
ママコンシェルジュ講座

はじめよう！子育てサークル
あなたの力で子育ての輪を広げよう！〜ママコンシェルジュ講座〜

1月20日に
「みんなの食育まつり～野菜を食べよう大作戦！～」
を開催しました

蛍光管・水銀体温計・水銀血圧計の出し方にご注意を
ごみ回収の安全確保と有害廃棄物の安全な処理のために

　当日は、「食育キャラクターイラストコンクール」「食川柳コンクール」

の表彰式、野菜ソムリエプロの北川みゆきさんによる講演「心も体も美

しく健やかに 〜野菜で体を整える〜」、野菜クイズが行われました。

　コンクールにおける主な入賞者は、次のとおりです（敬称略）。

食育キャラクターイラストコンクール（応募総数273点）　

最優秀賞
　「五大将軍ツナ吉くん」中谷 航（小学校３年生）・玲子

食川柳コンクール（応募総数252点）　

一般の部 最優秀賞　
　「今日もまた 食べて育てる 身と心」佐々木 徹

子どもの部 最優秀賞
　「おとうとよ もりもりたべる ぼくを見て」今成 研資（小学校２年生）

　自主防災組織の一つである新山町会

自主防災会に、防災倉庫および発電機・

担架などの防災資機材を整備しました。

　これにより地域防災活動の活性化が

図られ、地域防災力の更なる向上が期待

できます。

　なお、この事業は宝くじの助成金を財

源に、宝くじの社会貢献広報事業として

実施しました。

蛍光管

　割れないよう新聞紙などで包み、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）。

水銀体温計・水銀血圧計

　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。

　　総合福祉保健センター3階（予定）
　　10人程度
　　子育て支援コーディネーター 他
　　　　住所・氏名・電話番号・メールアドレスを記入して
こども支援課　kosodatesc@city.kamagaya.chiba.jp
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　次の容器・機器を購入する市民を対象に補助金を交付しています。

コンポスト・ＥＭぼかし

　　　　本体価格（税抜）の2分の1（上限4,000円）

生ごみ処理機

　　　　本体価格（税抜）の3分の1（上限20,000円）

指定店で購入すると便利です

　指定店での購入時に、この制度を利用する旨を伝えると、補助金額分を

差し引いた額で購入できます（本人確認書類と印鑑をお持ちください）。

生ごみ処理容器などの
購入費を補助

その他

補助金額

補助金額

問クリーン推進課☎445・1223

問健康増進課☎445・1546

問こども支援課☎445・1609

◀
生
ご
み
処
理
機

●ケーヨーデイツー鎌ケ谷店 ●とうかつ中央農業協同組合鎌ケ谷支店

●（有）青山デンキプラザ ●（有）鎌ケ谷電化センター ●（有）髙橋電気商会 

●ケーヨーデイツー串崎店 ●ケーズデンキ白井駅前店

指定店

指定店以外で購入する場合は、購入前に事前にお問い合わせください

！

問クリーン推進課☎445・1223

防災資機材を整備しました

▲昨年結成した子育てサークル「ワーキング・マザー・カフェ」で活動する皆さん

防災倉庫が整備され、防災力が向上

場所時間はいずれも10時〜12時（全4回）日程

場所
定員
講師
申し込み

日時
場所

生ごみを
リデュース（減らす）！

リサイクル（再利用）！

ｍ

  日にち                  内　容
3/1（木）　　日々の生活に役立つコミュニケーションとは？
3/8（木）　　「ジブンデザインBOOK」作り
3/13（火）　 魅力的なイベント・募集チラシの作り方
3/20（火）　 子育てサークル活動のノウハウを学ぶ

