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　回収した貴金属は、東京2020オリンピッ

クのメダルを作る材料として使用されます。

　家庭で使われていない食べ物を持ち寄り、地域の福祉

団体・施設などに寄付する活動です。家にある未開封の食

べ物を有効活用しませんか？

　　　　  ●乾物（のり・豆など） ●保存食品（缶詰・瓶詰

など） ●インスタント食品 ●レトルト食品 ●お菓子類 

●調味料各種 ●食用油 など

　　 ●賞味期限が明記されていて、

期限まで2カ月以上あるもの

●常温で保存が可能なもの

●未開封で包装や外装が

破損していないもの

　市内で働く人たちから仕事の話を聞いてみよう！みんな
に人気の警察・消防・病院の制服を着て、道具の使い方など
の体験もできるよ。
　　11時から・13時から（1回40〜50分程度）
　　　 各回1時間前から小体育館で
　  警察・消防・病院ブース各10人程度

第29回
産業フェスティバル

&
第41回

農業まつり

第29回
産業フェスティバル

&
第41回

農業まつり

10 28/ （土）10:00-16:00
/10 29（日）10:00-15:00

日時 場所

問い合わせ

福太郎アリーナ
（新鎌ケ谷駅から徒歩約20分）

市内事業所自慢の製品の展示・販売や、鎌ケ谷産の新鮮野菜の販売など、楽しさ・嬉しさ盛りだくさん！

●産業フェスティバル＝産業フェスティバル実行委員会（市商工会内）☎443・5565

●農業まつり＝農業まつり実行委員会（農業振興課内）☎445・1233

買って嬉しい！
見て楽しい！
買って嬉しい！
見て楽しい！

新鎌ケ谷駅から無料
送迎バスも運行します

会場周辺の道路は混雑が予想されます。

無料送迎バスの利用にご協力ください。

●電話機 ●カーナビ ●メモリーカード

●ハードディスク・ＵＳＢメモリー など

●市内事業所の製品・商品の販売 ●市内農産物・野菜料理などの販売 ●ステージイベント ●リサイクル傘・家具の販売 ●白熱のこま大戦

（土）＝２８日（土）のみ運行　（日）＝２9日（日）のみ運行

無印＝両日運行

新鎌ケ谷駅南口　　福太郎アリーナ

無料送迎バス発車時刻表

新鎌ケ谷駅南口発時
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リサイクルフェアを同時開催

デジタルカメラ 携帯電話 ゲーム機

対象品目

条件

定員

時間

※道路状況などにより遅れが生じる場合があります

特別企画

小学生
ドリームワーク

問クリーン推進課☎445・1223

回収対象 15cm×30cm以下の小型家電

使用済み小型家電を集めます フードドライブ（寄付活動）

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査…２　　市の業務の評価結果と行財政改革の実績…２　　第３回かまがや市民創作ミュージカル…８主な内容

受け付け



衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

2 平成29年（2017年）10月15日号広報広報お知らせ・市政情報

「その一票 あなたが動かす 日本の未来」問市選挙管理委員会事務局☎445・1539

　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した。

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

　投票日当日に、仕事や旅行などの

予定があり投票に行けない人は、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21日（土）までの各8時

30分〜20時

東部学習センター1階 レインボー
ホール横
　　10月21日（土）までの各9時

〜19時

入場整理券裏面の｢宣誓書｣にあ

らかじめ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

当日選挙に行けない人は
期日前投票を

　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

臨時休館施設
▷北部・南部公民館（いずれも図書館

分館を含む）

▷南初富・道野辺中央・北中沢・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）

　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

日時

日時

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

市役所1階 市民ホール

　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)。

10月22日（日）7時〜20時投票日

せんきょくん

※

11の政策

42の施策

各部署で行う約４００の事務事業

　市役所では、さまざまな業務について行政評価を行っています。今回は、行政評価のうち

施策評価と事務事業評価の結果を紹介します。また、行財政改革の実績をお知らせします。

シリーズ行財政運営は、これから取り組む施策やその結果、進捗状況などの市政情報を、市民の皆さんに分かりやすく提供するコーナーです。

市の業務の評価結果と行財政改革の実績

問企画政策室☎445・1073

施策の今後の方向性

施策評価の結果

成果の方向性 施策数

達成

おおむね達成

一部未達成

未達成

向上

維持

低下

ー

ー

３４

７

０

コストの方向性 施策数

増加

維持

縮減

２９

１２

０

3

38

0

0

社会保障、消防力、公共交通

高齢社会、児童福祉、スポーツ、義務教育、河川整備、

交通安全、防犯・防災、市街地整備、道路整備 など

施策数 主な施策総合評価

施 策 評 価
　各部署で行う事務事業の状況を把握した上で、施策自体

の評価を行いました。

　なお、42施策のうち「鉄道新線開業等に対応した新市街

地の整備」は評価対象外のため、施策評価の対象は41施策

となります。

　「後期基本計画」では約９０の成果目標値を掲げており、

今回の「施策評価」で成果目標値の状況確認を行いました。

一例として、市の重点政策である「福祉」「教育」「安全・安心」

「魅力あるまちづくり」から、その結果をお知らせします。

※

施策評価に基づいた市の重点政策の

成果目標値の状況は？

成果目標値の実績

行財政改革は着実に
進んでいます！

シリーズ行財政運営 第10回

市の業務体系
　市では、下図のように福

祉や教育など１１の政策（市

が目指す方向や目標）に基

づき、４２の施策（政策を達

成するための手段）を位置

付け、その施策に基づき、さ

まざまな事務事業を各部署

で行っています。

行財政改革効果額実績の主な内訳

項 目 効果額

市税の収納率向上

国民健康保険料の収納率向上

保育料の収納率向上

約 1 億 8,400 万円

約 1,300 万円

約 800 万円

　施策ごとの「目指す姿」を実現するために取

り組んでいる約400の事務事業の評価結果

をお知らせします。

事務事業評価

事務事業評価の結果

重点的に資源を配分し、規模を拡大

業務手法などについて精査・

検証の上、継続

事業実施方法などについて

改善した上、継続

事業規模を縮小

一旦事業を休止するが、将来

事業を再開

事業を廃止

事業が完了したので終了

評価区分 事務事業数 備 考

拡充

精査・検証

改善

縮小

休止

廃止

終了

55

317

4

8

2

0

13

　市では、28年度から32年度までの５年間を計画期間とする「みんなで考え、実行する 

鎌ケ谷市行財政改革推進プラン」を進めています。28年度の実績は、次のとおりです。

行財政改革の実績はどうなっているの？

：通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒に対し

教育的支援を行う先生(ほほえみ先生)

