケ谷

▷慈祐苑 ▷鎌ケ谷翔裕園 ▷幸豊苑 

▷ハッピーライフ菜の花館 ▷初富の

里 ▷さつまの里

市内の不在者投票指定施設

　身体に重度の障がいがあり、次に該

当する人は、郵便による不在者投票が

できます。

　なお、投票するためには、「郵便等投

票証明書」が必要です。お持ちの場合

は有効期限を確認して、10月18日

(水)までに市選挙管理委員会に投票

用紙を請求してください。お持ちでな

い場合はご連絡ください。

●次の身体障害者手帳をお持ちの人

　▷両下肢・体幹・移動機能の障がい

　が1・2級の人

　▷心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・

　直腸・小腸の障がいが1・3級の人

　▷免疫・肝臓の障がいが1〜3級の人

●次の戦傷病者手帳をお持ちの人

　▷両下肢・体幹の障がいが特別項症

　〜第2項症の人

　▷心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・

　直腸・小腸・肝臓の障がいが特別項

　症〜第3項症の人

●介護保険被保険者証をお持ちで要

介護5の人

郵便による投票

▷北部・南部公民館（いずれも図書館

分館を含む）

▷南初富・北中沢・道野辺中央・粟野コ

ミュニティセンター（10月21日（土）

は利用申し込みのみ受け付け）

臨時休館施設

10月29日（日）10時〜17時

東部学習センター場所民謡大会

11月5日（日）13時〜16時市民音楽祭

10月22日（日）

12時30分〜16時30分
ハワイアンダンス発表会

10月15日（日）10時〜16時30分芸能発表会

11月12日（日）16時〜19時10分洋舞発表会

11月11日（土）

アニメ「アルプスの少女ハイジ」

（10時〜11時50分）

劇映画「そして父になる」

（13時30分〜15時40分）

映 画 会

11月3日（金）13時30分〜17時

※箏・尺八の体験コーナーあり

（11時30分〜12時30分）
箏・三絃・尺八 演奏会
こと

華 道 展

絵 画 展

盆 栽 展

手工芸展

写 真 展

書 道 展

川 柳 展

展示部門

場所

チャリティ茶会チャリティ茶会チャリティ茶会チャリティ茶会
10月29日（日）10時〜15時

※10月21日(土)までに要申込

中央公民館場所

問市選挙管理委員会事務局☎445・1539

市役所1階 市民ホール

2 平成29年（2017年）10月1日号広報広報お知らせ
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市内には九つの私立幼稚園があります

幼稚園名 住 所 電話番号
昼食内容（1週間）
給食：弁当 ※

鎌ケ谷ふじ幼稚園

かまがや幼稚園

鎌ケ谷みどり幼稚園

みちる幼稚園

鎌ケ谷ひかり幼稚園

鎌ケ谷ふじ第二幼稚園

わたなべ幼稚園

さつま幼稚園

鎌ケ谷さくら幼稚園

東道野辺5-1-57

中央1-16-3

粟野210

東中沢3-5-1

鎌ケ谷6-7-38

西道野辺12-25

東初富5-25-16

佐津間893

丸山2-11-1

443・4100

443・0929

443・3951

443・7878

443・5295

444・0011

444・0550

445・2114

445・3246

3：2

2：2(選択)

4：1

3：1

4：0

3：2

4：0（月１回）

4：1

3：2

※：週4日制と5日制の園があるため、給食と弁当の日数の合計が異なります

　幼児期は、心身の成長が目覚ましく、知的好奇心が芽生える大切な時期です。

充実した教育環境の中で、子どもの笑顔と瞳をさらに輝かせませんか？

    3〜5歳児(24年4月2日〜28年4月1日生まれ)

       10月15日(日)ごろから各幼稚園で

       11月1日（水）から

※願書配布の詳しい日程、募集人数や教育内容などは各幼稚園へお問い合わせ

　ください

　学校選択制の受付期間は、10月16日(月)〜31日(火)です。

　小学校新１年生には、9月下旬に送付される就学時健康診断の通知と併せて、

また中学校新１年生には、在籍している市内小学校を通じて、10月上旬までに保

護者にお知らせします。

　　30年度に小・中学校に入学する新1年生（29年10月31日時点で鎌ケ谷市に

住民登録があること）

※入学後の転入・転居を含め、対象者以外の申し出はできません

         各小・中学校１クラス相当分（児童生徒数の増加により鎌ケ谷・五本松

小学校、鎌ケ谷中学校は選択できません）

　　学校選択制により入学した兄・姉が30年4月時点で在籍する学校への入学

を希望する場合は、手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください

問学務保健室☎445・1501

保育料負担軽減のための補助制度

「私立幼稚園就園奨励費」

私立幼稚園では子育てを応援しています!