五大将軍ツナ吉くん

コミュニティ助成事業

応募作品を展示します

　　3月5日（月）〜9日（金）

　　市役所1階 市民ホール

受賞者の皆さんと清水市長▶
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榎本さん

子育て支援コーディネーター

平間さん

問安全対策課☎445・1278

第1期生

子ども連れOK！



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

日程

場所
定員
講師

注意

申し込み

日時

保育

保育

　民生委員・児童委員として職務に精励し、その功績が特に顕著である

ことが認められ、和田洋子さんが社会福祉功労者厚生労働大臣表彰と

全国社会福祉協議会会長表彰を受けました。

　和田さんは、約27年間にわたり、地域住民と市のパイプ役となって生

活や福祉に関する身近な相談に努めてきました。

　現在も引き続き、南部地区の民生委員・児童委員として、地域の福祉

向上に貢献しています。

問社会福祉課☎445・1286

スポーツ

　バドミントン、ソフトバレーボール、

オーバルボール、バッゴーなど。

時２月25日（日）13時〜16時

所東部小学校 体育館

費30円（当日持参）

持飲み物・室内履き

問文化・スポーツ課☎445・1531

軽スポーツ

対市内在住で、運動制限がない小学

生（初心者可）

時3月24日（土）〜29日（木）の各9時〜

10時（26日（月）を除く。8時30分か

ら受け付け。全5回）

所さわやかプラザ軽井沢

定50人（多数抽選）

持水着・ゴーグル・水泳帽・タオル・

100円玉2枚（返却式ロッカー用）

申2月22日（木）まで（消印有効）に、

往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・

学年・生年月日・性別・電話番号・現在

の泳力（20ｍ以上泳げる・5〜20ｍ泳

げる・水に顔をつけられる）・保護者

の氏名（ふりがな）と返信宛先を記入

して、文化・スポーツ課ゆ〒273-0195

（きょうだいの場合のみ、往復はがき1

枚で2人以上申し込み可）

問同課☎445・1531

小学生水泳教室

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。

納期のお知らせ

情報ひろば
　応募書類の書き方や面接の受け方

などの就職スキルを学びます。

対おおむね40〜65歳の人

時3月12日（月）10時〜12時30分

所市役所地下1階 団体研修室

定30人（申込先着順）

他●希望者（先着4人）は13時30分〜

　　16時に就労相談会あり（要申込）

　●雇用保険受給中の活動実績にな

　　ります

申商工振興課☎445・1240

問県ジョブサポートセンター☎043・

245・9420

中高年の再就職支援セミナー
〜就職への一歩を踏み出そう〜

対60歳以上で市内在住の人

時3月6日（火）・7日（水）の各9時30

分〜15時（全2回）

所東初富公民館および市制記念公園

「植木の剪定（せんてい）」
就業体験講習会

　市内梨農家の手伝いをしながら、一

年間の梨栽培の流れを学びます。「農

業を体験したい」「鎌ケ谷特産の梨が

できるまでに携わりたい」という人は、

ぜひご参加ください。

内交配・袋掛け・剪定などの実習

対市内在住の人

　　4月〜31年2月のうち全10回

定若干名

費600円

申2月28日（水）までに、農業振興課

☎445・1233

援農ボランティア養成講座
「果樹コース（梨）」

　多様な働き方の現状や新しい仕事

観、採用の具体的事例を紹介します。

対原則55歳以上の人

時3月7日（水）10時〜12時30分

所白井駅前センター2階

定30人（申込先着順）

他●希望者（先着4人）は13時30分か

　　ら就労相談会あり（要申込）

　●雇用保険受給中の活動実績にな

　　ります

申商工振興課☎445・1240

問県ジョブサポートセンター☎043・

245・9420

シニアのキャリアデザインセミナー

　心肺蘇生法・ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上

時3月17日（土）●市民向け＝9時〜

12時●一定頻度者向け＝9時〜13時

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（2月28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