項 目 目 標 実 績 状 況

行財政改革効果額

（生み出した財源）

貯金（財政調整基金残高）

国の定める基準

（財政健全化判断比率）

通常の収入の中で通常の

支出を賄う割合

（経常収支比率）

早期健全化

基準未満

早期健全化

基準未満

18億円以上

95％未満

約2,800万円

約26億4,900万円

94.8％

約2億2,800万円

達成

達成

達成
※

達成

※：経常収支比率は、９５％未満の目標を達成していますが、２７

年度の９１.２％に対し、２８年度は９４．８％と３．６ポイント

上昇していることから、健全な財政運営を維持していくため、

今後注視する必要があります

28年度の数値目標に対する達成状況

指標名 ２０年度現状 ２８年度実績

保育所待機児童数

特別支援教育推進指導教員

配置数

交通事故発生件数

新鎌ケ谷駅乗降客数

（１日当たり）
82,823人

442件

10人

63人

99,003人

299件

17人

0人

３２年度目標

100,000人

349件

14人

0人

※

次回は市の財政状況についてお知らせします。
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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！

　松丸幹雄さんが地方自治法施行70周年記念監査事

務功労者総務大臣表彰を受け、8月31日に市役所で受

賞報告会が行われました。

　松丸さんは、平成14年から26年までの12年間の長

きにわたり、市の代表監査委員として在職されました。

在職中は監査事務に精励され、公正で効率的な行財政

運営の指導を通して、市政発展に貢献されました。

　今回の表彰は、これらの功績が認められたものです。

問市監査委員事務局☎445・1541

監査事務功労者
総務大臣表彰

地方自治法施行70周年記念

　外見からは判断しにくい障がいがある人

などが、支援を必要としていることを周り

に知らせるためのカードです。

　ヘルプカードを持つ人を見かけたら、思

いやりのある行動をお願いします。

　　　　障がい福祉課窓口（総合福祉保健

センター2階）

※詳しくは、市役所・図書館本館・学習セン

　ター（各公民館）で配布するチラシ「ヘル

　プカード 知っていますか？」や、県ホー

　ムページをご覧ください

ヘルプカード

問障がい福祉課☎445・1305／ｆ443・

2233

ヘルプカードとは？

●義足や人工関節を使用している人、内部障

　がいや難病の人、妊娠初期の人、認知症の人

●突発的な出来事に対応することが難しい人

●視覚・聴覚障がいなどがあり、状況を把握す

　ることが難しい人 

●その他、希望する人

こんな人にお渡しします

配布しています

配布場所

を

　税金・国民健康保険料などの納め忘れがある人を対

象に、合同納付相談会を実施します。

　　10月29日（日）9時〜16時

　　保険年金課窓口（市役所１階）

　　　　　 （ ）内は担当部署

●固定資産税･都市計画税、軽自動車税、市･県民税、

　法人市民税（収税課）

●国民健康保険料（保険年金課）

●保育料（幼児保育課）

●介護保険料（高齢者支援課）

●下水道受益者負担金、下水道使用料（下水道課）

問収税課☎445・1164

休日合同納付相談会
納め忘れはありませんか？

日時
場所

　先の大戦で犠牲になられた方々に哀悼の誠をささげ、そ

の尊い犠牲を無にすることがないよう、追悼式を挙行しま

す。追悼式は誰でも参列できます（平服可）。

　　10月25日（水）13時30分〜14時30分（13時開場）

　　総合福祉保健センター6階

問社会福祉課☎445・1286

戦没者追悼式

日時
場所

世界の恒久平和を共に願います

●鎌ケ谷市長賞＝高松瑞貴（五本松小4年）

●鎌ケ谷警察署長賞＝久々津春輝（初富小5年）

●鎌ケ谷交通安全協会長賞＝椋本実優（道野辺小6年）

●鎌ケ谷地区安全運転管理者協議会長賞＝佐藤拓海

　（道野辺小4年）

問道路河川管理課☎445・1457

●鎌ケ谷市長賞＝北原花恋（五本松小3年）

●鎌ケ谷警察署長賞＝甲斐優織（中部小3年）

●鎌ケ谷交通安全協会長賞＝佐藤晴海（道野辺小1年）

●鎌ケ谷地区安全運転管理者協議会長賞＝工藤豪仁

　（初富小3年）

交通安全ポスター・
標語コンクールの受賞者

　夏休み期間中に子どもたちから募集した交通安全ポ

スター・標語コンクールの表彰式を、９月２４日に行い

ました。受賞者は次のとおりです（敬称略）。なお、各入

賞作品は市ホームページに掲載します。

交通事故なし（梨
）

の里かまがや

ポスターの部

標語の部

ビャクシン類

梨

3・4月の雨風で感染

増殖

6・7月に胞子で感染

越冬・増殖

　鎌ケ谷市は県下屈指の梨の産地として知ら

れ、品質も栽培農家の努力により全国的に高

い評価を得ています。しかし、梨は病害虫に弱

く、特に赤星病が発生すると壊滅的な被害を

受けてしまいます。

　このため市内全域で赤星病を媒介するビャ

クシン類の植栽・保有を禁止しています。皆さ

んのご理解とご協力をお願いします。

梨の木の病気「赤星病」とは
　ハイネズ・カイヅカイブキ・タマイブキ・シン

パク・スカイロケット・一部のコニファーなど

のビャクシン類を媒介して発生する病気です。

名産の梨を赤星病から守りましょう!
市内ではビャクシン類の植栽が禁止されています

　これらの植物が梨園の半径約2km以内に

あると、必ずといってよいほど頻繁に発生する

病気です。

問農業振興課☎445・12３3

Delicio
us

新京成線 線路を高架化
駅ホームが変更になります

　新京成線連続立体交差事業により、10月21

