
資格を生かして働きましょう！
①保育士（臨時職員）
　　　　週5日で8時30分〜17時（うち休憩45分）
※6〜7週に1回土曜日勤務あり ※早番・遅番勤務あり
　　月給19万5,700円
②保育士（非常勤職員）
　　　　週2〜3日で8時30分〜17時（うち休憩60分）
　　時給1,150円
③時間外保育士（非常勤職員）
　　　　週2〜5日で7時〜11時、15時〜19時
※午前・午後のいずれかも可
　　時給1,240円

資格がなくても働けます！
④保育員（非常勤職員）
　　  昼寝の見守り補助
　　　　週2〜5日で12時〜15時
　　 時給910円
⑤時間外保育員（非常勤職員）
　　　　週2〜5日で
●（月）（金）＝7時〜11時と15時〜19時の
　うち2〜4時間程度
●（土）＝7時〜11時と12時〜19時の
　うち2〜6時間程度
　　 時給990円

勤務日時
勤務日時

賃金 賃金

内容

勤務日時

賃金

賃金

勤務日時

勤務日時

賃金

　　　　4月1日（日）〜31年3月31日（日）
　　交通費支給
　　　 道野辺・南初富・粟野・鎌ケ谷保育園
　　　　勤務を希望する保育園に事前連絡の上、
2月2日（金）までに写真を貼付した履歴書と、資格証
の写し（①〜③の保育士職の場合）を各園に持参
　　　採用確定後に健康診断結果
（胸部レントゲン）の提出が必要です
問●道野辺保育園☎444・1885
　●南初富保育園☎443・2093
　●粟野保育園☎443・1096
　●鎌ケ谷保育園☎442・0525

雇用期間

勤務場所
申し込み

待遇

その他

保育士募集（保育士資格を有する人） 保育員募集（保育士資格不問）

内容
●イベント＝こいのぼりトンネル、ロボット展示・操縦体験、歴史クイズ
●演奏・発表＝雅楽・太鼓・バンドの演奏、歴史の語り部発表
●体験＝健康体操、車いす、街歩き、ハンドエステ、クラフトワークショップ
●手作り品・軽食（ホットドッグ・綿菓子・コーヒーなど）の販売
●各種相談 など

●場所：ショッピングプラザ鎌ケ谷3階10：30～15：00●日時：1/28 日曜

体験教室開催！体験教室開催！

市内で活躍する市民団体などと共につくる、いろいろな世代が楽しめる
イベントです。気軽に市民活動・男女共同参画に触れてみませんか？
市内で活躍する市民団体などと共につくる、いろいろな世代が楽しめる
イベントです。気軽に市民活動・男女共同参画に触れてみませんか？

街歩きの基礎知識と
ミニ歴史講演会
●11：00～12：00

平和のための折り鶴作り
と紙芝居
●12：00～13：00

楽しい手品体験
●11：00～14：00

牛乳パックを使った
エコ帽子作り
●10：30～11：30
●13：30～14：30

聴き方教室
●11：00～11：30
●13：30～14：00

親子プログラミング
体験講座

●11：00～12：00
●13：30～14：30

プラ板
ワークショップ
●10：30～12：00
●13：00～15：00

バスボム（発泡入浴剤）作り
●10：30～10：50　●11：00～11：20
●11：30～11：50

あり　問●市民活動推進課☎445・1274 ●男女共同参画室☎445・1277保育

：要申込（定員あり）

申エコネットかまがや
☎445・2832

申
申男女共同参画推進センター☎401・0891申

申 ITサポートありのみ
　　jimukyoku@it-arinomi.com
申 申カナリヤ元気

☎457・0151
申

クラフトワークショップ 太鼓の演奏 こいのぼりトンネル

一歩前進‼北千葉道路の都市計画変更と
環境アセスメントの手続きに着手

子どもたちと触れ合いながら楽しく働いてみませんか？

　千葉県が一般国道４６４号北千葉道路(市川市〜船橋
市区間)について2つの具体的な手続きに着手します。
❶都市計画変更
　都市計画運用指針に基づき、道路の位置、延長に
ついて「構想段階評価書(※1)」を公表します。
❷環境アセスメント
　環境影響評価法に基づき、環境に配慮すべき事項
について「計画段階環境配慮書(※2)」を公表します。
 それぞれについて意見がある人は県都市計画課
へ意見書を提出することができます。
　北千葉道路の計画は、環境に配慮しつつ、市民
にとってより良い道路となるよう、構想段階から
皆さんの意見を踏まえながら進めていきます。
　　1月16日（火）〜2月20日（火）に道路河川整
備課窓口（市役所4階）および県ホームページで
　　　 　 2月20日（火）までに、県都市計画課
ゆ〒260-8667／窓口
　　　詳しくは県ホームページをご覧ください