入園前の子どもを対象に「園を知っ

てもらう」「集団での環境に慣れても

らう」などを目的として行っています

プレ保育

通常の保育時間以外の朝・

夕方や夏・冬・春休みに、在

園児を保育します（有料）

預かり保育

子育ての疑問や悩

みに、幼稚園教諭

が相談に応じます

子育て相談

※バス通園は、すべての幼稚園で実施しています

学校選択制の流れ

学校選択を希望する場合

学務保健室窓口（市役所5階）へ申し出が必要です

　　　　10月16日（月）〜31日（火）

※（土）・（日）を除く8：30〜17：15

　　　印鑑

学校選択を

希望しない

場合

希望数が受入数以下の場合

希望する学校に決定 居住地に応じた学校に決定

入学通知書が送付されます（30年1月末）

希望数が受入数以上の場合

抽選を実施

当選 落選

30年度 私立幼稚園児の募集来年度入学する新１年生の児童生徒が対象

入学を希望する小・中学校が選べます

学校自由参観

時10月2日（月）〜6日（金）

時間などについては、各学校にお問い合わせください

学校
選択制

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！

対象

注意

受け入れ数

　手続きなどは、入園後、各幼稚園を通じてお知

らせします。

　　　1人当たり年間17,000円〜325,000円

（市民税所得割額に応じて決定。不支給の場合あり）

支給額

申出期間

対象

申し込み
願書配布

　「お金が戻ってくるのでキャッシュカードを持ってＡＴＭに行ってください」

などの不審な電話があった場合は、必ず家族や警察、市役所に相談しましょう。

　また、在宅中も留守番電話機能を活用し、犯人と話さないようにしましょう。

市役所職員と名乗る還付金詐欺が多発！
　「医療費の還付がある」と電話で、言葉巧みに

ＡＴＭに誘導し、お金を振り込ませようとする

のが還付金詐欺。相手は市役所職員や警察官

を名乗り信用を得ようとするため、気を付けま

しょう。

問安全対策課☎445・1285

市内で半年に25件

約4,650万円の被
害 電話ｄｅ詐欺に気を付けて！

　市内在住の障がい児・障がい者（身体・知的・精

神・難病などの種別を問わない）とその家族など

の相談を受け付けます。適切な相談機関を紹介し

たり、一緒に問題を解決するための支援を行った

りするなど、総合的な相談に応じます。

※障害者手帳を持っていない人も相談可

問障がい福祉課☎445・1305／ｆ443・2233

障がいのある人も住み慣れた地域で その人らしく暮らし続けていくために

　近年、使い捨てライターによるごみ収集車の発火事故や、刃物類で収集作業員

がけがをしそうになった事例が報告されています。危険・有害物類を安全に収集

するために、有害な水銀使用廃棄物も併せて、次のとおりごみの出し方にご注意

ください。 

市や警察がＡＴＭの操作を
お願いすることはありません

障がいのある人の地域の総合相談窓口です

問クリーン推進課☎445・1223

鎌ケ谷市基幹相談支援センター「えがお」を開設
安全にごみを収集するために

危険・有害物類のごみの出し方にご注意を

場所
時間

　他の燃やさないごみと分け、それ
ぞれ中身の見える袋に種類ごとに入
れて、ごみの種類（「ライター」「乾電
池」）を袋に書いてください。
※使い捨てライターは、ガスを使い切ってくだ
　さい

　刃先を紙などで包み、他の燃やさ
ないごみと分け、中身の見える袋に入
れて、「刃物類」と袋に書いてください。

使い捨てライター・乾電池 刃物類

　割れないよう紙などで包み、他の燃
やさないごみと分け、中身の見える袋
に入れて、「蛍光管」と袋に書いてくだ
さい（蛍光管が入っていた空き箱を使う
のも可）。
※割れている場合は他の蛍光管と分けてくだ
　さい

蛍　光　管

　クリーン推進課窓口（市役所１階）
またはクリーンセンターしらさぎ窓
口にお持ちください。

水銀体温計・水銀血圧計

資格を持った相談員が常駐

お気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください 10月2日(月)から相談に応じます

問幼児保育課☎445・1363

持ち物

    新鎌ケ谷3-6-73

    8時30分〜17時15分(（土）・（日）・（祝）・年末年始を除く)

※事前連絡により、開所時間以外の対応可

問☎401・6116／ｆ401・6113／

　ｍkamagaya-egao@circus.ocn.ne.jp
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　民事上のトラブルに関する調停など

