
　新年、明けましておめでとうございます。市民の皆

さまにおかれましては、健やかな新春をお迎えのこと

とお喜び申し上げます。新年にあたり、街づくりに向

けた思いを述べさせて頂きます。

「ゆれにくい街」鎌ケ谷へお引越し
　昨年暮れ、ある幼稚園長からお話を聞きました。
熊本地震で被災されたある御家族が自宅で暮らせ

ないため、関東地方に引っ越そうと考え、インター

ネットで「ゆれにくい街」を見つけ、鎌ケ谷市に引っ

越して来られたそうです。被災されたことには本当

に心が痛みますが、鎌ケ谷市を選んで頂けたのはう

れしいことです。

　市のPRが功を奏している面や、昨年6月には防災

拠点となる市役所の免震改修工事を完了し、これで

市内全小・中学校を含めすべての公共施設の耐震化

を終え、地震に強い街になってきたこと、また、待機

児童対策を積極的に進め3年連続で待機児童ゼロ

を達成したこと等を要因として、子育て世代の流入

が続き、市の人口も徐々に増え、昨年12月1日現在

で109,937人と、11万人まであと63人と迫って

きました。

急ピッチで進む新京成線高架化 〜お年寄りも歩きやすく〜
　鉄道に関しては、新京成線の津田沼方面の高架運

行が10月21日に開始され、交通渋滞の緩和に向けて

半歩前進しました。松戸方面も完成すると、市内１２

箇所の踏切が無くなり、道路渋滞が緩和し、高齢の歩

行者も歩きやすくなります。平成３１年度の全面高架

化の完成を目指し事業を推進していきます。

日本ハム新人 清宮幸太郎選手などが鎌ケ谷市民に
　昨年はファイターズとの協働事業となる『鎌ケ谷ラ

ン・フェスタ』を実施したり、『ファイターズ鎌ケ谷スタ

ジアム』誘致２０周年を記念し、選手が普段、寮で食べ

ているものと同じメニューを市内の小・中学校の給食

で提供し、大谷翔平選手の肉声で給食の思い出など

を校内放送しました。大谷選手はメジャーに行ってし

まいますが、入れ替わるように清宮幸太郎選手をはじ

めとする期待の新人が入団します。ファイターズと街

全体を更に盛り上げていきたいと考えています。

さらなる発展へ 北千葉道路の早期事業化
　将来の展望に欠かせないのが北千葉道路です。有

料道路のスキームが示され、現在事務作業が進めら

れているところですが、市としては一日も早く鎌ケ谷

から首都高まで高速道路をつなげたいと考えてお

り、千葉県市長会会長という私の立場も活用し、早期

実現に繋げていくつもりです。

企業誘致に向けて条例制定
　新京成線の高架化、北千葉道路の事業化等が進む
と、企業にとって鎌ケ谷市は魅力ある街になります。

この機会を逃すことなく、企業の進出を促すため、昨

年12月、企業誘致促進条例を制定し、財源面からの

支援策を講じることにしました。市民の皆さんの雇用

の拡大も図ってまいります。

　このように、子どもから、働き盛りの皆さん、お年

寄りまで、すべての世代が今年も笑顔で暮らせるよ

う、市政運営に全力で取り組む決意ですので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。
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迎春