※1：大規模事業（延長10km以上かつ4車線以上の
　道路など）が対象となる、概略の位置、延長につい
　て評価するもの。県内の道路事業では初めての取
　り組みです
※2：大規模事業について環境への大きな影響を防止
　するため、あらかじめ調査・予測・評価して計画に反
　映するもの。環境に配慮すべき事項について検討し
　ます

縦覧

意見書の提出

その他

　現在の検討状況などについて、パネル展示など
で説明するオープンハウスを開催します。
　　2月2日（金）・3日（土）の各10時〜16時
　　中央公民館 学習室4
　　　当日に会場で、
構想段階評価書およ
び計画段階環境配慮
書を見ることができ
ます

場所
日時

その他

共通事項

市立保育園 臨時・非常勤職員募集

平 成 3 0 年（ 2 0 18 年 ）
 N o .12 2 3
編集・発行   鎌ケ谷市
発行日　毎月1日・１５日
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
TEL  047・445・1141（代表）
FAX  047・445・1400
URL http://www.city.kamagaya.chiba.jp
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問道路河川整備課☎445・1449

主な内容

見学も
大歓迎！

6

松戸市

白井市

鎌ケ谷市

市川市
船橋市 16

都市計画変更・環境アセスメント手続き

京葉道路

北千葉道路

東
京
外
か
く
環
状
道
路

(仮)北千葉
JCT

小室IC

皆さんと共にまちづくりを進めていきます

現在の検討状況などを説明します

（すでに事業が完了した印西市若萩付近）

一般国道464号北千葉道路（市川市〜船橋市
区間）の構想段階評価書・配慮書を公表

検討状況を説明するオープンハウス（パネル展
示・説明）を開催します



期　間 受付時間

9時30分〜

15時30分

1月30日(火)〜2月13日(火)

※(土)・(日)・（祝）を除く

2月13日(火)〜16日(金)