について裁判所の調停委員が相談に

応じます（秘密は厳守します）。

時10月28日（土）10時〜15時

所総合福祉保健センター6階

注現在裁判・調停中の事件の相談は

できません

問千葉地方・家庭裁判所松戸

支部☎047・368・5141

無料調停相談会

時 10月7日（土）13時〜16時のうち

30分

所県弁護士会松戸支部

問同支部☎047・366・6611

法の日無料法律相談会
〜10月1日は法の日〜

時10月13日（金）13時〜16時

所船橋市役所11階

問ハローワーク船橋☎431・8287

（41＃）

障がい者雇用促進合同面接会

　この機会に日頃の成果を発表して

みませんか？

対市内在住の人

時①作品展＝11月10日（金）・11日

（土）の各9時〜16時

②芸能発表会＝10日（金）10時〜15時

所社会福祉センター

他●①は、11月6日（月）・8日（水）・9

日（木）の各9時〜15時に搬入、13日

（月）・15日（水）の各9時〜16時に搬出

●カラオケ発表会も実施。募集につい

ては広報かまがや11月1日号に掲載

予定

申 10月16日（月）〜30日（月）に同セ

ンター窓口へ

問同センター☎444・0121

社会福祉センター文化祭 参加者

対市内在住で、おおむね60歳以上の

働く意欲がある健康な人

申同センター窓口で仮受け付けをし

て、毎月第2・4（火）に行われる入会説

明会に出席

問同センター☎443・4145

シルバー人材センター会員

　県内の事業所で働くすべての労働

者と、その使用者に適用される千葉県

最低賃金の時間額が26円引き上げら

れ、868円に改正されました。

問●千葉労働局☎043・221・2328

●24時間テレフォンサービス☎043・

221・4700

最低賃金の時間額が868円に

時10月28日（土）13時〜16時のうち

40分程度

所習志野市サンロード津田沼5階

　　あり

申（一財）県母子寡婦福祉連合会

☎043・222・5818／ｆ043・225・

0608

養育費などの無料相談会

　成年後見制度の内容・利用方法・手

続きや、遺言書の書き方などについて

個別相談に応じます。

時 10月17日（火）、11月16日（木）の

各10時〜12時・13時〜15時のうち

45分程度

所総合福祉保健センター5階

     （公社）成年後見センター・リー

ガルサポートの司法書士

申市社会福祉協議会☎444・2231／

ｆ446・4545

専門家による成年後見・遺言個別相談会 募集

お知らせ・相談

浄化槽について考えよう10月1日は
「浄化槽の日」

浄化槽とは？

生活環境・水質の保全、公衆衛生の向上に欠かせません

　家庭から出る排水を微生物できれいに浄化し、河川などに放

流する装置です。そのため、適正な維持管理をしないと水がき

れいにされず、汚れたまま河川に流れてしまいます。

　身の回りの大切な生活環境を守るため、次の３つの維持管理

を適正に行いましょう。

①保守点検を受ける

　装置の点検・調整や、消毒剤の補てんなどを行うため、家庭用

の浄化槽は３〜４カ月に１回以上保守点検を受ける必要があり

ます（処理方法や処理対象人数によって回数が異なります）。県

の登録を受けた保守点検業者へ依頼してください。

②清掃を行う

　浄化槽内に溜まった汚泥をくみ取ることで、悪臭の発生や放

流水質の悪化を防止できます。清掃は年に１回以上（全ばっ気方

式は６カ月に１回以上）、市の許可業者に依頼して行ってください。

③法定検査を受ける

　浄化槽が適正な処理性能を発揮しているかを確認するため、

定期的な検査を（一財）千葉県環境財団へ申し込み、年１回必ず

受けてください。

日常の浄化槽の使用については以下のことに気をつけましょう

●ブロワー（モーター）の電源を切らない

●浄化槽の上部または周辺に物を置かず、ふたを閉めておく

●使った油類は少量でも流さない

●塩酸など、微生物に影響がある薬品を使わない

●異常があった場合、直ちに保守点検業者に連絡する

問クリーン推進課☎445・1222

　収益金は、市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われます。ぜひ県内の

販売所で購入してください。

　　　　10月11日（水）〜31日（火）

　　　　11月9日（木）

費1枚300円

　　●1等3億

円●1等の前後

賞1億円

他 ハロウィン

ジャンボミニ（1

等3,000万円）

も同時発売

ハロウィンジャンボ宝くじ

　遺言・契約などの公正証書の作成に

ついて公証人が相談に応じます。

時 10月6日（金）13時〜16時のうち

30分

所市民活動推進課（市役所1階）

問千葉地方法務局市川支局

☎047・339・7701

無料公証相談

　各種許認可・相続・遺言などに関す

る相談に応じます。

時10月7日（土）13時〜15時

所 JR船橋駅北口デッキ広場・南口船

橋フェイス連絡通路、ＪＲ津田沼駅自

由通路

問県行政書士会葛南支部

☎047・339・6671

行政書士による街頭無料相談会

　東葛飾教育事務所管内（鎌ケ谷・松

戸・柏・野田・流山・我孫子市）の小・中

学校に勤務を希望する講師の登録会

を行います。

時10月30日（月）9時30分から（9時

から受け付け）

所東葛飾合同庁舎6階（松戸市）

他●今年度から勤務できる人は随時

受け付け（要予約）

●詳しくは県ホームページを参照

問同事務所☎047・361・2124

臨時教職員候補者（講師）登録会

①作品展 募集内容（1人1点）

写真展

書道展

手工芸展

詩歌展

陶芸展

水彩画・油絵（20号以下で

額入り）

四つ切り・A4判の額入り

半紙・条幅

装飾品・編み物・和洋裁など

色紙・短冊

陶芸作品

絵画展

販売期間
抽せん日

配当

相談員

保育

　保健・医療・福祉に関する諸問題について、意見交換を行う協議会の委員を募集します。

　　市内在住の成人　　　30年1月6日〜32年1月5日

　　年1〜2回　　　2人（書類選考）

　　会議1回につき6,800円

　　　　「あなたの考える保健・医療・福祉問題について」の意見・考え（800字以内）と、住

所・氏名・生年月日・性別・電話番号を記入して、10月31日（火）まで（必着）に、健康増進課

窓口（総合福祉保健センター1階）へ持参／ゆ〒273-0195
問健康増進課☎445・1390

保健・医療・福祉問題協議会委員募集
対象対象
会議
報酬

任期
定員

申し込み
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〜備えて安心〜

鎌ケ谷新春マラソン大会

　　小学生以上で健康な人

※小・中学生は保護者の同意が必要です

　　 30年1月21日（日）8時〜9時受け付

け（雨天決行）

　　●親子の部・小学生の部＝2.2㎞コース

　　●中学生女子の部＝3㎞コース

　　●中学生男子の部・一般の部＝5㎞コース

　　●一般の部＝10㎞コース

※10㎞コースは、ゴール地点で75分、5㎞

　地点で40分の制限時間を設けます。ま

　た、小学生・一般の部は学年・年齢・性別

　で種目が分かれます

　　福太郎スタジアム周辺

　　2,000人（申込先着順）

　　いずれも返金不可

●小学生＝500円

●中学生＝1,000円

●高校生＝2,000円

●親子＝2人1組2,500円

●一般＝3,000円

　　　 市役所1階総合案内・福太郎ア

リーナ・まなびぃプラザ・学習センター（各

公民館）で配布する募集要項（払込取扱票

通信欄）に必要事項を記入して、11月30日

（木）までに郵便局で参加費を支払う

問マラソン大会実行委員会事務局（文化・

スポーツ課内）☎445・1531

　マラソン大会当日の運営に協力してくれ

るボランティアを募集します。

　　走路整理員・会場内整理員・受け付け

係・手荷物預かり係・広報係・駐車場係など

　　　 11月17日（金）までにマラソン大

会実行委員会事務局☎445・1531

運営ボランティアも募集！

第43回

内容

対象

日時

種目

場所
定員
費用

申し込み

申し込み

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



　建築基準法では、建物の安全性を確保し、私たちの生命・健康・財産を守

るため、建物の敷地や構造などに関するさまざまな基準を定めています。

　建物を建てる場合は、建築基準法などの法令で定める基準や手続きを

守って、適正に工事を進め、工事が完了したときはその建物が法令に基づ

き安全なものであるか検査を受けましょう。

　また、建築士に相談するなどして、建物が

法令に適合しているか点検しましょう。

問建築住宅課☎445・1466
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　ワセオケの愛称で親しまれる早稲