保育付き救命講習Ⅰ・Ⅱ

　市民団体や自治会などのチラシ作り・広報手段に悩んでいませんか？

●固定資産税・都市計画税（第4期）

●国民健康保険料（第9期）

●介護保険料（第9期）

●後期高齢者医療保険料（第8期）

　　　2月28日（水）

　　納期限を過ぎると延滞金がかかります

▶リウマチ懇親会
内親睦・相談・情報交換対リウマ

チ患者と関係者時3月1日（木）13

時〜15時所市役所地下1階問鎌

ケ谷リウマチの会 澤村☎443・

9511

▶チャリティー「うたごえ喫茶」
日本の叙情歌や世界の愛唱歌を

一緒に歌います。時2月18日（日）

14時〜16時（13時30分開場）

所中央公民館定70人（当日先着

順）費飲み物代など500円問鎌ケ

谷ニューボーイズ 梅田☎442・

2762

▶PC初級講座応用編（後期）
内①デジカメ写真の編集②スマ

ホ・デジカメ動画の編集③パワー

ポイントの使い方④EXCEL応用

編時①＝2月25日・3月4日②＝3

▶社交ダンス愛好会
対中高年（初心者歓迎）時毎週

（火）13時30分〜15時15分所東

中沢自治会館定10人費1回600

円持上履きまたはダンスシューズ

申峯川☎090・4028・8731

▶雅び着付会
対女性時第1・3（木）14時〜16時

会員募集

催しなど

厚生労働大臣表彰・
全国社会福祉協議会会長表彰

①五月人形一式

②藤娘の人形（ケース入り）

取りに来られる人に無料で。

問松本☎445・0440

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。

ゆずります

すぐに役立つチラシづくり講座

市民活動の広報力アップ！

月11日・18日③＝3月25日④＝4

月1日、各（日）10時〜12時所まな

びぃプラザ定12人（申込先着順）

費各日500円申NPO法人かまがや

地域情報の窓 川俣☎412・2580

▶ポールウォーキング＆エクササ
イズ
時3月17日（土）13時〜15時所中

央公民館定10人（申込先着順）

費200円他ポールの貸し出しあ

り（300円）申NPO法人とんぼ

エコオフィス鎌ケ谷事務所 薮内

☎080・3618・0404

▶コーラス４ ジョイントコンサート
内ディズニーメドレーなど時3月

10日（土）14時から（13時30分開

場）所きらりホール定540人（申込

先着順）申女声コーラス調 望月

☎445・4165

所中央公民館定若干名入2,000

円月2,000円申小山☎444・6432

▶エラーズ
ソフトボール。対成人男性時毎週

（日）10時45分〜12時30分所西

部小学校・鎌ケ谷高校年8,000円

申梶☎090・8310・3494

　実際にチラシを作って、デザインなどのこつを習

得します。また、過去に作ったチラシを持参するとプ

ロのデザイナーからのアドバイスも受けられます。

　　3月4日（日）13時30分〜17時

　　市民活動推進センター　

　　25人（申込先着順）

　　●コミュニティアーティストの佐藤真実さん

　　●NPO法人CRファクトリー事業部長の五井渕

　　　利明さん

　　未就学児

　　　 住所・氏名（ふりがな）・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・性別）を記入して、2月23日（金）までに

市民活動推進課ｆ445・1400／ｍsikatu@city.kamagaya.chiba.

jpまたは☎445・1274

定15人（申込先

着順）

申2月16日（金）

9時以降に、シル

バー人材センター

窓口

問同センター☎443・4145

講座・講演
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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