日（土）始発から初富・新鎌ケ谷・北初富駅の津

田沼方面ホームが変更になります。

　詳しくは、駅に掲示するポスターなどをご覧

ください。

問●県柏土木事務所高架事業推進課☎04・

7167・1218

●新京成電鉄㈱連立事業課☎047・389・

9985

●市道路河川整備課☎445・1435

10/21(土)から

※悪天候などにより工事が中止となった場合は、

　10月22日（日）からのホーム変更になります

初富
新鎌ケ谷
北初富

対象税金・料金

◀
表
彰
状
を
手
に
す
る
松
丸
さ
ん

　

と
市
長



制度利用者

賃貸物件を借りたい人（一社）移住・住みかえ支援機構

子育て世代など

終身
借家契約

3年の定期
借家契約

●公的制度に基づく一生涯の家賃

 収入

●３年ごとに解約の自由

●物件・土地は子どもに相続

●良質な借家の循環

●敷金なし、壁紙など自ら一定の

 改修可

●3年ごとに優先して再契約

賃借料支払い

万が一の　 場合の補償

準備金積立空き家保証

賃借料収入（終身）

高齢者住宅財団の基金

内部準備金

補
助
金
交
付
決
定

改
装
工
事

店
舗
開
店

12/22（金）まで

…店舗開業・工事に関すること …補助金交付に関すること

店舗開店までの流れ

物件探しなど

申請書類の提出

マイホームを貸したい人

ま
ず
は

お
問
い
合
わ
せ
を

交付決定〜1月末まで

納期限

その他

○○銀行ストップ !ストップ !

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。

空き店舗を活用して
出店しませんか？

補助金 
最大
100万円！

　空き店舗を改装し、新たに出店を目指す皆さんへ、店舗改

装費などを補助します。これまでに小売業・飲食サービス業

をはじめ、理容業や獣医業など、さまざまな店舗がオープン

しました。

　　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です

　　　店舗改装費と備品購入費合計の2分の1（上限100

万円）

　　　 12月22日（金）までに、市ホームページまたは商工

振興課などで配布する必要書類に記入して、同課窓口へ

※本補助における「空き店舗」とは、市内で3カ月以上、事業

　に使われていない1・2階部分に位置する店舗です

問商工振興課☎445・1240

　　一定の耐震性が確保されている住宅を日本国内で所有する、50歳以上の人など

　　　詳しくはｕhttp://www.jt-i.jpをご覧ください

問●パンフレットの配布など＝建築住宅課☎445・1472／窓口（市役所４階）

　●制度の活用などの相談＝（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）☎03・5211・0757

　シニアの皆さんのマイホームを借り上げて転貸し、家賃収入を保証する

「マイホーム借り上げ制度」。これにより、自宅を売却することなく、住み替

えや老後の資金として活用できます。

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

第10回全日本ジュニアテコンドー選手権大会（長野県）

●小学3年女子 ＋28kg級 銅メダル　野崎七海（北部小3年）

アジアオープンテコンドー大会（韓国）

●個人 1段型 銀メダル、個人 －45kg組手 銀メダル　大蔵凜（第五中1年）

●団体 型 銀メダル、団体 組手 銅メダル　山ノ内蓮（第五中2年）

コリアオープンフェスティバル（韓国）

●個人 赤帯型 金メダル、団体 型 銀メダル、団体 組手 銀メダル　中澤慶太（五本松小4年）

●個人 青帯型 銅メダル、個人 組手 金メダル　髙木稀稟（東部小5年）

対象

対象

申し込み

補助率

場所

持ち物

マイホームを借り上げし、安定した家賃収入を保証

　国民健康保険料を納期限の日に自動引き落としで納付

できる、「口座振替」に変更しませんか？ キャンペーン期間

中に申し込むと記念品がもらえます。

※現在、国民健康保険料の未納がなく、納付書で支払って

　いる人が対象です

※①：金融機関での申し込みの場合は、「申し込み控」を受

　け取り、保険年金課へお持ちください

※②:１回目の口座振替の引き落とし（収納）の確認後、当選

　者には30年3月にクオカードを発送します

口座振替変更 申し込み方法

　　口座振替取扱金融機関・郵便局または保険年金課窓口

（市役所１階）

※対象の金融機関などについてはお問い合わせください

　　　●口座の預・貯金通帳（キャッシュカード可） 

●通帳の届出印 ●国民健康保険料の納入通知書

国保料口座振替キャンペーン実施中
問保険年金課☎445・1208

問道路河川管理課☎445・1457

　自転車は、子どもから高齢者まで幅広い年代の皆さんが利用する乗り物です。

一人一人がルールとマナーを守って、安全運転を心掛けましょう。

 シニアの皆さんへ

自転車保険に加入しましょう
　自転車で歩行者を死傷させた場合、数

千万円に及ぶ賠償を命じられることがあ

ります。

　事故に備え、ＴＳマーク付帯保険や、保

険会社などが取り扱う自転車向けの保険

への加入を検討しましょう。

知っていますか？ 自転車のルールとマナー

注意

●市・県民税（第３期）

●国民健康保険料（第５期）

●介護保険料（第５期）

●後期高齢者医療保険料（第４期）

　　　10月31日（火）

　　納期限を過ぎると延滞金が掛かります

納期のお知らせ

①自転車は原則車道を走る　
②車道では左側を走る　
③歩道では、歩行者を優先し、車道寄りを徐行する　
④安全ルールを守る（飲酒運転・二人乗り・信号無視を
　しない、夜間時はライトを点灯する など）
⑤ヘルメットをかぶる