大集合 !！

主な内容 小・中学校職員募集…2　　鎌ケ谷「自分未来創造計画」を新成人に配布…3　　病児保育・病後児保育の登録を…4　　新入団選手歓迎式典…8



　今後30年以内にマグニチュード７クラスの地震が南関東で発生する確率は、

70％といわれています。マグニチュ－ドが7.3だった熊本地震において、熊本県

益城町での調査の結果、昭和56

年以前の古い構造基準で建築さ

れた建物の大破・倒壊・崩壊は

45.7％でした（国土交通省28年

9月8日時点の暫定デ－タ）。

　家の倒壊などは、住宅の耐震性

を高めることで防ぐことができま

す。自宅が現在の耐震基準を満た

しているか、確認しましょう。

対象建築物市内で昭和56年5月31日以前に木造在来工法・枠組み壁工法により

建築された専用住宅（2階建て以下）または併用住宅（居住部分が2分の1以上）

日時2月3日（土）10時〜15時（1件当たり40分程度）

場所東部学習センター

持ち物住宅の平面図

申し込み1月19日（金）まで（必着）に、往復

はがきに住所・氏名・電話番号と「耐震診

断希望」と記入して県建築士会鎌ケ谷支

部耐震事務局（㈱竹江設計事務所内）

ゆ〒273-0134西佐津間1-18-1

問県建築士会鎌ケ谷支部耐震事務局

☎445・4064

木造住宅の無料耐震相談会2/3 (土)耐震 会談相木造住宅の 無料
のあと後悔しないために！震地大

熊本県益城町の被害

建築士が簡易耐震診断を行い、

各住宅に合った耐震方法を教えます

問指導室☎445・1518

❶きらり先生・ほほえみ先生

　児童生徒に確かな学力を付ける「きらり先生（少人数教育指導教員）」と、通常学

級に在籍し特別な支援を必要とする児童生徒への教育的支援を行う「ほほえみ先

生（特別支援教育推進指導教員）」を募集します。

応募資格小学校または中学校の教員免許を有する健康な人（取得見込みを含む）

※中学校の「きらり先生」は、特に数学・理科・英語の教員を募集

勤務日程週28時間以内（原則１日約７時間）、年間約170日

賃金時給1,390円（交通費支給）

❷特別支援学級等介助員

　知的障がい・情緒障がい特別支援学級などにおける介助や、個別の支援を要す

る児童生徒の学校生活全般における補助を行います。

応募資格障がいに対する理解を持ち、熱意を持って児童生徒と関われる健康な人

勤務日程1日7時間以内（週５日間を２人交代）、年間約100日

※宿泊学習・校外学習への付き添いあり

賃金時給980円（交通費支給）

❸理科支援員

　理科の授業で観察・実験活動の支援を行います。

応募資格小学校または中学校の教員免許を有する健康な人

（取得見込みを含む）

勤務日程週28時間以内（原則１日約７時間）、年間約178日

賃金時給1,390円（交通費支給）

❹図書館司書

　児童生徒の読書活動を支援します。

応募資格教育的識見を有し、司書資格または司書教諭の免許を有する

健康な人（取得見込みを含む）

勤務日程週15時間以内（原則1日5時間以内）、年間約136日

賃金時給1,120円（交通費支給）

小・中学校

お知らせ 平成30年（2018年）1月1日号広報広報2

　市内中学校の部活動で優秀な成績を

収めた生徒を紹介します（敬称略）。

問指導室☎445・1518

部活動
などの成績

募集職員

杉山明沙（第二中３年）

太田梨花（第三中２年）

後藤颯太（第二中２年）

名取昂徳（第二中２年）

宮下将多（第二中２年）

藤川大耀（第二中２年）

村谷怜音（第二中２年）

後藤颯太（第二中２年）

福丸晴大（鎌ケ谷中３年）

大越美杏（第二中３年）

鈴木萌李（第四中１年）

土肥花恋（鎌ケ谷中２年）

鈴木萌李（第四中１年）

金原千尋（第四中３年）

杉山明沙（第二中３年）

秋森哉人（第五中３年）

大越美杏（第二中３年）

後藤颯太（第二中２年）

杉山明沙（第二中３年）

後藤颯太（第二中２年）

杉山明沙（第二中３年）全国中学校陸上競技大会

全国中学校柔道大会

関東中学校陸上競技大会

関東中学校柔道大会

関東中学校体操競技大会

全日本中学校通信陸上競技大会千葉県大会

千葉県中学校新人体育大会

千葉県中学校総合体育大会

女子1500m

男子50kg級

女子1500m

男子50kg級

女子個人総合

男子共通400m

女子共通800m

女子共通1500m

体操

レスリング

柔道

女子共通1500m

女子個人総合

男子55kg級

男子50kg級

男子共通走高跳

男子共通110mH

男子共通200m

男子50kg級

男子73kg級

女子個人総合

女子400m個人メドレー

女子200m個人メドレー
水泳

陸上競技

陸上競技

柔道

体操

★：全国大会出場 ◆：関東大会出場

全日本中学校ギター

フェスティバル

千葉県吹奏楽コンクール

全日本ギターコンクール 

東日本女子駅伝

千葉県中学校女子駅伝大会 

東葛駅伝大会

重奏部門

A部門 鎌ケ谷中 吹奏楽部

合奏部門

重奏部門

合奏部門

B部門

第１位

第５位

第８位

特別金賞

金賞

銀賞

銅賞

金賞

金賞

金賞

銀賞

銀賞

金賞

金賞

杉山明沙（第二中３年）

第二中 女子駅伝部

第五中 男子駅伝部

第五中 ギター部

第二中 ギター部

第二中 ギター部

第二中 ギター部

第二中 ギター部

第五中 ギター部

第二中 ギター部

第二中 ギター部

第五中 ギター部