田大学交響楽団校友オーケストラと、

第三中学校吹奏楽部・鎌ケ谷少年少女

合唱団によるクラシック・ポピュラー

音楽会。

時 10月29日（日）13時30分〜15時

30分（13時開場）

所きらりホール　定500人

問鎌ケ谷稲門会 宮崎☎090・3247・

1379

早稲田大学交響楽団校友オーケストラと
市内小中学生による音楽会

内●講演「身近から考える生物多様

性」（東京大学大学院教授の宮下直さ

ん）●手賀沼事例報告「里山を生かし

たまちづくり」（NPO法人しろい環境

塾）

時 10月22日（日）13時30分〜16時30分

所我孫子市生涯学習センター

定150人（当日先着順）

問手賀沼流域フォーラム実行委員会 

中野☎090・1208・8680／

ｍteganumaforum@yahoo.co.jp

手賀沼流域フォーラム講演会

　成人・小児・乳児の心肺蘇生法、

AEDの取り扱いなど。

対中学生以上

時10月28日（土）9時〜17時

所消防本部　定20人（申込先着順）

持筆記用具・昼食・上級救命講習修了

証（再講習の場合）

申中央消防署☎444・3222

問消防本部警防課☎440・8125

上級救命講習

対未就園児と保護者

時10月24日（火）10時〜11時

所鎌ケ谷保育園

問同園☎441・1924

親子で一緒に人形劇を楽しみましょう

内自然観察会、生き物紹介など

時10月9日（月）10時〜15時（雨天中止）

所囃子水公園

問囃子水の自然を育てる会 多紀

☎090・8640・2847

はやし水湧水まつり

内屋台（焼きそば・お好み焼きなど）、

抽選会、フリーマーケット、キッズダン

スなど

時 10月15日（日）11時〜14時（雨天

中止）

所やまぶき園（市川市）

問同園☎047・320・7241

やまぶき祭

イベント講座・講演

　「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10月14日（土）15時から

小学生のためのおはなし会

対小学生（保護者同伴であれば5歳から可）

時10月21日（土）13時30分から

定35人（申込先着順）

師日本レクリエーション協会インストラクターの

太田充子さん

申10月1日（日）10時から図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「ハロウィングッズを作ろう！」