再確認！ 自転車安全利用五則（詳しくは、県・県警ホームページなどを参照）

申込者全員に市指定ごみ袋

抽選で50人に1,000円分クオカード

キャンペーン期間 12月29日（金）まで

記念品

ヘルメットをかぶりましょう
衝撃を吸収してけがを軽くします！

さらに

市内小・中学生が全国・アジアテコンドー大会で活躍しました

　7月〜8月に開催された次の大会で、市内在住の小・中学生が優秀な成績を収めま

した（敬称略）。問文化・スポーツ課☎445・1531

　自転車やバイクの放置は、まちの景観を損

ねるだけでなく、人や緊急車両の通行を妨げ

ます。「ちょっとの時間だから」と誰かが自転

車を置き始めると、それをきっかけに次から

次へと放置が増え、大きな障害物となってし

まいます。

　みんなでマナーを守り、放置自転車をなく

しましょう。

10月〜11月は「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」

問 道路河川管理課☎445・1457

困ります！

自転車の置きざり
知らんぷり

　保管期間を過ぎても引き取りがない場

合は処分します。

　　　　●毎週（火）・（木）10時〜19時

●毎週（日）9時〜15時

※（祝）・年末年始を除く

　　市制記念公園入り口脇

　　　●本人確認書類（免許証・保険証など）

●移送保管手数料（自転車2,000円／原

動機付き自転車3,000円）

　　　☎090・1463・6656（引渡時間のみ）

撤去された自転車の返還

引渡時間

持ち物

連絡先

場所

※①

※②
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寄せられた善意

テーマ
テーマ

保育

まずは

情報ひろば

　地域の子育てに関わるボランティ

ア活動をしてみませんか？ 外出や仕

事などで一時的に子育てが困難な人

に代わって、保育園などの送迎や放課

後に子どもを預かるなどの活動をし

ます。次の研修を受講してください。

基礎研修時11月9日・16日の各（木）

9時30分〜11時30分

所総合福祉保健センター4階

　　先着5人（100円。11月2日（木）

までに要申込）

申ファミリー・サポート・センター

☎445・1354

ファミリー・サポート・センター
提供会員

南部公民館「健康講座」
〜イマドキ！ 糖尿病対策〜

対60歳以上で市内在住の人

時11月7日（火）・8日（水）の各9時30

分〜15時(全2回)