鎌ケ谷中 吹奏楽部

吉村まどか（第四中２年）
液化石油ガスの事故防止に関する

消費者保安啓発用ポスターコンクール
中学生の部 最優秀賞

団体

個人

東関東マーチングコンテスト

井上里虹（第五中３年）

齋藤優羽（第五中３年）
全国中学生作文コンクール 都道府県別賞

１等

３等

成澤発子（第四中２年）

林まりあ（第四中２年）

大槻郁歩（第四中３年）

千葉県環境月間ポスターコンクール

水道週間ポスター・標語コンクール

防火・防災ポスター展

中学生の部

中学生の部

中学生の部

最優秀賞

最優秀賞

優秀賞

第２位

第１位

第２位

第１位

第６位

第７位

第２位

第６位

◆

◆

◆

第３位

第１位

第１位

第８位

第８位

第７位

第３位

第１位

第６位

第２位

★

★

◆

★◆

★◆

後藤美結（第四中３年）全国小中学校児童・生徒環境絵画コンクール 中学生の部 明治安田生命特別賞

共
通
事
項

任期4月1日（日）〜31年3月31日（日）

勤務場所市内小・中学校（❸理科支援員は、小学校のみ）

定員若干名

その他 勤務内容など詳しくは、各学校が決定

申し込み2月2日（金）までに、免許状などの写し（❷特別支援

学級等介助員を除く）と写真を貼付した履歴書を、指導室窓

口（市役所5階）へ本人が持参

※2月中旬以降に面接を予定（日時は申込時に連絡）



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！

他人に聞けないお金の話
や、子育てパパ・ママの体験談
など、盛りだくさん！

中小企業の退職金制度中小企業の退職金制度

鎌ケ谷「自分未来創造計画」を新成人に配布鎌ケ谷「自分未来創造計画」を新成人に配布
ライフデザイン啓発冊子ライフデザイン啓発冊子

～知っておきたい。なりたい自分になるために～～知っておきたい。なりたい自分になるために～

　梨をおいしく実らせるために剪

定（せんてい）した枝の一部を破砕

機でチップにして希望者に配布し

ます。

　用途はさまざまで、ガーデニン

グや雑草防止の敷材などに使え

ます。また、同じく剪定枝から作っ

た堆肥の販売も行います。

　　市内在住・在勤の人

　　2月15日（木）〜17日（土）（最

終日は12時まで）

　　中沢地区

※市役所では配布しません

　　●チップ＝無料●堆肥＝15

リットルバケツ単位で10円

　　●申込多数の場合、配布・販

売量を調整する場合あり

●チップは肥料には向きません

　自分の生き方や価値観にフォーカスし、今後の人生の指針を立てていくこ

とを「ライフデザイン」といいます。

　市では、ライフデザインを考えるために必要な、就労・結婚・妊娠・出産・子

育てについての情報や、20〜40歳代の社会人や子育て世代の声が詰まった

冊子『鎌ケ谷「自分未来創造計画」』を作成し、12月下旬に新成人の皆さんに送

付しました。

　仕事やお金、結婚などの将来の不安や悩みを解決するヒントが掲載されてい

ます。さまざまな情報が氾濫する現代だからこそ、正しい情報を確認した上

で、ライフデザインを考えましょう。

仕事とプライベートについて

結婚について

妊娠・出産・子育てについて

健康について

ライフデザインワークシート

　鎌ケ谷新春マラソン大会の開催に伴い、下図のとおり交通規制を

行います。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

問文化・スポーツ課☎445・1531

規制時間：１月21日（日）９時30分〜11時35分

新春マラソン大会の開催に伴う交通規制

　中退共（中小企業退職金共済）は、中小企業が加入しやすい国の退職

金制度です。掛け金は全額非課税、社外積み立てにより管理も簡単で、

パートタイマーや家族従業員でも加入できます。

申し込み所定の申込用紙に記入・押印して、金融機関へ持参

問（独行）勤労者退職金共済機構☎03・6907・1234

　該当する従業員の掛け金に対し、加入時から12カ月目までを対象期

間として、1人につき20％（上限12,000円）を補助します。

※途中の退職者は、29年中の納付があれば対象

交付条件次の条件を全て満たす事業所

●中退共の契約を締結し、29年中に共済掛け金を納付した

●市内に事業所を有している

●１年以上継続して事業を営んでいる

●市税を滞納していない

申し込み2月2日（金）までに、市から送付された

必要書類を商工振興課窓口（市役所2階）へ持参

問商工振興課☎445・1240

内

容

梨剪定枝のチップを配布

市ホームページでも公開中！

福太郎スタジアム

北総線

　　

　

東
武
野
田
線

新
京
成
線

初
富
駅

新鎌ケ谷駅

464

464

57

市制記念公園

10:15〜
11:30

 9:50〜
11:30

  9:30〜
11:35

10:20〜
11:15

 9:50〜 
11:30

通行止め

片側交通規制
(矢印方向に通行可)

規制時間

 9:35〜
11:30

10:25〜
11:15

 9:30〜
11:35

問健康増進課☎445・1393

自分自身の将来を見据えた未来創造計画に役立てましょう

鎌ケ谷でのライフデザイン
を考えてみよう！
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寄せられた善意
●京葉瓦斯株式会社から環境保