リサイクルブックフェア
　図書館で不用になった図書・雑誌を無料で配布

します。１人につき図書は10冊・雑誌は12冊まで。

時●雑誌＝11月4日（土）・5日（日）

　●図書＝5日（日）　いずれも9時〜17時

　地球外生命体のＥ．Ｔ．と少年の心温まる友情を

描いたＳＦ作品。少年はＥ．Ｔ．を無事に宇宙に帰

すことができるのでしょうか。

時 10月28日（土）13時30

分〜15時30分

所東部学習センター

定40人（申込先着順）

申10月1日（日）11時から図

書館本館へ電話

シネマトーク付き上映会
映画「Ｅ．Ｔ．（吹き替え）」

内①犬のしつけ方教室（基礎講座）

②犬のしつけ方教室（実技講座）③一

般譲渡会（保護された成犬・成猫の譲

渡）④飼い主さがしの会（犬猫の欲し

い人とあげたい飼い主の出会いの場）

⑤ふれあい広場（子どもと動物の触れ

合いの場）

時①＝10月17日、11月21日、12月

19日の各（火）②＝10月25日、11月

22日、12月27日の各（水）③＝10月

20日、11月17日、12月15日の各

（金）④＝10月11日、11月8日の各

（水）、12月2日（土）⑤＝12月2日（土）

所県動物愛護センター東葛飾支所（柏

市）

費②のみ3,240円

他詳しくはお問い合わせください

申同支所☎04・7191・0050

県動物愛護センターの教室・催し

公開建築パトロールを実施します

10月15日〜21日は違反建築防止週間10月15日〜21日は違反建築防止週間

　　●10月3日（火）〜8日（日）の各10

時〜17時＝東京大空襲・戦争の遺品な

どについての展示

●7日（土）13時30分から＝腹話術「被

爆体験」（小谷孝子さん）、講演「日米安

保を考える」（川田忠明さん）

●8日（日）13時30分から＝朗読劇「日

本を走った少年たち」（さざんか朗読会

と真田五郎さん）

所船橋市民ギャラリー

問 同展実行委員会 今度☎445・

4549

第23回 武力で平和はつくれない
〜平和のための戦争展ちば〜
日程

　日々のコミュニケーションの中で、

ストレスを感じて悩んだことはありま

せんか？ 怒りの感情との付き合い方

を学んで日常を豊かにしましょう。

対市内在住・在勤の女性

時10月26日（木）10時〜12時

所中央公民館　定15人

師自己尊重トレーニングファシリテー

ターの田口乙代さん

　　1歳6カ月以上の未就学児、先着6

人（10月19日（木）までに要申込）

申住所・氏名・年齢・電話番号（保育希

望者は併せて、子どもの氏名・ふりが

な・生年月日）を記入して、男女共同参

画推進センターｆ401・0892／

ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.jp

または☎401・0891

きらりサロン
人間関係を豊かにするコミュニケーション

保育

　ワークショップを通して、夫婦力を

高めましょう。

対市内在住で妊娠中または子育て中

の夫婦（１人での参加可）

時11月19日（日）10時〜12時

所中央公民館

定12組

　　1歳6カ月以上の未就学児、先着6

人（11月10日（金）までに要申込）

師（株）アイナロハ代表の渡邊大地さん

申住所・氏名・年齢・電話番号（保育希

望者は併せて、子どもの氏名・ふりが

な・生年月日）を記入して、男女共同参

画推進センターｆ401・0892／

ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.jp

または☎401・0891

きらりサロン
渡邊大地流 夫婦力がアップする！

保育

　見て楽しめる絵本や、聞いて楽しめるリズミカル

な言葉の本、触って楽しむ絵本などを展示します。

さまざまな絵本の世界を体験しませんか？

　　10月21日（土）〜11月5日（日）

児童読書週間展示
「見て・聞いて・さわって 楽しむ絵本たち」

期間

絵本の読み聞かせ
さくらんぼぐみ

対０〜２歳くらいの親子

時 10月11日・25日の各（水）●11時〜11時15分

●11時15分〜11時30分（いずれも15分前から受

け付け）　定各10組（当日先着順）

ひまわりぐみ

対小学校低学年以下

時10月1日（日）11時〜11時30分

いちごぐみ

対小学校低学年以下

時10月8日（日）14時〜14時30分

所図書館東部分館

記載がないものは 　　図書館本館

問図書館本館☎443・4946

場所図書館ボード図書館ボードP
e
n
c
i
l

H
B

P
e
n
c
i
l

H
B

P
e
n
c
i
l

H
B

市民セミナー 文学講座
谷崎潤一郎「春琴抄（しゅんきんしょう）」

保育

日にち テーマ

11月6日（月）

13日（月）

20日（月）

27日（月）

「春琴」と「佐助」の物語

「私」と谷崎

「芸人」の物語

「春琴抄」と現代

※いずれも14時〜16時

所中央公民館　定72人（申込先着順）

師和洋女子大学准教授の佐藤淳一さん

　　未就学児、先着5人（実費負担。10

月17日（火）までに要申込）

他まなびぃ100対象

申中央公民館☎445・２012／窓口

　どうして勉強するのか？ そんな本

質を突いた質問に、3,500人以上の子

どもを指導、成績向上に導いた教育デ

ザインラボ代表理事の石田勝紀さん

が分かりやすくお答えします。

対市内在住・在勤・在学の人

時11月11日（土）10時〜12時

所中央公民館　

定 70人（申込先