所社会福祉センター

定15人（申込先着順）

申10月16日（月）9時から、シルバー

人材センター事務局窓口

問シルバー人材センター☎443・4145

内心肺蘇生法・ＡＥＤの取り扱いなど

対中学生以上

時11月18日（土）●9時〜12時＝市民

向け●9時〜13時＝一定頻度者向け

所消防本部

定20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）

　　1歳10カ月以上の未就学児、先着

5人（11月1日（水）までに要申込）

申中央消防署☎444・3222

問消防本部警防課☎440・8125

「除草・刈り払い機」技能講習会

　　スケート（アイスホッケー・ショー

トトラック）、スキー（大回転・継走）

対次のいずれかの条件を満たし、県大

会レベルの成績などを持っている人

●29年4月30日以前に鎌ケ谷市に

住民登録をし、引き続き居住している

●県内に居住しており、市内の小・中

学校を卒業した

時30年1月28日（日）〜3月11日（日）

他最近の成績などにより、市体育協会

が選考します

申大会の成績などを持参して、11月

30日（木）までに文化・スポーツ課窓

口（市役所5階）

問同課☎445・1531

第68回県民体育大会 冬季大会

　　　●大人も子どももバランスの良

い食事を●予算のある家計簿記帳を！

時10月26日（木）10時〜12時

所総合福祉保健センター6階

定30人（申込先着順）

費400円

　　乳幼児、先着10人

（200円。要申込）

申友の会鎌ケ谷 

長谷川☎080・1189・7281

家事家計講習会

保育付き 救命講習Ⅰ・Ⅱ

　プラスチック製容器包装類を始め、

間違った分別状況が多く見受けられ

ます。これを受け、ごみの出し方・分け

方などを再確認できる講座を市民の

皆さんが行う会合などで実施します。

一人一人がごみを適正に分別し、処理

費の削減と資源の有効活用につなげ

ましょう。

申クリーン推進課☎445・1223

ごみの分別出前講座
〜資源循環型社会を目指すために〜

講座・講演

今年の標語は「本に恋する季節です！」

種目

保育
演者

演目

保育

　三味線を伴奏に物語を進める「浪

曲」を生で見て、聴いて、楽しんでみま

せんか？

　　「銭湯激戦区」ほか

時11月11日（土）13時

30分から（13時開場）

所北部公民館

定50人（申込先着順）

　　浪曲師の玉川太福

さん

他まなびぃ100対象

申同館☎446・1076

北部シルバーカレッジ公開講座

　　　①今更聞けない○○なハナシ

「薬の正しい認識」②こんなことしてい

ませんか？「糖尿病警察物語」③もった

いない歩き方をしていませんか？「今更

聞けない正しい歩き方」

時11月2日（木）14時〜15時30分

所南部公民館

定50人（申込先着順）

師①＝日本糖尿病療養指導士の本野

雅子さん②＝管理栄養士の斎藤奈緒

さん③＝理学療法士の島田達広さん

他まなびぃ100対象

申同館☎446・3031

インターネットによる本の検索・予約・延長

　図書館ホームページで、所蔵している本の検索

や予約・延長ができます。貸し出し準備完了の連絡

はＥメールで行います。また、イベント・展示の情報

も掲載しています。

●パソコン用＝ｕ http://www.library-kama

gaya-chiba.jp

●携帯電話用＝ｕ http://www.library-kama

gaya-chiba.jp/i

※予約にはパスワード（事前登録）が必要です

電話でも予約ができます

　図書館本館への電話でも本の予約ができます。

電話予約の場合、貸し出し準備完了の連絡は電話

で行います。

　　  本を借りるために利用者カードの作成を
　利用者カードを作るには、図書館で配布する

「利用者登録申込書」に記入して、住所確認ができ

る本人確認書類（運転免許証・学生証・保険証な

ど。市内在勤・在学の人は在勤・在学を証明できる

もの）をカウンターで提示する必要があります。

問図書館本館☎443・4946

●山﨑さんから社会福祉のために

2,000円を

　　　　　　　　　　（社会福祉課）

募集

スポーツ

10月27日（金）～11月9日（木）は第71回読書週間

　認知症の予防になる図書館の使い方を提案します。

図書館で脳を活性化させましょう。

時11月26日（日）13時30分〜15時30分

所中央公民館　定70人（申込先着順）

師医療福祉学博士の結城俊也さん

他手話通訳・要約筆記あり（11月19日（日）までに要申込）

申10月15日（日）10時から、図書館本館へ電話

読書講演会
認知症予防におすすめ図書館利用術

　人形劇団「汽車ポッポ」の

公演とひまわりおはなし会

による読み聞かせ。

対小学校低学年以下　

時10月28日（土）14時から

定60人

子ども劇場

コンシェルジュサービス（本の相談）

　図書館本館では、スカーフを着用したコンシェル

ジュスタッフが、本の相談や図書館の施設・イベン

トなどの案内をしています。調べ物などで分から

ないことがある場合は、レファレンスカウンターで

の資料相談もできます。

他の図書館からの本の取り寄せ

　市の図書館で所蔵されていない本が、県内の他

の図書館に所蔵されている場合、取り寄せて利用

できます。

千葉商科大学付属図書館との利用提携

　詳しくは図書館本館カウンターにご相談ください。

※事情により利用できない場合あり

その他のサービス

ＣＤ・ＤＶＤの貸し出し

　東部分館所蔵の視聴覚資料は、1人2点まで2週

間借りられます。

夜間利用が可能

　図書館本館・東部分館は、9時から20時まで利

用できます（（日）・（祝）は17時まで）。

図書館分館もご利用ください
●東部分館（東部学習センター内）☎441・　

　0213

●北部分館（北部公民館内）☎446・1080

●西部分館（くぬぎ山コミュニティセンター内）

　☎047・389・1426

●南部分館（南部公民館内）☎446・3066

●東初富分館（東初富公民館内）☎442・

　5001

図書館からのお願い
●本は大切に扱ってください

●館内では、飲食や携帯電話の利用はご遠慮

　ください

●返却期限は守りましょう。次に待っている人

　がいます

臨時休館のおしらせ
　図書館本館および北部・南部・東初富分館

は、11月6日（月）〜14日（火）まで蔵書点検

などのため休館です。この期間中に本を返

却する場合は、図書館本館の返却ポストを

ご利用ください。

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

玉川太福さん

除草や刈り払い機の
取り扱いについて学びます

記載がないものは 　　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 場所

　　図書館では、皆さんの読書活動を応援するためにさまざまなサービスを行っています。

　この機会に図書館に足を運んでみませんか？
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　　　　　  　 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