　全促進のために１１万３,000円を

●とうかつ中央農業協同組合から

　社会福祉のために10万円を

（財政室） （社会福祉課）

　鎌ケ谷市長をはじめ、東葛飾地

域の市長が市民の皆さんへ新年

の挨拶と今年の抱負を語ります。

放映日時1月1日（月）13時から

問千葉テレビ☎043・311・3100

放映日時

●1月1日（月）16時から

●1月2日（火）22時から

●1月3日（水）8時30分から

●1月4日（木）11時から

●1月5日（金）14時から

問J:COMカスタマーセンター

☎0120・999・000

J:COM
「特別番組 平成三十年 年頭のご挨拶」

千葉テレビ
「新春特別番組 東葛六市正月特番」

東葛の市長　新春に語る
千葉テレビとJ:COMで放映

　　　 住所・氏名・電話番号（日

中連絡が取れる番号）、希望する

チップまたは堆肥の量（チップ

は燃やすごみ袋（25Ｌ）単位、堆

肥はバケツ（15L）単位で指定）、

受取日（期間中で第2希望まで

指定）を記入して1月19日（金）

まで（必 着）に、農 業 振興 課

ｆ445・1400／ｍ nousei@

c i t y. kamagaya.ch iba.jp

または☎445・1233

※詳しい配布日時・場所などは

　後日通知

問農業振興課☎445・1233

注意

費用

場所

期間
対象

初富小

鎌ケ谷
消防署

鎌ケ谷
警察署

市役所

東初富
公民館

鎌ケ谷小

鎌ケ谷中

商工会館

堆肥販売もあり

申し込み

五本松小



　29年1月4日から、白井聖仁会病院内(白井市)で実施しています。

　　生後６カ月から小学校６年生までで、症状の急変が想定されない

病気の子ども

※次の感染性・伝染性疾患などの子どもは預けられません

　●麻しん・風しん　●水痘　●インフルエンザ　●おたふくかぜ

　●結核　●咽頭結膜炎（プール熱）　●流行性角結膜炎

　　　 ▶（月）〜（金）＝8時〜18時　▶（土）＝8時〜13時

※（祝）・年末年始・休業日を除く

※土曜日の利用は、金曜日以前から継続して利用する場合のみできます

　　　 白井聖仁会病院内 うさぎ保育所（白井市笹塚3-25-2）
　　　 1日当たり3人

　　　 1時間当たり300円

（別途食事代などがかかります）

　3月4日（日）〜11日（日）に、きら

り鎌ケ谷市民会館で開催される展

覧会に出品する作品を募集します。

募集作品
●絵画＝絵画（10〜30号）または

　版画（4〜30号）で額装（ガラス

　不可）

●彫刻・工芸＝彫刻（立体30kg以

　内）または工芸（手工芸を除く）

●写真＝A3ノビ〜全紙で額装（ガ

　ラス不可）

※各部門につき1人1点まで。作品

　の規格外や陳列に支障を来す物

　は出品できません

　　満16歳以上で次のいずれかの

条件に該当する人

●市内在住・在勤・在学●市内出身

●市内で活動している

　　1点2,000円（搬入時に支払

対象

定員

対象
対象

費用

申し込み

作品搬入

実施場所

利用料金
利用定員

利用時間

利用時間

実施場所

利用料金

第15回記念 鎌ケ谷市美術展覧会（市展）作品募集

　　市内に住民登録しているまたは、市内の保育所などに通園している

生後３カ月から小学校６年生までで、次のような病気の回復期の子ども

●日常的な疾病（風邪・消化不良症など）　●慢性疾患（ぜんそく）　

●伝染性疾患（麻しん・風しん・水痘など）　●外傷性疾患（骨折・やけどなど）

　　　 ▶（月）〜（金）＝8時30分〜18時 ▶（土）＝8時30分〜13時

※（祝）・年末年始・休業日を除く

※最低利用時間は4時間

　　　 鎌ケ谷総合病院内 病後児保育室（初富）

　　1日当たり4人

　　　 1時間当たり300円（別途食事代などがかかります）

　12月14日に鎌ケ谷警察署で、鎌ケ谷市自転車マナーアップ隊指定書

交付式が行われました。

　交付式では、自転車通学のある第三・第四・第五中学校の代表生徒が、

鎌ケ谷警察署長から指定書を、鎌ケ谷市教育委員会教育長から腕章を受

け取りました。

自転車マナーアップ隊
指定書を交付

病後児保育とは
病気回復中の子どもを預かります

い。返金不可）

　　　 往復はがきに住所・氏名・

電話番号（携帯電話可）・部門・作品

名・作品サイズ（絵画・写真は額装

を含む縦×横、彫刻・工芸は縦×

横×高さ）・返信宛先を記入して、

2月9日（金）まで（消印有効）に市

展実行委員会事務局 波多野勝夫

ゆ〒273-0122東初富4-29-2

　　　 学習センター（各公民館）・

各コミュニティセンター・図書館本

館・まなびぃプラザ・市ホームペー

ジで配布する開催要項（出品票）に

記入して、作品と共に3月3日（土）

9時30分〜10時30分にきらり鎌

ケ谷市民会館へ（時間厳守）

問市展実行委員会事務局 波多野

☎444・7252

◀
絵
画
　

﹁
長
屋
門
朝
﹂
近
松
光
夫
さ
ん

◀
写
真
　

﹁
暁
の
光
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﹂
溝
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一
夫
さ
ん

◀
工
芸
　

﹁
青
白
磁
南
天
文
耳
付
花
器
﹂

稲
嶺
昇
さ
ん

病児保育とは
病気にかかっている子どもを預かります

病児保育・病後児保育の登録を
子どもの病気などで保育に困る前に 問幼児保育課☎445・1363

絵画、彫刻・工芸、写真の各部門

病児保育・病後児保育の利用方法

昨年度の市展賞受賞作品
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介護保険住宅改修費
受領委任払い登録施工事業者 追加募集

日時 1月26日（金）10時〜12時（9時30分から受け付け）

場所 総合福祉保健センター６階

注意 なるべく公共交通機関でお越しください

申し込み1月22日（月）までに高齢者支援課☎445・1380

　登録を希望する施工事業者は、次の説明会(研修会)を受講をしてください。

　マナーアップ隊の皆さんは、自転車の乗

車マナー向上と安全運転の意識向上のため

に、呼び掛け活動を校門付近などで行います。

問●学校教育課☎445・1141（内）469

　●鎌ケ谷警察署交通課☎444・0110

乗車マナーと安
全運転の

意識向上を呼び
掛けます！

　子どもは免疫力が弱いことや、幼稚園・保育園・学校などの集団生活で他の子どもから病気をもらうことがあるため、大人よりも

病気にかかりやすいといえます。病気やけがにより集団保育ができない場合は、保育園などに通うことが難しくなります。

　市では、子どもが病気やけがなどの「もしも」のことがあり、保護者が仕事の都合などで家庭での保育が難しい場合に、安心して

子どもを預けられるよう、「病児保育」と「病後児保育」の保育施設を提供しています。どちらも、事前登録が必要です。利用方法に

ついて詳しくは、幼児保育課窓口（総合福祉保健センター2階）および『子育て子育ち応援サイト「かまっこ応援団」』で配布する「利

用のしおり」などをご覧ください。

鎌ケ谷警察署での交付式

　子どもがかかりやすい「手足口

病」「溶連菌」「ぜんそく」「胃腸

炎」などでの利用が多くあります

利用日前日

予約先
　電話で予約をしてください。

　　　●病児保育＝うさぎ保育所

　　　　☎070・2656・5671

　　　●病後児保育＝

　　　　病後児保育室

　　　　☎498・8111

利用日当日
　必要書類を持参して来院して

ください。

※病児保育の場合、利用日

　初日の9時から、受け入れ

　の可否を判断するために

　医師による診察があります

　申込書を提出してください。

　　　　市幼児保育課窓口、子育て

子育ち応援サイト「かまっこ応援団」

　　　●病児保育＝白井聖仁会病院

　　　●病後児保育＝鎌ケ谷総合病院

事前登録

※生活保護・非課税世帯に該当する場合は、事前
　登録の前に市幼児保育課へご連絡ください

配布場所

提出先

かまっこ応援団

申込書



図書館ボード図書館ボード 記載がないものは 所図書館本館
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※小〜中学生は無料（野馬クッキーのプレ　