着順）

持筆記用具

　　先着10人

（11月2日（木）

までに要申込）

申中央公民館☎

445・2012／窓口

平成29年度家庭教育セミナー
～勉強する意味って？～

保育

石田勝紀さん



●早川家正さんから第四中学校の

防犯安全対策用備品としてドライ

ブレコーダー2台を

（教育総務課）

：利用者のみ ：要予約利 予

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

秋元病院

アクロスモール新鎌ケ谷クリニック

飯ケ谷内科クリニック

石川整形外科クリニック

いそのクリニック

うらわ整形外科

大石内科胃腸科医院

片桐内科医院

かのう内科クリニック

かまがや診療所

鎌ケ谷整形外科・内科

鎌ケ谷総合病院

くぬぎ山内科医院

くぬぎ山ファミリークリニック

さらしな耳鼻咽喉科クリニック

庄司内科医院

白戸胃腸科外科

シルバーケア鎌ケ谷

445・8321

401・1171

445・8881

441・8818

498・5500

441・7888

498・5700

446・2000

446・7122

446・3611

444・2236

498・8111

047・388・5931

047・712・1511

443・3346

445・9855

445・8001

441・2005

441・3336

401・3376

442・0515

445・5020

445・0187

445・5552

445・6411

446・0105

498・6661

401・3611

468・8103

442・0811

443・8226

445・9888

489・1899

444・7122

446・5957

446・3307

新鎌ケ谷駅前クリニック

新鎌ケ谷北口クリニック

仁愛医院

鈴木整形外科

十河産婦人科医院

第２北総病院

東邦鎌谷病院

中井小児科内科

中川内科胃腸科クリニック

のむらファミリークリニック

初富内科医院

初富保健病院

原沢外科内科整形外科

堀江皮膚科医院

まこと医院

三田医院

みちのべクリニック

道野辺診療所利

利

利

予

予

予

予

6 平成29年（2017年）10月1日号広報広報情報ひろば・お知らせ・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各施設へ　  締め

切りは発行日の１カ月半前（原則として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

掲載のきまり伝言板

▶社交ダンス無料レッスン
対中高年の人（初心者歓迎）時10月7日・14日の各

（土）10時〜12時所鎌ケ谷コミュニティセンター定若

干名持上履きまたはダンスシューズ申フレンドクラ

ブ 江上☎444・6351

▶リウマチ懇親会
親睦・相談・情報交換。対リウマチ患者と関係者時10

月19日（木）13時〜15時所総合福祉保健センター4

階問鎌ケ谷リウマチの会 澤村☎443・9511

▶写真と現代アート展
時10月1日（日）〜15日（日）（初日は12時から、最終

日は16時まで）所東部学習センター問デジャヴ 柴

崎☎443・3001

▶ヨガ体験 〜秋の身体を整える〜
対女性時10月6日（金）10時〜11時30分所東部学

習センター定8人（申込先着順）費500円申ヨガサー

クルnadi 平沼☎080・4057・1369

▶秋の市民ハイク
3時間程度のハイキング。時10月8日（日）所仏果山

（丹沢山地）定若干名（申込先着順）費交通費約

3,300円申鎌ケ谷ハイキング会 斉藤☎445・

9321

▶チャリティーうたごえ喫茶
世界民謡・日本唱歌・ポピュラー音楽などを一緒に歌

います。時10月15日（日）14時〜16時所中央公民館

定70人（当日先着順）費500円（一部を市社会福祉協

議会に寄付）問鎌ケ谷ニューボーイズ 岡﨑☎090・

2224・2023

▶第11回浅藤会舞踊発表会
時10月14日（土）10時30分から（10時開場）所きら

りホール定500人（当日先着順）問舞踊浅藤会 佐藤

☎445・3075

▶アルファビクス体操サークル
ゴムバンド体操。対中高年の女性時第1・3・4（金）

10時30分〜11時30分所南初富コミュニティセン

ター定若干名月1,600円申返田☎090・8486・

5329

▶たんぽぽ
健康体操。対成人女性時月3回（月）9時30分〜11時

所北中沢コミュニティセンター定10人入1,000円

月2,500円申鈴木☎090・9320・8045

▶ふれあい太極拳
対初心者時毎週（月）10時30分〜12時所くぬぎ山

コミュニティセンター定10人入1,000円月3,000

円申中村☎090・6520・7768

催しなど 会員募集

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

情報ひろば

　いくつTAG（しっぽ）が取れるかな？

みんなで楽しく鬼ごっこをしよう！

対市内在住の小学校1〜6年生

時12月2日（土）9時〜12時

所福太郎アリーナ

定100人（多数抽選）

申はがきに住所・氏名（ふりがな）・性

別・電話番号・緊急連絡先・学校名・学

年・組を記入して、10月31日（火）まで

（必着）に生涯学習推進課「TAG鬼

ごっこ係」ゆ〒273-0101富岡2-6-1

またはｍtagoni_kamagaya@yahoo.