コミセン
公民館のおまつり

▶鎌ケ谷の歴史と自然を訪ねて
渋谷総司資料室と粟野地区公園を訪問します。

時11月4日（土）9時30分東武野田線六実駅集合〜

15時30分新鎌ケ谷駅解散（雨天中止）定30人（申

込先着順）費保険料など100円持飲み物・弁当、双

眼鏡（お持ちの場合）申印西ウエットランドガイド鎌

ケ谷 磯貝☎442・2094

▶シルバーライフプラン講座「老いじたくⅡ」
老後の不安を最小限に、生きがいを最大限にする生

き方を考えます。時10月26日（木）13時30分〜15

時30分所鎌ケ谷コミュニティセンター定15人（申

込先着順）費500円申カナリヤ元気 本間☎457・

0151

▶陳式太極拳無料体験講習会
時10月28日（土）18時30分〜19時30分所鎌ケ

谷中学校体育館持上履き問鎌ケ谷太極拳クラブ 

佐藤☎080・5542・4980

▶ゆるふわスッキリ体操
内ストレッチ・引き締めエクササイズ・リラックス法

対50歳以上の人（初心者歓迎）時10月20日、11月

3日・17日の各（金）10時〜11時所東部学習セン

ター定若干名費1回800円申17時以降にパル（骨

盤体操） 小川☎446・2941

▶アコードマンドリンアンサンブル Vol.4
内マンドリンとギターのアンサンブル、女声合唱、み

んなで歌おうコーナー時10月21日（土）14時から

（13時30分開場）所東部学習センター定210人（当

日先着順）問アコードマンドリンアンサンブル 小

糸☎445・7187

▶アコ研フォークコンサート14th
時10月28日（土）13時〜15時30分（12時30分開

場）所きらりホール定530人（当日先着順）問アコー

スティック研究会 成瀬☎080・1280・9293

▶プチトマト
3B体操。対成人女性時毎週（火）10時〜12時所鎌

ケ谷コミュニティセンター定若干名入2,000円

月2,500円費月額500円申18時以降に、村井

☎445・9838

▶雲手の会
太極拳。対初心者時毎週（火）18時30分〜20時

30分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

▶視覚障害者の会「サンハート」
情報交換・相談・イベントなど。対視覚障がい者とそ

の関係者時毎月第3（日）13時〜16時

所中央公民館年1,000円

申清田☎445・1412

催しなど 会員募集

情報ひろば

　大津川の歴史について学び、水質調

査・清掃活動などの清流化に向けた活

動を体験してみませんか？

時10月29日（日）9時30分北部公民館

集合〜12時解散（雨天時は講義のみ）

所北部公民館、大津川周辺

定20人（申込先着順。小学生以下は保

護者同伴）

師郷土資料館学芸員

持タオル・軍手・水筒

　　汚れてもよい長袖・長ズボン、動

きやすい靴

申環境課☎445・1227または鎌ケ谷・

大津川を清流にする会 尾﨑☎444・

0046

行政への要望・相談に応じます

　市内中学校から2人ずつ合計10人

の生徒が、身近な出来事や社会などに

ついて幅広い視点で物事を鋭く捉え、

自分の主張を発表します。

時10月24日（火）13時30分から

所きらりホール

問指導室☎445・1518

第38回鎌ケ谷市中学生弁論大会

　4月1日〜5月31日に実施した「緑の

募金運動」では、皆さんの協力により

総額1,001,285円が集まりました。

この募金は、県内の緑化推進に使わ

れ、市内では鎌ケ谷駅東口交通広場、

新鎌ケ谷駅北口・南口交通広場の緑

化事業に役立てられます。

問公園緑地課☎445・

1487

緑の募金へのご協力
ありがとうございました

　労働者を1人でも雇用する事業主

（農林水産業の一部を除く）は、労働保

険（労災保険・雇用保険）に加入する必

要があります。加入していない事業主

は至急、加入手続きをしてください。

問●千葉労働局☎043・221・4317    

　●ハローワーク船橋☎431･82

　　87（21#）

10月〜12月は
労働保険適用促進強化期間

手賀沼流域フォーラム
歩いて、知って、感じよう！
大津川の歴史と風景

粟野コミセンなかよしまつり
　あめ細工の実演販売もあります。

時10月28日（土）10時〜14時

所粟野コミュニティセンター

問同センター☎441・7066

鎌ケ谷コミセンまつり
時10月29日（日）10時〜15時

所鎌ケ谷コミュニティセンター

問同センター☎444・4293

道野辺中央コミュニティセンターフェア
時11月5日（日）10時〜15時

所道野辺中央コミュニティセンター

問同センター☎445・6203

　子どもと楽しく過ごすヒントを見つ

けませんか？

内親子での触れ合い遊び・自由遊び、

父親同士での情報交換

対未就学児と父親

時10月21日（土）10時〜11時30分

所粟野児童センター

問同センター☎441・7066

イクメン集まれ！ パパサロン

　成年後見に関する相談会。

時11月7日、12月5日の各（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（申込先着順）

費飲食代自己負担

申認定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

内住宅相談・包丁研ぎ・木工製品の販売

時10月29日（日）11時〜14時

所鎌ケ谷駅東口交通広場

費包丁研ぎは1丁300円

問建設ユニオン千葉・鎌ケ谷分会 柴

崎☎412・9700

住宅デー

内小学生向けの建設職人体験アトラ

クション、模擬店 など

対小学生以下の子どもと家族

時11月5日（日）10時〜15時

所ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

問千葉土建一般労働組合鎌ケ谷支部

☎444・4503

こどもビルドフェスタ2017

　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、行政への苦

情・要望・意見、どこに相談すればよいのか分からないこと

などに無料で相談に応じています（秘密は厳守します）。

　　毎月第2（水）10時〜12時（市民活動推進課へ要予約）

※今月は行政相談週間に合わせ、第3（水）の18日に実施

　します

　　市役所1階 相談室1

問●市役所での行政相談について＝市民活動推進課☎445・

　　1252

　●行政相談全般について＝千葉行政監視行政相談セン

　　ター☎0570・090110

  

　弁護士・労働安全衛生管理者・ソー

シャルワーカーなどが相談に応じます。

    ●10月28日＝船橋市勤労市民セ

ンター●11月25日＝千葉市中央コ

ミュニティセンター、いずれも（土）

13時〜16時

問千葉中央法律事務所☎043・225・

4567

労災職業病なんでも相談会

日程

服装

日時

場所

お知らせ・相談

イベント

10月16日(月)～22日(日)は 「行政相談週間」

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

大津川を深く知ることができます

第33回北部ふれあいまつり　

　北部小学校吹奏楽部などの演奏や、

鎌ケ谷西高校の生徒の作品展示もあ

ります。

時11月5日（日）10時〜14時30分

所北部公民館

注車での来館はご遠慮ください

問同館☎446・1076

サークルの発表・展示、模擬店など楽しさいっぱい！
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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

　　下表参照

　　簡単な文字入力とマウス操作ができる人

　　まなびぃプラザ３階 研修室２

　　各26人（申込先着順）

　 各1,000円（返金不可）

　　まなびぃパソコン普及会

　　　　　 のみUSBメモリー

　　　●Windows10、Office2016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　●まなびぃ100対象