　ゼントあり）

    未就学児入場不可

        1月4日（木）9時から、代表者の氏

名・電話番号・希望回（または通し券）・希望

枚数を記入して国史跡下総小金中野牧跡周知

普及実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）

ｍbunka@city.kamagaya.chiba.jpま

たは、☎445・1528／窓口（市役所5階）

    金原亭馬玉、金原亭馬久

    2月4日（日）①11時〜12時30分（10時

30分開場）　②13時30分〜15時（13時

開場）

    東中沢自治会館

    各60人（申込先着順）

    木戸銭として●各500円

●特別通し券1,000円（前売りのみ、先着

20人。軽食（野馬捕りめし）・お茶付き）

スポーツ

演者

場所
定員

注意

費用

申し込み

種目

日時

    ●消防職員・消防団員による放水訓練

　　●消防車両の展示

　　●消防職員による規律訓練

　　●鎌ケ谷小学校音楽部の演奏 など

    1月6日（土）10時から

    福太郎アリーナ

問消防本部警防課☎444・3235

内容

場所
日時

　下水道使用料は、2月請求分（1月検

針分）から水道料金と併せて県水道局

が請求することになりました。

問●水道・下水道使用料金について＝

県水お客 様センター☎ 0570・

001245●一括請求開始前の下水道

使用料の支払いについて＝市下水道課

☎445・1483

水道料金と下水道使用料が
一括請求になりました

　ハロートレーニングは、これから働

こうとする人や働いている人が、就職

やキャリアアップを実現するための

公的制度です。詳しくは、千葉労働局

ホームページをご覧ください。

問●千葉労働局訓練室☎043・221・

4087●ハローワーク船橋☎420・

8609（42♯）

就職やスキルアップに
ハロートレーニング（公的職業訓練）

　　ミックスダブルス（1〜3部。自己

申告制）

対市内在住・在勤・在学の人

時1月28日（日）8時30分から

所福太郎アリーナ

費1人1,500円（当日持参）

申1月15日（月）17時までにスポーツ

Ｋ☎047・389・7511

ミックスダブルス
オープンバドミントン大会

　調査の実施に先立ち、準備調査とし

て、1月中旬から指導員が住宅の数な

どの状況を確認する実地踏査を行い

ます。

問行政室☎445・1056

住宅・土地統計調査に
関する準備調査を行います

　県では、人に危害を及ぼすなどの恐

れがあることから、エアガン（通称）を

「千葉県青少年健全育成条例」に基づ

き「有害玩具等」に指定しました。2月1

日（木）から18歳未満の青少年への販

売・貸し付けが禁止されます。詳しく

は県ホームページをご覧ください。

問県県民生活文化課☎043・223・

2288

エアガンが有害玩具に指定
〜青少年に所持させないことを義務化〜

　県内の特定業種の事業所で働く労

働者（パート・アルバイトを含む）に適

用される「特定最低賃金」が29年12

月25日に改正されました。改正内容な

ど詳しくはお問い合わせください。

問千葉労働局賃金室☎043・221・

2328

千葉県の特定最低賃金が改正
　取引先に代金を支払ってほしい、敷

金を返してほしい、隣の家に静かにし

てほしいなどの場合は、民事調停があ

ります。裁判のように勝ち負けを決め

るのではなく、話し合いで問題の解決

を図る裁判所の手続きです。詳しくは

裁判所ホームページをご覧ください。

問千葉地方裁判所

☎043・333・5238

こんなときには民事調停

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

お知らせ・相談

新春を飾る出初式

　国史跡下総小金中野牧跡ゆかりの大名跡、金原亭馬生一門の

若手による寄席を今年も開催します。恒例の「お楽しみ抽選会」、

限定の「特別通し券」も用意しました。ぜひ足をお運びください！

新春・初笑い　第10回  鎌ケ谷キンゲン亭

ミニとっこめ寄席開催！
おかげさまで10回目！

迫力のある一斉放水訓練

　「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1月13日（土）15時から

対小学生（保護者同伴であれば５歳から可）

時1月20日（土）13時30分から

所粟野コミュニティセンター

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1月5日（金）10時から図書館本館へ電話

小学生のためのおはなし会

創作教室 ザ・チャレンジ
「かみひこうきをとばそう！」

さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度

時1月10日（水）・24日（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1月7日（日）11時〜11時30分　

いちごぐみ

対小学校低学年以下

時1月14日（日）14時〜14時30分

所図書館東部分館

絵本の読み聞かせ

　人付き合いが苦手な研究医と重度の神経

　　　シネマトーク付き上映会
　　　映画「レナードの朝（字幕）」

病患者の、医師と患者の

垣根を超えた交流を通

して、生きることの意味

と素晴らしさを伝えた

名作。

時1月27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1月5日（金）11時か

ら図書館本館へ電話

　つくし特別支援学校高等部の生徒

による展示・販売（野菜・花・ハーブ

石けん・工芸作品など）。

時2月1日（木）・2日（金）の各10時〜

14時30分

所市役所1階 市民ホール

問同校 堀江☎047・385・1632

つくしマーケット

イベント
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　　　　●11時　●13時30分

　　　　東中沢自治会館前集合場所

当日、希望者に国史跡下総小金

中野牧跡（捕込）を案内します

集合時間

金原亭馬玉 金原亭馬久



               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（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