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

図書館ボード図書館ボード
問図書館本館☎443・4946

任期

任期

賃金

賃金

賃金

日程

勤務地

勤務地

面接日

試験日

申込締切

相談先

種目

勤務日時

勤務日時
　世界平和と原爆の惨事が繰り返さ

れないよう、願いを込めた展示です。

時2月16日（金）〜28日（水）

所東部学習センター

問市原爆被爆者折鶴会 小中☎443・

9684

「原爆の画」展示

　社会福祉施設などの採用担当者と

の個別相談など、福祉関係の就労をサ

ポートします。

時2月18日（日）10時〜13時

所ホテルポートプラザちば（千葉市）

問県福祉人材センター☎043・222・

1294

福祉のしごとミニ就職フェア　姉妹都市であるニュージーランドの

ワカタネ市の文化や習慣などを学び

ながら、英会話を楽しみませんか？

時2月24日（土）●10時30分〜11時

30分●13時〜14時

所かまがやワールドプラザ

定各12人（申込先着順）

師ニュージーランド国籍の東部小学

校ALT（外国語指導助手）

申同プラザ☎442・1850

姉妹都市ワカタネ紹介・英会話
「ネイティブに学ぶ正しい英語」

イベント

募集

　数カ国の外国人ゲストによる日本語

でのスピーチの後、各国のお国柄の違

いについて、お茶を飲みながら楽しく

語り合いませんか？

時2月25日（日）13時〜15時（12時

30分から受け付け）

所まなびぃプラザ

定30人（申込先着順）

外国文化に親しむサロン
「ここが変だよ日本人」

内国民健康保険のレセプトに関する

業務（医療機関や審査支払機関との

調整）、申請書類の入力、窓口受け付け

など

対医療事務の資格を持つ人または30

年4月までに資格取得見込みの人で、

パソコン操作（表計算ソフトなど）がで

きる人

　　4月1日〜31年3月31日

　　　 週３日程度（（土）・（日）・（祝）

を除く）で、8時30分〜17時（うち休

憩1時間）

　　　保険年金課（市役所1階）

　　時給880円（交通費支給）

申3月1日（木）までに履歴書と資格証

明書の写しを持参して、同課窓口／

ゆ〒273-0195

　　　3月上旬（書類選考後、個別に連

絡します）

問同課☎445・1204

医療事務補助（非常勤職員）

　　①予備自衛官補（一般・技能）

②自衛官候補生（男子）

　　　①＝4月14日（土）〜18日（水）

の間で実施　②＝3月4日（日）

　　　 ①＝4月6日（金）まで（必着）

②＝3月1日（木）まで（必着）

問受験資格など詳しくは、自衛隊柏募

集案内所☎04・7163・6884

陸・海・空自衛官

　月1回以上、子どもの通学路などで

の見守り、保護・誘導活動を行う「交通

安全推進隊」を募集します。

対県内在住・在勤・在学で、16歳以上

の人

他ボランティア保険の加入、帽子の支

給あり

申県東葛飾地域振興事務所（松戸市）

で配布する応募用紙に記入して、同事

務所へ郵送／ファクス／持参で提出

問同事務所☎047・361・2111

　子育て世帯の交流の場である「子育

てサロン」の運営や、子育て相談など

を行います（事務全般を含む）。

対保育士資格または幼稚園教諭免許

を持つ人

　　4月1日〜31年3月31日

（勤務実績により更新あり）

　　　 （月）〜（土）の週3〜4日（シフ

ト制）で、8時30分〜16時30分

　　　子育て支援センター（粟野児童

センター内）

定若干名

　　時給1,150円（交通費支給）

申2月24日（土）までに同センターに

事前連絡の上、写真を貼った履歴書と

子育て支援センター非常勤職員

　相談内容別に解決のための助言を

行い、必要に応じて法律専門家を紹介

します。秘密は厳守します。

　　　財務省千葉財務事務所☎043・

251・7830

借金問題は解決できます
一人で悩まず、ご相談ください

　新しく完成した市役所別棟（総合福

祉保健センター南側）に、シルバー人材

センターが移転しました。

　なお、電話番号・ファクス番号に変

更はありません。

問シルバー人材センター☎443・4145

シルバー人材センターの事務所が
移転しました

交通安全推進隊　　　　　　　　　　
〜身近な地域でボランティア〜

　生産緑地地区の一部を2月9日に変

更しました。この変更の図書は、都市

政策室（市役所4階）で閲覧できます。

問同室☎445・1422

鎌ケ谷都市計画変更

時2月19日（月）15時から

所市役所6階　

定5人

他傍聴希望者は、日時変更の有無の確

認と予約のためお問い合わせください

問都市政策室☎445・1422

第56回鎌ケ谷市都市計画審議会

　成年後見に関する相談会。

時3月6日、4月3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

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

　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。

　　●2月24日＝千葉市中央コミュニ

ティセンター●3月31日＝船橋市勤労

市民センター、各（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無料相談会

お知らせ・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3月8日（木）①＝13時〜13時15分②＝13時