co.jp（兄弟やグループで申し込む場

合は封書・Eメールで、全員分を記入）

※送信後4日以内に返信がない場合

はお問い合わせください

問同課☎498・6101

TAG鬼ごっこ

対市内在住・在勤・在学の17歳以上の

人で編成された、審判（2人）・オフィ

シャル（3人）ができるチーム

時11月26日、12月3日の各（日）9時

から

所福太郎アリーナ

費1チーム7,000円（保険料を含む。

当日持参）

申申込用紙に記入して、10月10日

（火）まで（必着）に吉田昭ゆ〒273-

0115東道野辺4-9-19（申込用紙は

文化・スポーツ課ｍsports@city.

kamagaya.chiba.jpに請求）

問 9時〜21時に

同大会実行委員

会 秩父☎080・

5040・0537

バスケットボール協会大会

スポーツ

知っておきたい相続税・贈与税かまがやまなびぃ大学 ふれあい学部主催講座かまがやまなびぃ大学 ふれあい学部主催講座

    ●11月7日（火）13時15分〜15

時30分＝開講式・グラウンドゴルフ

（中沢多目的グラウンド）

●14日（火）12時15分〜16時＝市外

ウォーキング（北総花の丘公園（印西

市）周辺）

●21日（火）13時30分〜15時30分

＝グラウンドゴルフ（中沢みんなのス

ポーツ広場）

●28日（火）13時30分〜15時30分

＝市外ウォーキング（大町公園・もみじ

山（市川市）周辺）

対60歳以上で5㎞程度のウォーキン

グに自信があり、全4回受講できる人

定32人（申込先着順）

費保険料200円

（交通費自己負担）

申南部公民館☎446・

3031

南部シルバーセミナー
「軽スポーツ講座」

対市内在住・在勤・在学の人

時10月14日（土）9時30分福太郎ア

リーナ正面玄関前集合〜12時解散（9

時から受け付け。雨天中止）

定20人（申込先着順）

費30円（当日持参）

    動きやすいもの・運動靴

持ポール（貸し出し可）・飲み物

申10月12日（木）17時までに文化・ス

ポーツ課☎445・1531

ポールウォーキング

対市内在住・在勤・在学の人

時11月12日（日）9時30分〜11時30

分（9時から受け付け）

所鎌ケ谷小学校体育館

費30円（当日持参）

持室内用運動靴・飲み物

問文化・スポーツ課☎445・1531

親子ドッジボール

    次のいずれかの条件を満たす市民●接種当日で満65歳

以上●満60〜64歳で、身体障害者手帳1級の心臓病など内

部疾患がある　※本人が接種希望の意思を表示できること

    12月31日（日）まで（指定医療機関の休診日を除く）

    1,000円          1回

　　健康保険証・身体障害者手帳（お持ちの場合）などを持

参して指定医療機関で接種

※予診票は指定医療機関に備えてあります

    次のいずれかに該当する人は接種できません●発熱し

ている●重篤かつ急性の疾患にかかっている●ワクチンの

成分により、アレルギーを起こしたことがある など

     やむを得ない事情により市外での接種を希望する人

は、事前にお問い合わせください

問健康増進課☎445・1390

インフルエンザ予防接種
体調の良いときに受けましょう体調の良いときに受けましょう高齢者高齢者

　身近で気になる国税について、税務署職員が講師

になって分かりやすく説明します。

    11月9日（木）14時〜16時

    総合福祉保健センター4階 研修室

    50人程度（申込先着順）

      まなびぃ100対象

       10月31日（火）までに課税課窓口（市役所2

階）／☎445・1094または、住所・氏名・電話番号を

記入してｍsiminzei@city.kamagaya.chiba.jp

問課税課☎445・1094

寄せられた善意

日程

服装

対象

期間
費用
方法

注意

日時
場所
定員

申し込み

接種回数

その他

その他



主な施設の
休み

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

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）

職業紹介

家庭児童相談

教育相談

青少年相談（非行関係など）

登記・不動産相談注

法律相談（弁護士在室）注

行政相談 予

住宅増改築修繕相談予

交通事故相談　※①予

行政書士相談予

人権擁護相談予

女性のための相談予

消費生活相談予

就学相談予

酒害相談

心配ごと相談

心の相談予

HIV抗体検査（エイズ）、
梅毒・クラミジア検査、
B型・C型肝炎検査予

精神障がい相談予

知的障がい相談予

精神保健福祉相談予

ピアサポート相談 予

子育て相談予

市役所／指導室☎445・1518

市役所／市民活動推進課

☎445・1252（つながらない

場合は☎445・1141）

市役所ほか／男女共同参画室

☎445・1277（つながらない

場合は☎445・1141）※②

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷

☎445・1240

市役所／消費生活センター

☎445・1246

まなびぃプラザ２階／ふれあい

談話室☎445・4953

まなびぃプラザ1階／青少年

センター☎445・4307

　センター／　センター

☎475・5154

習 習

　センター／　センター

☎475・5152

習習

　センター／　センター

☎475・5153

習習

　センター3階／　センター

☎475・5152

福 習

　センター５階／市社会福祉

協議会☎444・6921

福

①②＝まなびぃプラザ③＝中央

公民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯

沼方）☎443・2557

福　センター４階／障害者支援

施設もくせい園☎443・3408

（９時〜17時）

福　センター４階／サポートネット

鎌ケ谷☎443・9850（（土）・（日）・

（祝）を除く９時30分〜16時30分）

　センター２階／家庭児童相談室

☎445・1349

福

●各児童センターの休み＝下部欄外　●北中沢コミュニティセンター＝23日（月）　●図書

館＝毎週(月)（9日を除く）、10日（火）・27日（金）、東部・西部分館のみ26日（木）　●社会

福祉センター＝毎週(火)、9日（月）　●郷土資料館＝毎週(月)、10日（火）

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

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

10日（火）14時から

12日（木）9時30分から

17日（火）9時15分から

13日（金）9時15分から

11日（水）９時30分から

24日（火）９時から

　＝13 時〜14 時　＝17 時 15

分〜18 時 15 分●10 月 5 日・

11月2日の各（木）＝ 　　●10

月19日（木）＝　※③

夜昼

昼

昼 夜

16日（月）13時〜15時

18日（水）10時〜12時

16日（月）13時〜16時

20日（金）10時〜15時

26日（木）13時〜16時

12日（木）13時〜15時

毎週（月）〜（金）● 10時〜12時

● 13時〜16時

毎週（月）〜（金）● 10時〜12時

● 13時〜16時

毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

毎週（月）〜（金）９時〜16時

毎週（月）〜（金）９時〜17時

毎週（水）●9時30分〜12時30

分● 13時30分〜14時30分

毎週（火）13時〜17時（31日を除く）

昼

　：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　 　センター：習志野健康福祉センター　※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　※③：HIV抗体検査は　の結果のみ即日通知

 　　　　　　　　 ●中央＝1日（日）〜31日（火）　●くぬぎ山＝6日（金）・8日（日）の各13時から　●北中沢＝14日（土）・23日（月）　●粟野＝27日（金）

福 習注 予

各児童センターの休み

平成29年（2017年）10月1日号広報広報 健康・福祉・10 月のお知らせ

健康・福祉ボード

　対象者には5月に受診票（緑色）を送り

ました。受診票がない人はご連絡くださ

い。

内口腔（こうくう）診査・衛生指導

対昭和16年4月2日〜17年4月1日に生

まれた後期高齢者医療被保険者

    10月31日（火）まで（指定歯科医療機

関の休診日を除く）

所指定歯科医療機関（詳しくは受診票を

参照）

注受診する歯科医療機関に要予約

問保険年金課☎445・1207

申問 宛先の記載のないものは健康増進課

29年4月1日現在で75歳の皆さんへ
歯科健診を受けましょう

　離乳食・子どもの食事・糖尿病の食事・

ダイエットなどについての相談に栄養士

が応じます。

時10月6日・13日の各（金）13時〜16

時、24日（火）・30日（月）の各9時〜12時

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

個別栄養相談

　初心者からレパートリーを増やしたい

人まで、誰でも参加できます。

内●ヘルスメイト（食生活改善推進員）に

よる健康づくりの話●調理実習（たっぷり

野菜の酢豚など）●汁物の塩分濃度測定

時10月31日（火）10時〜14時

所総合福祉保健センター3階

定30人　費400円

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾・汁物

50cc程度

　　未就学児、先着5人（10月24日（火）

までに要申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

健康づくり料理教室
野菜たっぷりクッキング

保育

　最新の手術方法や、手術にまつわる生活

面での問題など、分かりやすくお話します。

時10月14日（土）13時〜15時

所国立がん研究センター東病院（柏市）

定250人（当日先着順）

師同院外科医の小林信さん

問 オープンキャンパス事務局☎04・

7133・1111

市民公開講座
からだにやさしいがんの手術について

内ストレス管理の仕方・リラクゼーション

法について

時10月27日（金）13時30分〜15時30分

所総合福祉保健センター3階

定50人

師臨床心理士の上田将史さん

　　未就学児、先着5人（10月13日（金）

までに要申込）

申10月20日（金）まで☎445・1405

こころの健康講座
ストレスとの上手な付き合い方

保育

期間

　県眼科医会会員の医師が目の健康につ

いての相談に応じます。

      10月9日（月）9時〜16時に

☎043・242・4271（当日のみ）

問同会事務局☎0436・26・

5567

目の愛護デー無料電話相談

相談先

●収集します・自己搬入できません＝10月9日(月)

※その曜日に収集する地域のみ実施

●初小＝2日(月)　●南部小＝5日(木)　●道小＝10日

(火)　●中部小＝11日(水)　●鎌小＝13日(金)　●北部

小＝16日(月)　●五小＝18日(水)　●東部小＝23日(月)