会　場

松戸税務署

総合福祉保健

センター6階

②申告書作成会場を開設
　　2月14日（水）〜3月15日（木）の各9時〜

17時（8時30分から受け付け）

※（土）・（日）を除く。ただし、2月18日・25日

　の各（日）は開場

※なるべく16時までにお越しください

　　松戸税務署

申告期限

　田中誠次さんが、1月1日付で法務大臣から

人権擁護委員に委嘱（再任）されました。

　人権擁護委員は、プライバシーの侵害やセク

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！

30年度 固定資産税（償却資産）の申告

確定申告

人権擁護委員の就任

防犯功労者表彰

　岡崎政美さんが全国防犯協会連合会防犯栄

誉金章を、小澤佐知子さんが同銀章を、澁谷誠

幸さんが同銅章を、村田博さんが関東防犯協会連

絡協議会防犯功労者表彰を授与されました。

問安全対策課☎445・1285

29年11月22日に行われた伝達式

左から２番目が澁谷さん、３番目が岡崎

さん、５番目が村田さん（小澤さん欠席）

　市内に償却資産（構築物・機械・備品など事業

用の資産）を所有する個人または法人は、30年1

月1日現在における所有資産の状況を申告してく

ださい。

　昨年の申告者には申告書を送付しました。届い

多年にわたる地域の安全・安心確保への
功績をたたえ

問松戸税務署☎047・363・1171

①税理士による無料申告相談を開設
　次の申告書の作成と提出ができます。

　　●土地・建物・株式などの譲渡所得がある場合は相談不可

●住宅借入金等特別控除の適用を受けるため、初めて申告する場合の相談は、松戸税務署へ

●作成済みの申告書などの提出のみの場合は松戸税務署へ

　　 ●確定申告に必要な書類

●28年分の確定申告書・収支内訳書・青色申告決算書の控えなど

●印鑑

●マイナンバーが分かる本人確認書類（マイナンバーカードまたは、

　番号確認書類と身元確認書類）の写し など

日程

場所

ハラ、いじめなどの

人権問題に対する相

談や人権擁護などの

啓発活動を行ってい

ます。

問男女共同参画室

☎445・1277

税の申告をお忘れなく！

問課税課☎445・1105

対象

申し込み

申し込み

希望する人は2月28日（水）までに申し込みを

　30年度に実施する検診（右表参照）の登録を受け付けます。

　　職場などで検診を受ける機会がない人（治療中や自覚症状のある人を

除く）

登録手続きが必要な人
●今年度新たに受診を希望する、または、前年度とは異なる種類の検診の

　受診を希望する

●29年度に新規に登録したが、受診しなかった

●28・29年度のいずれも受診しなかった

※28または29年度に検診を受けた人は登録が継続するため、手続きは不

　要です

　　　 ２月28日（水）まで（消印有効）に、はがきに住所・氏名（ふりがな）・

生年月日・電話番号と希望する検診名を記入して、健康増進課ゆ〒273-

0195または窓口（総合福祉保健センター１階）で申込書を記入

30年度 各種検診

検診名※1 対象者※2 自己負担金検診内容

問診、胸部Ｘ線撮影  500円

1,000円

 300円

 500円

1,000円加算

  700円
（40歳は無料）

問診、胃部Ｘ線撮影（バリウム）

問診、便潜血反応検査(大腸）

問診、内診、頚部細胞診

医師の指示による体部細胞診

問診、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス
検査（採血検査）

40歳以上の人（胃の
手術を受けたことが
ある人はご連絡くだ
さい）

 500円
問診、マンモグラフィ
(乳房Ｘ線撮影）

40歳以上で29年度
マンモグラフィ未受診
の女性

 500円
問診、乳房エコー
（超音波検査）

30歳代で、29年度
超音波検査未受診の
女性

20歳以上で29年度
未受診の女性※3

40歳以上で14年度以
降、未受診の人※4

セ
ッ
ト
検
診

︵
胸
部
・
胃
・
大
腸
︶

集 

団

個 

別

子
宮
が
ん

検
診

肝
炎
ウ
イ
ル
ス

検
診

乳
が
ん
検
診

※1：集団は総合福祉保健センター（日時の指定あり）で、個別は指定医療機関で           

　　実施

※2：年齢は31年3月31日(4月1日誕生日の人まで含む）時点

※3：時期により受診者が集中するため、受診期間を4月〜8月と9月〜31年1月に

　　分けます。詳しくは、送付する案内をご覧ください

※4：40・45・50・55・60・65・70歳の対象者には受診券を送付します(登録不要)