　　車での来館はご遠慮ください

対●1期＝1〜2歳未満●2期＝小学校入学前の

5〜6歳（23年4月2日〜24年4月1日生まれ）

注2期の接種期限は30年3月31日です

問☎445・1390

麻しん風しん混合（MR）予防接種
〜子どもが健康に過ごすための感染症予防〜

　乳幼児から高齢者まで、誰でも健康に関する

相談ができます。

内身体計測・血圧測定・尿検査、助産師・保健師・

栄養士・歯科衛生士による個別相談

時●10月26日（木）＝東部学習センター●30日

（月）＝総合福祉保健センター、各9時30分〜11時

持母子健康手帳（乳幼児の場合）、健康手帳（お持

ちの場合）、歯ブラシ（歯みがき指導を希望の場合）

問☎445・1393

地区健康相談

　関節の痛みで悩んでいる人などに、柔道整復

師が運動の指導や支援を行います。

対市内在住の65歳以上で、運動制限がない人

（今年度すでに参加した人は参加不可）

時12月から開始（週1回90分、全12回）

所申希望する場所へ電話

●鎌ケ谷道野辺整骨院（道野辺中央3-1-46）

　☎404・1171

●道野辺整骨院（道野辺中央3-1-53）

　☎443・2706

●鎌ケ谷接骨院（道野辺中央1-2-11）

　☎443・0066

●祥和鍼灸整骨院（新鎌ケ谷4-3-20）

　☎404・1700

●鎌ケ谷純接骨院（東中沢2-24-40）

　☎427・9053

●東中沢整骨院（東中沢2-22-44）

　☎442・2320

●咲が丘整骨院（東初富6-9-54）

　☎404・4527

注希望する場所にならない場合あり

問高齢者支援課☎445・1384

柔（やわら）体操 参加者募集

　軽い運動をしながら、健康と若さを保つポイン

トをヨガインストラクターから学びませんか？

対運動制限がない人

時11月16日（木）9時30分〜11時30分

所総合福祉保健センター6階　定40人　　

　　未就学児、先着5人（11月1日（水）までに要

申込）

申11月10日（金）までに☎445・1405

大人のための運動講座
〜無理なく続けて、健康と若さを保ちましょう〜

　誰でも楽しく運動ができるように、市民の歌

「きらり鎌ケ谷」に動きを付けた「きらり鎌ケ谷体

操」を広めています。指導者が自治会・サークルな

どの活動の場へ出向き、講習を行います。

申☎445・1405

「きらり鎌ケ谷体操」でみんな元気に！
〜きらり鎌ケ谷体操を広めています〜

保育
内沐浴実習・妊婦体験

対初めてお母さんになる妊婦（妊娠5カ月以上を

推奨。第2子以降の人は要相談。夫婦での参加可）

時11月11日（土）9時〜9時15分受け付け

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1393

Welcome Baby School
マタニティ教室

妊婦歯科健康診査
〜子ども連れでもお気軽に〜

保育

健康づくり料理教室

内①フレイルと栄養

　②慢性腎臓病に対する腎臓リハビリテーション

　③移植体験者の体験談　④医療相談会

時10月29日（日）13時〜15時30分

所京葉銀行文化プラザ（千葉市）

定120人（当日先着順）

師①＝管理栄養士の樫浦むつほさん

　②＝平山病院副院長の平山陽さん

問NPO法人千葉県腎臓病協議会☎043・256・

4661

第30回腎臓病を考える会講演会

　　　　10時〜21時に、

まなびぃプラザ☎446・

1111／窓口へ

柔道整復師（接骨院・整骨院）のかかり方

　妊娠中は、虫歯や歯周病になりやすくなってい

ます。その理由として、女性ホルモンが急激に増

加することや、つわりの影響による歯みがきの

回数・時間の減少、食の好みの変化（甘いものが

食べたくなるなど）、回数を分けて少しずつ食べ

がちになるなど、さまざまな要因が挙げられま

す。重度の歯周病になっている妊婦は、そうでな

い妊婦に比べて、約5倍早産になりやすいといわ

れています。

　また、生まれたばかりの赤ちゃんの口の中に

健康だより

まなびぃプラザ パソコン講座

21 22

施術を受けるときの注意

●負傷原因を正確に柔道整復師に伝えてください 

●施術が長期にわたる場合は内科的要因も考え

　られるため、医師の診断を受けてください 

●療養費支給申請書の内容（負傷原因・日数など）を

　よく確認し、自分で署名または捺印してください 

●必ず領収書を受け取りましょう

問保険年金課☎445・1204

は虫歯菌が存在していません。

そのため、赤ちゃんの歯が生えてくる前に、周り

の大人は虫歯を治療して赤ちゃんに移さないよ

うにする必要があります。

　生まれてくる赤ちゃんのために、まずはお母さ

んの口の健康状態を知り、自分に合った口腔ケ

アを身に付けることから始めましょう。

　奇数月に妊婦歯科健診を無料で実施していま

す。申し込みは健康増進課（☎445・1394）にご

連絡ください。

21

22

23

申込番号

・講座名
日 時 内 容

　 2日間講座

ラベルシール作り
10/24(火)・25(水)

13：30〜16：30

11/7(火)・8(水)

13：30〜16：30

11/12(日)

9：30〜16：00

「GIMP」を使用したロ

ゴのデザイン・作成、ラ

ベルシールの印刷

メールの基本からオプ

ション設定、応用まで

医療費控除手続きを

模擬操作

※体験版で操作を学

ぶもので、実際の手続

きはしません

　 Outlook 

2016操作法

　 e-tax

体験版講座

国民健康保険に

ご加入の皆さんへ

申し込み

対象
場所
定員
費用
講師
持ち物
その他

注意

日程

　顔の老化予防や口臭予防に効果があるといわ

れている、表情筋や舌のトレーニング法を学び

ます。

時●講座（全3回）＝11月29日（水）、12月12日

（火）、30年1月11日（木）●まとめ＝3月14日（水）

いずれも14時〜15時30分

所総合福祉保健センター3階

定15人（申込先着順）

持健康手帳・ミネラルウォーター

（水道水でも可）、筆記用具

他まなびぃ100対象

申☎445・1394

口からはじめる アンチエイジング講座

　妊娠中は口のトラブルが起こりやすいため、歯

科健診を受けましょう。

内①第1子を妊娠中の人＝むし歯リスクテスト・

ブラッシング実習・歯科健診・結果説明

②第2子以降を妊娠中の人＝歯科健診・結果説明

時11月9日（木）①＝13時〜13時15分②＝13時

30分〜14時受け付け

所総合福祉保健センター3階

持母子健康手帳

申☎445・1394

　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。

時①11月7日（火）②16日（木）、各10時〜14時

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（①＝乳製品クッキング

②＝かんたんクッキング）●汁物の塩分濃度測定

所①＝東部学習センター②＝総合福祉保健セン

ター3階

定①＝20人②＝30人　費各400円

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾・汁物（塩分

濃度測定用）50cc程度

　　②のみ。未就学児、先着5人（11月9日（木）ま

でに要申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

〜「赤ちゃんのため」のママの口腔ケア〜

健康増進課

　接骨院・整骨院などの柔道整復師の施術を受け

るときに、国民健康保険を使えない場合がありま

す。打撲・捻挫、医師の同意がある骨折・脱臼など

は保険を使えますが、単なる

肩凝り、筋肉疲労、外科・整形

外科で治療中の負傷などは

保険を使えず、全額自己負担

となります。
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平成29年（2017年）10月15日号 広報