対象

対象

日程

日程

場所

定員

定員

費用

申し込み

日程など

その他

種目

情報ひろば

　首都圏直下型大地震や豪雨などの

災害に対する心構えや、身近で取り組

める対処法、市などが行っている対策

について、被災地体験談などを交えて

紹介します。

時1月17日（水）10時〜11時45分

所東初富公民館

定50人（申込先着順）

他まなびぃ100対象

申同館☎446・5555

いきいき倶楽部公開講座
「防災対策講座」

内心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど

対中学生以上

時1月20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）

申中央消防署☎444・3222

問警防課☎440・8125

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ

　認知症についてどこまで知っていま

すか？「物忘れと認知症の違いと

は？」「認知症になったら急に全部忘れ

てしまうの？」「運転免許は返納した

方がいい？」などについて学びます。

時1月20日（土）13時30分〜15時

30分

所市役所6階

定50人（申込先着順）

師認知症サポート医の戸田治代さん、

鎌ケ谷警察署生活安全課・交通課

持筆記用具

申高齢者支援課☎445・1384

認知症講演会

　防火管理者として必要な資格を取得

します。

時2月6日（火）・7日（水）の各9時50分

から（9時30分から受け付け。全2回）

所まなびぃプラザ

定70人（申込先着順）

費6,500円

他詳しくは（一財）日本防火・防災協会

ホームページを参照

注公共交通機関でお越しください

申消防本部・各消防署などで配布する

申込書に記入し、前納した受講料の領

収書を貼り付け、1月10日（水）〜11日

（木）に県消防設備協会ｆ043・223・

6610

問●県消防設備協会☎043・306・

3871

●消防本部予防課☎444・3273

歩行訓練

　　上記講座に参加している、歩行

が不自由な人

　　①電車と徒歩=6月6日（水）

　　②バスと徒歩=11月7日（水）

　　①=10人程度　②=15人程度

県障害者スポーツ大会

　5月に開催される同大会の出場

者を募集します。

　　陸上・卓球・サウンドテーブルテ

ニス・アーチェリー・水泳

　　種目により異なります

　　全種目合わせて10人程度

甲種防火管理新規講習会

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

講座・講演

30年度 身体障がい者福祉センター講座

楽しく充実した時間を過ごしませんか？

その他の催し

卓球

折り紙①

折り紙②

絵手紙

水墨画

お花

習字（かな）

習字（漢字）

陶芸

歌①

歌②

グラウンドゴルフ（前期）

グラウンドゴルフ（後期）

スピードボール

ソフトバレー

軽体操（前期）

軽体操（後期）

ワークショップ

卓上ゲーム

川柳

ヨガ

通年　月１回（水）午前

通年　月１回（火）午後

通年　月１回（水）午前

通年　月１回（月）午前

通年　月１回（月）午後

通年　月１回（火）午前

通年　月１回（木）午前

通年　月１回（木）午後

通年　月１回（木）午後

通年　月１回（金）午前

通年　月１回（金）午後

前期　月１回（月）午後

後期　月１回（月）午後

通年　月１回（火）午前

通年　月１回（金）午後

前期　月１回（金）午前

後期　月１回（金）午前

通年　月１回（木）午後

通年　月１回（水）午後

通年　月１回（金）午前

通年：４月〜31年３月（全１２回）

前期：４月〜９月（全６回）

後期：10月〜31年３月（全６回）

※：４月〜31年２月の偶数月１回（水）午後

　 （全６回）

講座名 開催日

※

　鎌ケ谷市のごみの状況やごみの分別方法などについて学びます。

　　2月10日（土）14時〜15時

　　まなびぃプラザ2階 会議室1　　　30人（申込先着順）

　　　まなびぃ100対象　　　車での来館はご遠慮ください

　　　 2月5日（月）までにクリーン推進課☎445・1223

場所 定員
注意

申し込み
その他

日時

ごみ分別出前講座

かまがやまなびぃ大学 くらし学部主催講座

　いろいろな講座に参加して、気の合う仲

間や趣味を見つけてみませんか？

　　身体障害者手帳を持つ18歳以上で、

食事・排せつなどの身辺自立ができる人

※要介護認定を受けている人は要相談

　　　　右表参照

　　市役所、総合福祉保健センター（卓

球のみ福太郎アリーナ）

　　材料費は自己負担

　　　中型リフトバスによる送迎あり

　　　 身体障がい者福祉センター（総

合福祉保健センター5階）・学習センター

（各公民館）で配布している申込用紙に

記入して、1月19日（金）までに身体障が

い者福祉センターゆ〒273-0195／ｆ

443・2233／窓口へ持参（結果は3月上

旬までに通知）
掲載のきまり

内容

場所
講師

申し込み

その他

日時

　野菜の話を中心に、美しく健やかな心と体で過ごすための食事や、

栄養を無駄なく取るこつ、エコクッキングなどについて学びます。

　　①講演「心も体も美しく健やかに 〜野菜で体を整える〜」

　　②食育体験（野菜クイズ・野菜の試食など）

　　③食育コンクールの作品展示

みんなの食育まつり
野菜を食べよう

大作戦！ 野菜で心も体も美しく健やかに

　　1月20日（土）13時30分〜15時30分（13時

から受け付け）

　　総合福祉保健センター3階

　　①②＝「野菜ソムリエプロ」の北川みゆきさん

　　　申込先着150人に「ふるさと産品」をプレゼ

ントします

　　　　健康増進課☎445・1546

　年始はクリーンセンターへの自己搬入が多くなり、受け付けまでに3

時間程度かかることがあります。また、交通渋滞が発生し、周辺に住ん

でいる人や通行する人にも迷惑が掛かってしまいます。粗大ごみ以外の

収集

搬入

× × ×

× × × ×

○

○

○

1/1（月）1/2（火）1/3（水）1/4（木）1/8（月）

祝日などのごみの収集・自己搬入

1月の有価物回収

※○印の収集は、その曜日に収集する地域のみ実施

●中部小＝10日(水)