30分〜14時受け付け

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〜 　入れ歯の手入れ方法や歯磨きの介助方法につ

いて講義を行います。

対市内在住・在勤の人

時３月８日（木）14時〜15時30分

所総合福祉保健センター３階

定20人（申込先着順）

師ラビット歯科医院

申●西部地域包括支援センター☎441・2007

　●高齢者支援課☎445・1384

入れ歯の手入れ、歯磨きの方法を学ぶ
〜口の健康のために〜

　自殺予防ゲートキーパーとは「悩んでいる人に

気付き、声を掛け、話を聴いて、必要な支援につな

げる、見守る人」のことです。

内講演「地域の中でのゲートキーパーの役割」

時3月12日（月）13時30分〜15時30分

所総合福祉保健センター3階

定50人（申込先着順）

師秋元病院医師の牧野吉眞さん

　　未就学児、先着5人（2月26日（月）までに要

申込）

申3月5日（月）までに☎445・1405

自殺予防ゲートキーパー養成研修会
〜気づいて つなげる いのちの絆〜

　市民の歌「きらり鎌ケ谷」に動きを付け、誰で

も楽しく運動ができるように、「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！

内身体・血圧測定、尿検査、助産師・保健師・栄養

地区健康相談

保育

子どもといっしょにわらべうた
親子で触れ合いのひとときを

　子どもと一緒にわらべ歌や手遊びをし

て遊びませんか？

対未就学児とその親

時3月15日（木）11時〜12時

所総合福祉保健センター3階　定10組

師わらべうた指導者の白鳥廣子さん

持バスタオルなど（子ども用）

申2月15日（木）10時以降に図書館本館

へ電話

　おはなし劇団「エプロン

ハウス」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2月24日（土）14時から

所まなびぃプラザ

定72人

注車での来館は

ご遠慮ください

子ども劇場

士・歯科衛生士による個別相談

時2月23日（金）9時30分〜11時受け付け

所北中沢コミュニティセンター

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

所総合福祉保健センター3階　

持母子健康手帳

申☎445・1394

費800円（会員割引あり）

申（月）・（水）・（土）の9時〜12時・13

時〜16時に市国際交流協会☎442・

1860／ｍevent@kifa.gr.jp

保育士証または幼稚園教諭免許状の

写しを本人が持参（当日、面接を実施）

※採用時に胸部レントゲン検査結果

　の提出が必要です

問同センター☎441・8905
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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！