　郷土資料館では11月1日〜7日の「文化財保護強調週間」に関連して、28年度に新たに収

蔵した歴史・民俗資料と埋蔵文化財の展示を行います。

　初公開のものばかりです。この機会にご覧ください！

      ●寄贈された歴史・民俗資料（小金原鹿狩関係古文書、

        太平洋戦争関係資料、少し昔の鎌ケ谷の写真など）

      ●埋蔵文化財（木戸脇貝塚・中割遺跡・一本松遺跡など

        から出土した遺物）

    10月28日（土）〜12月3日（日）

※休館日は毎週（月）、11月3日（金）・23日（木）

問郷土資料館☎445・1030

　上演中にイヤホンでの解説

があるため、初めての人でも分

かりやすく、文楽の世界を楽し

むことができます。人形の動き

の細やかさや、豊かな喜怒哀

楽の表現に、思わず見入ってし

まいます。

　文楽を生で鑑賞してみませ

んか？

    ●日高川入相花王 渡し場

      の段

    ●解説「文楽の魅力」

    ●傾城恋飛脚 新口村の段

    市内在住の人

    12月9日（土）8時市役所出発〜16時30分帰着（予定）

（市のバスを利用します。現地解散不可）

    国立劇場（東京都千代田区）

    42人（多数抽選）

    5,600円（イヤホン・昼食代を含む）

※事前に文化・スポーツ課窓口（市役所5階）で支払い

       往復はがきに、代表者の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話

番号（日中連絡を取れる番号。携帯電話可）・希望人数（2人まで）と

「文楽鑑賞教室希望」を記入して、10月21日（土）まで（消印有効）

に文化・スポーツ課ゆ〒273-0195

    ●希望人数の記入がないものは1人分として受け付けます    

    ●申し込み後の人数変更はできません

    ●11月2日（木）までに結果通知のはがきが届かない場合は、

      文化・スポーツ課にお問い合わせください

問文化・スポーツ課☎445・1528

第3回かまがや市民創作ミュージカル
KAMAGAYA KIRARI HALL

　未経験者大歓迎！ 一緒に衣装や小道具

などを作って舞台を盛り上げましょう！ 

　前日準備や当日の受け付けなどの１日だ

けの参加もできます。

    中学生以上の人

     詳しくは、きらりかまがやホームペー

ジを参照するか、お問い合わせください

福祉施設に鎌ケ谷の味覚「豊水」を贈りました

期間

人権作文朗読と映画「毎日かあさん」上映会
文楽に触れてみませんか？

国立劇場文楽鑑賞教室 参加者募集

内容

対象
日時

場所
定員
費用

注意

申し込み

    ●中学生による人権作文朗読

    ●映画「毎日かあさん」上映会

    12月10日（日）13時〜16時（12時30分開場）

    東部学習センター レインボーホール

    200人（申込先着順）

    未就学児、先着10人（11月30日（木）までに要申込）

     ●手話通訳・要約筆記あり（11月30日（木）までに

       要申込）

     ●12月4日（月）〜8日（金）に市役所1階市民ホールで、

       子どもの人権ポスターを展示します

       男女共同参画推進センター☎401・0891／ｆ401・0892
または、男女共同参画室ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.jp

問男女共同参画室☎445・1277

対象
その他

☎441・3377　　　〒273-0101富岡1-1-3

    https://www.kirari-kamagaya.jp

場所
URL

ヒューマンフェスタかまがや2017

　9月1日に市役所で、梨「豊水」（5kg詰め100箱）の贈呈式と「かまたんアート梨」の引き渡し式が行われま

した。梨「豊水」は、市梨業組合から社会福祉のために市へ寄贈されたもので、当日は市長から各福祉施設

の皆さんへ手渡されました。

プロの指導のもとで稽古を積んだ小学生から80代までの出演者が、
歌・ダンス・芝居を融合させて織り成す、笑顔と感動の公演です。

　「人づくり・地域づくり・まちづくり」をテー
マとした市民参加型のミュージカル第3弾！
       市内の梨畑に住んでいる、たぬきの

少女「メイ」は人間の男の子「だいすけ」に

一目ぼれ。大人になり、5時間だけ人間にな

れる薬を飲んで、だいすけと再会するが・・・

        劇団GAYAの相澤美智子さん

    公募による市民の皆さん

    12月16日（土）・17日（日）の各14時か

ら（13時30分開場）

    ●一般＝1,000円

    ●3歳〜高校生＝500円

    未就学児、先着5人（要申込）

     ●全席指定　●2歳以下は親子席

       （先着8席。要申込）に限り入場可

脚本・演出
出演
日時

費用

保育
その他

あらすじ

ボランティアスタッフ募集！

チケット
発売中!!

【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

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▶

古紙パルプ配合率70%

再生紙を使用

定員
保育

日時

内容

場所

申し込み

その他

展示物

　6歳と4歳の子どもたちに振り回されながら楽しい生活を

送る一方、アルコール依存症と格闘する夫との離婚問題を抱

えた女性の姿を描いたノンフィクション映画。

新しい鎌ケ谷の
新規収蔵資料の展示

問社会福祉課☎445・1286
贈呈式の様子

「かまたんアート梨」は
鎌ケ谷高校美術部が制作

「たぬき」

©2011 映画「毎日かあさん」製作委員会

初公開!

ひ だ か が わ い り あ い ざ く ら

けいせいこいびきゃく にのくちむら

「太夫」「三味線」「人形」が一体となった伝統芸能