　次のいずれかの条件に該当する人は自己負担金が免除されます。

①75歳以上

②市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する

②に該当する人は
　無料券を受診時に提出してください（受診時に提出しなかった場合、

自己負担金の返金不可）。無料券の取得には毎年、事前の手続きが必要

です。

　　　 はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号・検診名と

「私の世帯の市民税額を確認することに同意します。」と記入し、世帯主

と受診者の自署・押印をして健康増進課ゆ〒273-0195

（29年度市民税額の確認後、該当者に無料券を送付します）

問健康増進課☎445・1390

自己負担金の免除

田中誠次さん

●小規模納税者＝所得税・復興特別所

　得税・消費税・地方消費税

●年金受給者・給与所得者＝所得税・復興

　特別所得税

ていない場合はお問い合わせください。なお、資

産の増減がない場合や事業所を閉鎖した場合も

その旨の申告が必要です。

　　　 1月29日(月）

持ち物

次のことにご注意ください

●いずれの会場も、混雑している場合は、

　待ち時間が長くなったり、受け付けを早

　めに締め切ったりすることがあります

●松戸税務署への車での来場はご遠慮くだ

　さい

注意

2 平成30年（2018年）1月15日号広報広報お知らせ・健康



賃金

勤務内容

雇用期間
勤務日時

応募資格

利用期間

　美術の授業や部活動で制作した作

品を展示します。

時2月2日（金）〜15日（木）

所まなびぃプラザ

問第五中学校 花見☎443・3410

市内中学校美術科作品展

　1月24日〜30日の全国学校給食週

間に合わせ、学校給食センターと学校

給食ができるまでの流れについて、パ

ネル展示します。

時1月23日（火）〜26日（金）（初日は

12時から、最終日は12時まで）

所きらり鎌ケ谷市民会館ロビー

問同センター☎445・5640

学校給食センターってどんなところ？

　詳しくは広報かまがや2月1日号を

ご覧ください。

つどいの広場

内パネルシアター・ゲームなど

対未就学児と保護者

時2月1日（木）11時〜11時45分

第五中学校ギター部演奏会&スタンプ

ラリー

対18歳以下の人（未就学児は保護者

同伴）　時2月3日（土）10時〜11時

所中央児童センター

問同センター☎444・0144

2月1日（木）に中央児童センターが
リニューアルオープン！

　クズのつるを使って、世界に一つだ

けの籠を作ります。

時1月30日（火）9時30分〜12時

所粟野コミュニティセンター

定20人（申込先着順）　費200円

持軍手・タオル・汚れてもよい服装

申粟野の森の会 小出☎090・6309・

4379

森の体験会「つるで籠を作ろう！」

　模擬店、サークル発表、人形劇、マ

ジックショーなど、子どもから大人ま

で楽しめる催しが盛りだくさん！

時2月4日（日）10時〜14時

所同センター

問同センター☎444・4292

南初富コミュニティセンターフェア
「かまたんと豆まきをしよう！」

イベント 募集

　　　 特定健康診査・特定保健指導・

保健事業に関する業務

　　　 それぞれの資格を有する人

　　　 4月1日〜31年3月31日

　　　 ①＝（祝）を除く（月）〜（金）の

8時30分〜17時15分

②＝月2〜7日の9時〜16時

　　①＝月額22万2,400円

②＝時給1,390円

※いずれも交通費支給

申保険年金課窓口（市役所1階）／

☎445・1418で面接予約をして、2月

15日（木）までに履歴書、職務経歴書、

資格免許証の写しを同課窓口へ持

参／ゆ〒273-0195

①保健師（常勤臨時職員）
②管理栄養士（非常勤職員）

　公園の草刈りや清掃、遊具が破損し

たときの連絡、利用者へのマナー指導

などを行う「公園サポーター」を募集

します。

所東中沢第五公園、南初富第十二公

園、富岡二丁目第二公園

申1月31日（水）までに、公園緑地課窓

口（市役所4階）へ履歴書を持参

問同課☎445・1489

公園サポーター
〜39カ所の公園などで団体・個人
が活躍中！〜

対市内在住の人

　　　 4月1日（日）から（1年更新で

2回まで更新可）

所東道野辺市民農園、北中沢市民農

園、佐津間市民農園、南初富市民農園

（いずれも1区画16㎡。北中沢のみ井

戸完備）

定60人程度（多数抽選）

費年額1万2,000円

申市ホームページおよび農業振興課

窓口（市役所2階）で配布する申込書に

記入して1月31日（水）まで（必着）に、

同課ゆ〒273-0195／窓口へ持参

問同課☎445・1233

市民農園を利用しませんか？

情報ひろば

　認知症の高齢者、障がい者を消費者

トラブルから守るための見守りのポイ

ントや成年後見制度について、介護・

見守り・相談に関わる人から学び、地

域の見守りについて考えましょう！

時1月30日（火）13時30分〜16時

（13時から受け付け）

所北部公民館　定50人（当日先着順）

問コスモス成年後見サポートセンター

千葉県支部☎04・7162・6615

高齢者や障がい者における消費者
トラブルのための講演会・意見交換会

　図書館本館空調工事により、3月15

日（木）まで同館3階が使用できませ

ん。臨時学習室など詳しくは、お問い

合わせください。

問同館☎443・4946

図書館本館学習室などの閉鎖期間
が延期

　市内各小学校から選ばれた9人の

小学生議員が身近な事柄や市の将来

について質問します。

時1月30日（火）8時40分〜11時

所市役所6階 議会議場

注保護者は1階市民ホールのテレビで

ご覧ください

問指導室☎445・1518

子ども議会「小学生議員、市政を問う」

　ウォーキングをしながら、野草や野

鳥を観察し、自然と触れ合いません

か？

時1月28日（日）9時30分囃子水公園

集合〜12時市民の森解散（雨天時は2

月4日（日））

定20人（申込先着順）　費50円

師囃子水の自然を育てる会

持筆記用具、双眼鏡（お持ちの場合）

　　歩きやすいもの

申環境課☎445・1227

自然環境講座「冬の自然観察会
〜囃子水から鳥さんぽ〜」

対60歳以上で市内在住の人

時2月19日（月）・20日（火）の各9時〜

15時（全2回）

所シルバー人材センター

定15人（多数抽選）

申1月16日（火）9時以降に同センター

窓口

問同センター☎443・4145

「ふすま・障子・網戸張り」技能講習会

対小学校3年生〜中学生（保護者同伴可）

時2月18日（日）●10時30分〜11時

45分●13時30分〜14時45分

所郷土資料館

定各15人　費50円

申1月16日（火）以降に同館☎445・

1030

昔のくらしを見よう！やってみよう！

服装

　人生の途中で全盲となった講師の

体験談から、障がい者への理解を深め、

差別のない世の中について考えます。

対市内在住の人

時2月7日（水）13時30分〜15時30分

所総合福祉保健センター6階

定100人

師京葉ガス（株）の星君男さん

申2月5日（月）までにボランティアセ

ンター☎442・2940

ボランティア活動スキルアップ講座
講演「人生は失敗の繰り返し」

講座・講演

お知らせ・相談

服装

対市内在住・在勤・在学の人

時2月4日（日）10時〜12時（9時30

分から受け付け。雨天中止）

所福太郎アリーナ

定30人（申込先着順）

費30円（当日持参）

持ポール（貸し出し可）・飲み物

　　動きやすい服装・運動靴

申2月1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

スポーツ

◀
足
踏
み
ミ
シ
ン

　

を
体
験

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（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