●北部小＝15日(月)

●東部小＝22日(月)

●南部小＝11日(木)

●道小＝16日(火)

●西部小＝25日(木)

●初小＝9日(火)

●鎌小＝12日(金)

●五小＝17日(水)

問クリーン推進課☎445・1223

ごみは、できる限りごみス

テーションに出すなど、計

画的なごみの処理にご協

力をお願いします。
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伝言板

      第１回鎌倉街道・下道を歩く
対高校生以上時1月6日（土）9時

30分JR亀有駅集合〜浅草駅解

散定30人程度（申込先着順）費

800円申歴史たんぽ 楠窪☎

445・5197

      新春特別展 鎌美展
絵画の展示。時1月13日（土）〜19

日（金）の各10時〜17時（初日は13

時から、最終日は16時まで）所きら

り鎌ケ谷市民会館ロビー問鎌ケ谷

市絵画同好会 青木☎444・5442

催しなど
      東葛鎌ケ谷福祉会
対福祉施設での草刈りや、施設利

用者と歌って踊るボランティア活

動ができる人時月2回2時間程度

年1,000円（1〜3月は500円）

申井山☎444・4584

      和太極拳サークル
時月4回（月）10時〜12時所東初

富公民館定10人程度入1,000円

月2,000円申山本☎443・1137

会員募集

問身体障がい者福祉センター☎445・1543

北川みゆきさん



異常なし
9％

中度
17％

重度
1％

軽度
73％

　歯を失う二大原因は、「虫歯」と「歯周病」です。

　「歯周病なんて自分にはまだ関係ない」と思っていま

せんか？28年度に歯周疾患検診を受けた20歳・30歳

の市民の約90％に歯周病の症状が見られました。

　歯周病検診の対象者には29年３月下旬に受診券を送

付しました。受診券がない人は再発行しますので、ご連

絡ください。

　　問診、歯科健診（歯周ポケット検査を含む）、保健指導

　　●20歳（平成9年4月2日〜10年4月1日生まれ）

　　●30歳（昭和62年4月2日〜63年4月1日生まれ）

　　●40歳（昭和52年4月2日〜53年4月1日生まれ）

　　●50歳（昭和42年4月2日〜43年4月1日生まれ）

　　●60歳（昭和32年4月2日〜33年4月1日生まれ）

　　●70歳（昭和22年4月2日〜23年4月1日生まれ）

　　1月31日（水）まで

　　市内指定歯科医療機関（受診券参照）

　　500円

　　受診の際は、歯科医院に要予約

問健康増進課☎445・1394

昼

　：4日（木）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（月）〜31日（水）●南＝1日（月）〜3日（水）、26日（金）12時から●く

ぬぎ山＝1日（月）〜3日（水）●北中沢＝1日（月）〜3日（水）、22日（月）●粟野＝1日（月）〜3日（水）、24日（水）12時から             毎週（月）（8日を除く）、2日（火）・3日（水）・9日

（火）・31日（水） ※4日（木）の開館時間●本館・東部分館＝13時〜17時●その他の分館＝13時〜16時45分                  

福 習注 予

各児童センターの休み

図書館の休み

内容
対象

期間

注意

場所
費用

歯周病検診（個別）を
受け忘れていませんか？

20歳・30歳の歯周病割合

歯周病の進行の様子

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

　食生活全般（離乳食・子どもの食事、糖尿

病の食事・ダイエットなど）の相談に栄養

士が応じます。

時●1月11日（木）・17日（水）の各9時〜

12時●29日（月）13時〜16時

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

個別栄養相談

　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＝虫歯リスクテ

　　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1月18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

妊娠中にも歯科健診を受けましょう
〜子ども連れでもお気軽に〜

ＭＲ予防接種

　麻しんは、かかると症状が重く、合併症

が起こることがあるため、２回接種を受け

るようにしましょう。

対①1期＝1歳以上2歳未満

　②2期＝23年4月2日〜24年4月1日生

    まれ

　　②＝3月31日（土）

二種混合予防接種

対17年4月2日〜18年4月1日生まれ

　　3月31日（土）

問☎445・1390

麻しん風しん混合（MR）予防接種と
二種混合予防接種
〜早めに計画を立てましょう〜

対本講座に参加したことがない人

時1月31日（水）13時〜14時30分

所総合福祉保健センター３階

定25人

費500円

師ヘルスメイト（食生活改善推進員）

持かっぽう着・三角巾・布巾・マスク

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

健康づくり料理教室「手作りみそ講習会」
期間

期限

１月末で期間終了

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

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

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

●各コミュニティセンター＝1日（月）〜3日（水）　●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉セン

ター＝毎週（火）、1日（月）・3日（水）・8日（月）　●まなびぃプラザ・学習センター（各公民館）、きらり

鎌ケ谷市民会館＝1日（月）〜3日（水）　●図書館＝下部欄外　●スポーツ施設＝1日（月）〜3日（水）

（福太郎テニスコートを除く）　●郷土資料館＝毎週（月）、2日（火）・3日（水）・9日（火）

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

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

9日（火）14時から

16日（火）9時15分から

11日（木）9時30分から

12日（金）9時15分から

10日（水）９時30分から

23日（火）９時から

　＝13時〜14時　＝17時15

分〜18時15分　●1月4日・2月1

日の各（木）＝　　●1月18日

（木）＝　※③

夜昼

昼

昼 夜

15日（月）13時〜15時

10日（水）10時〜12時

15日（月）13時〜16時

19日（金）10時〜15時

25日（木）13時〜16時

11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）13時〜16時

毎週（月）〜（金）９時〜17時

10日・17日・24日・31日の各（水）

●9時30分〜12時30分●13時

30分〜14時30分

9日・16日・23日・30日の各（火）
13時〜17時

!1月のお知らせ

歯周病は
早期発見・
早期治療が
大切！

歯肉

歯根

歯石と歯垢 歯肉が赤く腫れる

歯槽骨

歯槽骨が溶けて後退

健康な歯 軽度 中度 重度

歯槽骨で歯を
支えられなくなる

健康・福祉・1 月のお知らせ 7平成30年（2018年）1月1日号広報広報

市民の歌「きらり鎌ケ谷」CDを販売中

　市民の皆さんに親しまれている、ダ・カーポが歌う市民の歌

「きらり鎌ケ谷」のＣＤを販売しています。この歌は「きらり鎌

ケ谷体操」でも使われているものです。

販売場所 ●広報広聴室（市役所３階）

         ●きらり鎌ケ谷市民会館

販売価格1枚500円

問広報広聴室☎445・1088
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【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      109,937人（前月比＋67）

男　54,421人　女　55,516人

世帯数　 48,623世帯（前月比＋76）

〔29.12.1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

　植草ひろみ（元新日本フィルハーモニー交響楽団）・菊地知也（日

本フィルハーモニー交響楽団）・渡部玄一（読売日本交響楽団）・渡邉

辰紀（東京フィルハーモニー交響楽団）によるコンサート。一般公募

のチェリスト30人も、２曲一緒にステージで演奏します。

   ポル・ウナ・カベサ、映画音楽メド

レー、フィドル・ファドル など      ２月

１７日（土）１５時から（１４時３０分開

場）      ●一般2,000円●小〜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

　ある日、告げられた母の余命はたった７日間。認知症の母（原田

美枝子）は、家族への本音をぶちまける。うろたえる長男（妻夫木

聡)と次男（池松壮亮）、そして父（長塚京三）。それはやがて、「普通

の家族」に潜んでいた秘密を表面化させていく。

    1月6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

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

☎441・3377

    〒273-0101富岡1-1-3

    https://www.kirari-kamagaya.jp

場所
URL

きらり☆シネマvol.6 「ぼくたちの家族」

その他のイベントも
チェック

日時

費用
その他

保育

日時

費用
保育

その他

2018年 北海道日本ハムファイターズ

清宮　幸太郎
きよみや　こうたろう

内野手
184㎝
102㎏

右投左打
東京都
早稲田実業

新入団選手を紹介

　「演劇に興味がある」という中・高校生のための特別プログラム。古典から近代

戯曲の演出をはじめ、舞台「ACCA13区監察課」で脚本・演出を担当した石井

幸一さん（鎌ケ谷アルトギルド主宰）が指導。

    何かを伝える・表現するという基本か

ら、戯曲の恋愛シーンや恋文を朗読してさ

まざまな人物の演じ分けまでを学ぶワーク

ショップ

    中学生・高校生

    2月11日（日）10時〜17時

    きらり鎌ケ谷市民会館

    15人（多数抽選）

    200円

       1月10日（水）から、きらり鎌ケ

普段と違う自分を演じてみませんか？

内容

対象
日時
場所
定員
費用

谷市民会館および、きらりかまがやホー

ムページで配布する申込書に記入して、1

月31日（水）までに、同館窓口へ持参／

FAX／Eメールで提出

問市民会館☎441・3377

申し込み

　市内で活躍する団体などと共に開催

する、さまざまな世代が楽しめるイベン

トです。

　あなたも気軽に市民活動・男女共同参

画について触れてみませんか？

内容

場所
その他

１月２８日（日）

１０時３０分〜15時

昨年の
イベントの
様子

　ファイターズ鎌ケ谷スタジアムの勇翔寮に、新入団

選手が入寮します。鎌ケ谷市民となり、これから一軍

を目指します。

　練習に励む選手を歓迎し、みんなで応援しま

しょう。

　1月14日（日）14時からファイターズ鎌ケ谷スタ

ジアム屋内練習場で開催される「新入団選手歓迎

式典」では、鎌ケ谷市への転入届の受理や新入団

選手との交流会を予定しています。

　なお、北海道日本ハムファイターズホームページ

などで販売していた式典のチケットは、すでに完

売となっております。

問1月5日（金）から、ファイターズ鎌ケ谷スタジア

ム☎446・5586

きらり☆かまがや　中高生舞台ワークショップ　参加者募集！

気軽に演劇を学べます

曲目

背番号

21
18歳

西村　天裕
にしむら　たかひろ

投手
177㎝
87㎏

右投右打
和歌山県
NTT東日本(帝京大学）

24歳

田中　瑛斗
たなか　えいと

投手
184㎝
70㎏

右投左打
大分県
柳ヶ浦高校

18歳

北浦　竜次
きたうら　りゅうじ

投手
184㎝
85㎏

左投左打
栃木県
白鴎大足利高校

17歳

鈴木　遼太郎
すずき　りょうたろう

投手
183㎝
83㎏

右投右打
宮城県
東北学院大学

21歳

宮台　康平
みやだい　こうへい

投手
178㎝
83㎏

左投左打
神奈川県
東京大学

22歳難波　侑平
なんば　ゆうへい

内野手
178㎝
76㎏

右投左打
岡山県
創志学園高校

18歳

    ●出し物・展示

●親子で楽しめる体験コーナー

●食事・飲み物・手作り品の販売

●発表・演奏コーナー、クイズ、

　相談コーナー など

    きらり鎌ケ谷市民会館

      詳しくは広報かまがや1月15日号

をご覧ください

問●市民活動推進課☎445・1274

　●男女共同参画室☎445・1277

背番号

35

背番号

46

背番号

63

背番号

50

背番号

52
背番号

55
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