●西部小＝26日(木)　問クリーン推進課☎445・1223

祝日などのごみの収集・自己搬入

10月の有価物回収

!10月のお知らせ

7

ヘルシーなレシピを学べます

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へ

ベビーカー

　取りに来られる人

に無料で。

問栗原☎442・5810

（留守番電話可）

ゆずります

節目年齢には歯周病検診を

歯と歯ぐきの
健康チェックを
受けましょう
　28年度歯科疾患実態調査（厚生労働省）の結果では、

80歳になっても20本以上自分の歯がある「8020（ハチマ

ルニイマル）達成者」が約2人に1人以上いることが分かっ

ています。

　いつまでも自分の歯でおいしくご飯を食べられるよう

に、歯周病検診を受けましょう。

    問診・歯科健診・保健指導

    ●20歳（平成9年4月2日〜平成10年4月1日生まれ）

    ●30歳（昭和62年4月2日〜昭和63年4月1日生まれ）

    ●40歳（昭和52年4月2日〜昭和53年4月1日生まれ）

    ●50歳（昭和42年4月2日〜昭和43年4月1日生まれ）

    ●60歳（昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日生まれ）

    ●70歳（昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日生まれ）

    30年1月31日まで

    指定歯科医療機関（詳しくは、3月下旬に対象者へ送

付した受診券を参照）

    500円

    受診する歯科医療機関に要予約

問健康増進課☎445・1394

内容
対象

期間
場所

費用
注意



【下総基地の米軍機使用絶対反対】

二次元コードを読み取ることで接続できます

平成29年（2017年）10月1日号 広報

朝日山親方ってどんな人？

　　●朝日山親方による講演

　　●郷土資料館長による相撲の歴史解説

　　10月7日（土）14時〜17時（13時30分開場）

　　総合福祉保健センター4階 研修室

　　50人（当日先着順）

      まなびぃ100対象

問文化・スポーツ課☎445・1531

　昨年くぬぎ山に開設した朝日山部屋の親方
  （元琴錦）が、現代の相撲について語ります。
内容

日時
場所
定員

　テーマは「わたしたちにできるエコってなぁに？」。

　ワークショップ（工作教室）やパネル展示で、楽しく環境のこ

とを学ぼう！

    10時〜15時

    環境保全団体・企業などのパネル展示、鎌ケ谷高校書道

部・鎌ケ谷西高校美術部の生徒

などによるワークショップ、市内

小中学校みどりのカーテン総選

挙、クイズラリー など

※パネル展示は10月4日（水）　

〜18日（水）開催予定

　　市役所1階

問環境課☎445・1227

　市内の子どもたちも被災地のために頑張ります！ 

収益金は被災地に送ります。

　　バザー・飲料販売・ゲームコーナー・物産販売 など              

    市役所駐車場

問生涯学習推進課☎498・6101

被災地の農水産物が並びます

身近な環境を知ることが第一歩

●エコネットかまがや ●Ｎ

ＰＯ法人環境カウンセラー

千葉県協議会 ●大津川水

質浄化委員会 ●鎌ケ谷・

大津川を清流にする会 ●鎌

ケ谷市放射能対策市民の

会 ●かわ・水・みどり ●環

境カウンセラー（個人） ●京

葉ガス㈱ ●県生物多様性

センター など

　不要となった小型家電から取れるリサイクル金属で、東

京オリンピックの金・銀・銅メダルを作るプロジェクトです。

※電池・バッテリー・蛍光灯などは、外し

　てからお持ちください

※個人情報は消してからお持ちください

問クリーン推進課☎445・1223

回収対象品：15ｃｍ×30ｃｍ以内の小型家電

ー 展示参加団体 ー

都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト

場所

内容
場所

時間
内容

●携帯電話・ＰＨＳ

●タブレット端末

●電子辞書・電卓

●電子体温計・電子血圧計

●電話機・ファクス

●時計

●ラジオ

●懐中電灯

●DVD（ビデオ）プレーヤー

●カーナビ

●音響機器

●デジタルカメラ・ビデオカメラ・フィルムカメラ

●ハードディスク・ＵＳＢメモリー・メモリーカード

●ゲーム機 ●その他付属品

新鎌通りにボックスを設置

使用済小型家電を集めています使用済小型家電を集めています復興支援チャリティフェスタ2017復興支援チャリティフェスタ2017

第9回 かまがや環境フェア第9回 かまがや環境フェア

住民基本台帳人口      109,780人（前月比＋10）

男　54,347人　女　55,433人

世帯数　 48,413世帯（前月比＋44）

〔29.9.1現在〕

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▶

かまがやまなびぃ大学 まなびぃ学部主催講座

　現役時代は「琴錦」のし

こ名で、小柄な体格を生か

した取り口を得意とし、平

幕として史上初となる2度

の優勝を飾りました。現在

は、28年6月にくぬぎ山で

部屋を開設、後進の育成に

励んでいます。

チケット予約は電話で。
チケット購入は、代金を
持参して窓口で支払いを

    次の条件を全て満たす人●小学生以上でチェロの演奏経験がある●次の練習日に原則2日以上参

加できる（音大などの経歴がある人は、1日でも可）①30年1月27日（土）②2月4日（日）③2月12日

（月）の各18時〜20時④2月16日（金）19時〜20時（通し稽古）      20人（多数抽選）      保険料

など800円         きらりかまがやホームページ、市民会館・学習センター（各公民館）窓口で配布す

る申込書に記入して、11月30日（木）17時まで（必着）に市民会館へ持参／FAX／Eメールで提出

一緒に演奏するチェリスト募集！

二つ目の落語家・今昔亭三つ葉と、その話術を習いに集まった人々の物語。

    10月7日（土）●10時から（9時30分開場）●14時から（13時30分開

場）      500円      先着５人（要申込）       ●全席指定●親子席（先

着8席。要申込）に限り未就学児入場可

きらり☆シネマVol.5 「しゃべれども しゃべれども」

植草ひろみ（元新日フィル）・菊地知也（日フィル）・渡部玄一（読売日本交響

楽団）・渡邉辰紀（東京フィル）によるチェロカルテット「超チェロ組」のコン

サート。    30年2月17日（土）15時から（14時30分開場）      ●一般

＝2,000円●小・中・高校生＝1,000円      先着５人（要申込）

      ●全席指定●親子席（先着8席。要申込）に限り未就学児入場可

超チェロ組

KAMAGAYA KIRARI HALL その他のイベントもチェック

☎441・3377　　　〒273-0101富岡1-1-3

    https://www.kirari-kamagaya.jp

場所
URL

日時
費用 保育

日時 費用
保育

対象

定員 費用
申し込み

鎌ケ谷市民まつり鎌ケ谷市民まつり同 時 開 催
イ ベ ン ト

10月14日(土)10:00〜17:00（荒天時15日（日））日時

その他

その他

その他

相撲歴史
講演会

古紙パルプ配合率70%

再生紙を使用