　ITサポートありのみ
情報教育支援。時第3（土）19時〜

21時など所中央公民館年3,000

円申同団体ｍ jimukyoku@it-

arinomi.com

催しなど

会員募集

　気功・健康ストレッチ・リンパ
マッサージ 無料体験会
対成人時1月30日（火）10時15

分〜11時45分所南初富コミュニ

ティセンター定10人（申込先着

順）申南初サークル 赤塚☎445・

6004

　フォークダンス初心者講習会
対市内在住の成人時2月16日

（金）13時〜16時所南部公民館

定20〜30人（申込先着順）申み

なみフォークダンス 小池☎444・

4784

　2018UNIKI発表会
フラダンスの発表。時2月11日

（日）12時30分から（12時開場）

所きらりホール定530人問ハラ

ウフラオプアナニオカアロハ 中

山☎090・8309・8622

問図書館本館☎443・4946

納期限

○○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。注意

納期のお知らせ

図書館ボード図書館ボード

●市・県民税（第４期）

●国民健康保険料（第８期）

●介護保険料（第８期）

●後期高齢者医療保険料（第７期）

　　　1月31日（水）

　　納期限を過ぎると延滞金がかかります

創作教室 
南部分館 大人チャレンジ
おとなの折り紙 円ひなを作ろう！　人形劇団「青い鳥」の公演とひま

わりおはなし会の読み聞かせ

対小学校低学年以下

時1月27日（土）14時から

所中央公民館

定60人

子ども劇場

時2月9日（金）15時30分〜16時

30分　所南部公民館

定10人（申込先着順）

師おりがみサークル「おりがみの 　」

申1月16日（火）10時から図書館本

館へ電話

わ

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

平成30年（2018年）1月15日号広報広報 3情報ひろば・伝言板



    簡単な文字入力とマウス操作が

できる人

        下表参照

    まなびぃプラザ3階 研修室2

    各26人（申込先着順）

    まなびぃパソコン普及会

           のみUSBメモリー

      ●Windows10、Off ice

2016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

平成30年（2018年）1月15日号 広報

【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

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

    小学生から      14時30分から（14時開場）     ●一般＝1,500円

●小学生〜高校生＝500円●ペア席＝2,500円      先着5人（要申込）

      親子席（先着8席。要申込）に限り未就学児入場可

大〜寒（おお〜さむ）コンサート

☎441・3377　　　〒273-0101富岡1-1-3

    https://www.kirari-kamagaya.jp

場所
URL

KAMAGAYA KIRARI HALL

予約方法の指定がないイベントの
チケット予約は電話で。
購入は、代金を持参して窓口で

その他の
イベントも
チェック

1月20日（土）日にち
0歳からのマリンバ・ヴィブラフォンコンサート

パーカッション・パフォーマンス・デュオ

Calamus（カラムス）

    11時から（10時30分開場）     500円（2歳以下はひざ上無料。

別に席が必要な場合は有料）

時間 費用

時間対象 費用
保育

その他

対平成4年4月2日〜24年4月1日に生まれ

た市民（自覚症状がないこと）

       2月17日（土）13時30分から

       かまがや診療所（東中沢）　定25人

       3,000円（生活保護世帯・非課税世

帯は無料）

申2月5日（月）までに、印鑑を持参して健康

増進課窓口（総合福祉保健センター1階）／

☎445・1393

甲状腺超音波検査 一部費用を助成
〜子どもたちの健康への不安を軽減〜

検査日時
検査場所
検査費用

　接種を希望する人は、医療機関に連絡の

上、接種してください。

問☎445・1390

２９年度高齢者インフルエンザ予防接種
〜接種期間は1月31日（水）まで〜

内身体・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1月25日（木）9時30分〜11時

所東部学習センター