　南部公民館で活動するサークルや各種団体が、日頃の成

果を披露する1年に1度の文化祭です。

    ●発表の部＝和洋楽器演奏・人形劇・歌唱・ダンス

    ●展示の部＝活動状況の展示・各種絵画・折り紙・

    　手作り品

    ●その他＝茶席・喫茶コーナー・健康相談など

    3月4日（日）9時30分〜15時

    南部公民館

    駐車場に限りがあります

問南部公民館☎446・3031

平成30年（2018年）2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

住民基本台帳人口      109,919人（前月比-18）

男　54,398人　女　55,521人

世帯数　 48,636世帯（前月比＋13）

〔30.1.1現在〕

    市内在住・在勤・在学で、簡単な

文字入力とマウス操作ができる人

    3月1日（木）・2日（金）の各9時

30分〜12時30分

    まなびぃプラザ3階 研修室2

    26人（申込先着順）

    1,000円（返金不可）

    まなびぃパソコン普及会

      USBメモリー

      ●Windows10、Office

　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

2日間講座　GIMPで簡単！画像加工

対象

日時

まなびぃプラザ パソコン講座
10時〜21時にまなびぃプラザ

☎446・1111／窓口へ　※申込番号

申し込み
33

場所
定員
費用
講師

持ち物
その他

注意

    10時〜10時20分時間

南部小学校
ブラスバンド部

    10時20分〜10時30分時間

中部小学校
中部花笠

郷土資料館 企画展

●鎌ケ谷高校図書委員会から

　社会貢献として絵本および

　保護者用図書29冊を

寄せられた善意

（財政室）

●DADA舞夢から福祉向上の

　ために車椅子2台を

●株式会社ノジマから環境保

　全の一環として省エネ製品

　および家電7種類79点を

●鎌ケ谷手工芸連盟から福祉

　活動のために12,800円を

●華乃会から福祉活動のため

　に30,000円を

●ニッポー株式会社からすま

　いる祭りのためにクリスマス

　菓子詰め合わせ400袋を

●鎌ケ谷市陶芸クラブから福

　祉活動のために16,900円を

●デイサービスセンター和楽

　か ら 福 祉 活 動 の た め に

　70,000円を

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協

　会から福祉活動のために

　20,000円を

●鎌ケ谷市梨業組合から福祉

　活動のために5,000円を

●山葵の会から福祉活動の

　ために12,273円を

●鎌ケ谷モラロジー事務所か

　ら福祉活動のために5,000

　円を

●建設ユニオン鎌ケ谷分会

　から福祉活動のために

　10,000円を （市社会福祉協議会）

鎌ケ谷・おふだづくし
～信仰の玉手箱～（前期） 問郷土資料館

☎445・1030

　郷土資料館で長年にわたって調査・収

集した民俗資料の中に、たくさんのお札

があります。これは江戸時代から明治・大

正・昭和の各時代にかけて、市内の家で入

手・保管されてきたもので、当時の信仰を

知ることができる、いわば「信仰の玉手

箱」です。

　企画展前期では、初富・佐津間の旧家

で保管されていた、神社発行のお札を中

心に展示します。「玉手箱」の中をのぞい

てみませんか？

       2月17日（土）〜3月18日（日）

の各9時〜17時　※毎週（月）を除く

    郷土資料館2階 展示室

ギャラリートーク
　学芸員が展示内容について解説します。

    2月21日（水）・25日（日）、3月2日（金）・

15日（木）の各13時30分〜14時30分

展示期間

場所

お札にはさまざまな願いが込められています

日時

きらり鎌ケ谷市民会館ロビーを桜の絵で彩りませんか？
    小学生以上

       桜の絵

（小・中学生の部、一般の部で各25点。多数抽選）

       4〜10号相当、または四つ切り〜八つ切り

の画用紙（アクリル額装または画びょう留め）

      3月27日（火）

       3月28日（水）〜4月8日（日）

       市民会館・学習センター（各公民館）窓口または、きらりかまがやホーム

ページで配布する申込用紙に記入して、2月28日（水）まで（必着）に市民会館へ

持参／郵送／メール／ファクスで提出

問市民会館☎441・3377／ｆ445・6777

第3回桜の絵画展 作品募集

募集作品

作品規格

展示期間
申し込み

搬入日

対象

第26回 南部公民館まつり
～えがお・ふれあい・みなみのわ～

内容

日時
場所
注意

地域の
子どもたちが
ゲスト出演！

　１月２１日に鎌ケ谷新

春マラソン大会が開催さ

れ、沿道からたくさんの

声援が上がり、にぎわい

のある大会となりまし

た。各種目の優勝者は次

のとおりです（敬称略）。

第43回
鎌ケ谷新春
マラソン大会
結果

第43回
鎌ケ谷新春
マラソン大会
結果

小学生男子４年生以下の部

小学生女子４年生以下の部

小学生男子５年生以上の部

小学生女子５年生以上の部

親子の部

中学生女子の部

中学生男子の部

一般男子の部

一般女子の部

一般男子２９歳以下の部

一般男子３０歳以上４９歳以下の部

一般男子５０歳以上６４歳以下の部

一般男子６５歳以上の部

一般女子３９歳以下の部

一般女子４０歳以上の部

石井琉之介

加藤来実

津端直人

田中莉愛

山谷赳弘・悠貴

豊田茉央

服部冬真

石井睦巳

八代菜々美

髙橋惇矢

伊藤育生

大島修

小野清美

福島美咲

幸田昌代

種目名 距離 優勝者

２．２km

3km

5km

10km

問文化・スポーツ課

☎445・1531

満開の「桜」を咲かせましょう