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

対③＝運動制限がない人

所総合福祉保健センター3階

定各30人

    未就学児、先着5人（2月2日（金）までに

要申込）

他まなびぃ100対象

申2月9日（金）までに☎445・1405

生活習慣病予防講座
「血糖と脂質の気になる関係
〜しなやか血管でいつまでも若々しく〜」

日時 内容 講師

①2/15（木）

　13：30〜

　15：30

講演「血糖と脂質の気

になる関係」

医師の赤畑

徹さん

②2/20（火）

　13：30〜

　15：30

講義「健康づくりに必

要な栄養素の目安と

カロリーコントロール

のコツ」

管理栄養士

③2/26（月）

　13：30〜

　15：30

運動実践「毎日できる

運動で筋力アップ！ 

脂肪も燃焼！」

健康運動指

導士の浅沼

美那子さん

保育

　報道を知って驚かれた市民の方々も多かった

と思いますが、昨年の１０月2７日（金）の午後、

市内の小学校で２名の児童が掃除中に咳き込み

始め、過呼吸に進展、さらに周囲にいた１２名の

児童も連鎖的に咳や過呼吸の症状を発症し、病

院に救急搬送されるという事例がありました。

発生直後はSNSなどを通し不確かな情報が流

れた可能性もあり、同校の保護者の方はさぞ心

配されたことと思います。医師会において学校

からの報告書、搬送先病院からの診療情報、当

該児童のかかりつけ医などからの情報など、客

観性の高い情報を収集し検討いたしましたが、

集団過換気症候群（集団過呼吸）と判断するの

が妥当であると思われます。このような事例は

過去に国内でもいくつか報告されております。

幸い、全員の児童がその日のうちに症状が回復

し帰宅することができました。原因については外

部からの感覚的刺激（視覚的あるいは心因的）

に対する感受性の高さ、それを処理する精神面

が未発達であるという、小児に共通する特性が

要因の一つではないかと思われます。

鎌ケ谷医師会

健康だより
市内で発生した

集団過換気について

場所
定員
講師
持ち物

その他対象

注意

        10時〜21時に、まなびぃプラザ☎446・1111／窓口へ申し込み

日程など

まなびぃプラザ パソコン講座

29 30

申込番号・講座名 日時 内容 費用（返金不可）

500円無線ＬＡＮ構築
1/25(木)

13：30〜16：30

家庭内の無線ＬＡＮの

構築
28

ワード連続２日間
2/1(木)・2(金)

9：30〜12：30

目的を伝えるきれいな

文章表現
29 1,000円

1,000円エクセル連続２日間
2/8(木)・9(金)

9：30〜12：30

便利な関数を使った計

算の効率化
30

時1月21日（日）13時30分〜15時40分

所船橋市勤労市民センター地下2階

定400人（当日先着順）

師千葉大学医学部附属病院消化器内科の

加藤直也さん

問全国B型肝炎訴訟千葉県弁護団（弁護士法

人房総法律内）☎043・225・1461

医療講演会
「B型肝炎ってどんな病気？ 〜最新の話題〜」

健康づくり料理教室「乳製品クッキング」
　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「サバの香味焼

き」「切干大根のミルク煮」●家庭のみそ汁塩

分濃度の測定

時2月9日（金）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・みそ汁

50cc程度

    未就学児、先着5人（2月2日（金）までに

要申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

保育

　郷土資料館の学芸員が、調査・研究の成果をお話

しします。

    ①房総の虚無僧（こむそう）

    ②古文書を読むヒント

    ③相撲の歴史

    ①＝2月6日　②＝2月13日

    ③＝2月20日、各（火）14時〜16時

    ①＝まなびぃプラザ2階 会議室1

    ②③＝まなびぃプラザ3階 研修室1

    各50人（申込先着順）

      まなびぃ100対象

       1月16日（火）以降に

郷土資料館☎445・1030

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

内容

場所

日時

定員
その他
申し込み

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〕

歴史の楽しさ伝えます!座講員芸学

おいしくカルシウムを
取り入れる方法を
学びます


