
平 成 3 0 年（ 2 0 18 年 ）
 N o .12 3 8
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

▲高架下利用の例（民間利用）

　新京成線連続立体交差事業では、31年度中に全線高架化を目指して工事を

進めています。これにより、高架下に有効活用できる空間が生み出されます。

　この高架下は鉄道事業者の管理地ですが、市も鉄道事業者と協議の上、公共

利用できることとなっています。高架下の利用方法について、皆さんの意見や

提案を募集します。なお、利用にあたっては鉄道業務などに支障がない範囲で

の活用となる他、規制や条件などがあります。詳しくはお問い合わせ、または市

ホームページをご覧ください。

新京成線高架下

提案
方法

鎌ケ谷市の人口は
11万人を突破しました

真暉くんを抱きかかえる彩花さん（左）と記念品を手にする巧真さん（中央）
あやか たくま

　昭和46年9月の市制施行時に44,760人であった鎌ケ谷市の人口が、8月8日

に11万人を突破しました。11万人目の市民となったのは、平成30年7月30日生

まれで8月8日に出生届出があった林真暉（なおき）くんでした。そのご家族の自

宅を市長が訪問し、11万人目を証する認定証と記念品を贈呈しました。

　私が市長に就任した平成14年8月には、102,919人で

あった人口が、節目となる11万人まで増えたことは大変喜

ばしい限りです。

　このたび若い夫婦に生まれた赤ちゃんが11万人目の市

民となった訳ですが、このことは、鎌ケ谷市が「子育て世代

にやさしい街」を目指し、待機児童ゼロや、充実した幼稚園

教育、全小・中学校教室へのエアコン設置、通学路の見守り

活動などを進めてきた成果ではないかと思います。

　今後は、高齢者が安心できる街づくりとともに、新京成線

の高架事業や北千葉道路事業を進め、街をさらに発展さ

せ、さらなる人口増加を目指していきたいと考えています。

鎌ケ谷市長　清水 聖士

　市役所から11万人目認定の電話

が掛かってきて、びっくりしました。

　鎌ケ谷市はとても住みやすい街だ

と感じています。

　和気あいあいとしていて、何か問

題が起きても家族で一緒に向き合

えるような家族にしたいです。

　　　 （父・巧真さん 母・彩花さん）

問市民課☎445・1177

11万人目の
市民となった
林 真暉くん

約2万円

約5,000円〜
2万円

約3,000円〜
4,000円

約5〜8万円

必要 必要

不要
（必要なものもあり）

不要

価格帯

工事の必要性

分電盤タイプ（内蔵型）

出典：経済産業省 感震ブレーカー普及啓発チラシ

主な感震ブレーカーの種類

コンセントタイプ

分電盤タイプ（後付け型）

簡易タイプ

　大規模地震時に発生する火災の半数以上は、電気が原因です。感震ブ

レーカーは、強い揺れを感知すると自動的に電気を止め、停電が復旧し

た際に発生する恐れのある、電気製品からの出火を防ぐ効果がありま

す。家庭と地域の安全を守るため、感震ブレーカーを設置しましょう。

　また、万が一の火災に備え消火器も設置しましょう。

問消防本部予防課☎444・3273

大規模地震による電気火災の対策はお済みですか？

意見と住所・氏名を記入した書面を、9月28日（金）まで（消印有効）に

道路河川整備課ゆ〒273-0195／ｆ445・1155／ｍdoro@city.

kamagaya.chiba.jp／窓口（市役所４階）へ持参

価格帯

工事の必要性

価格帯

工事の必要性

価格帯

工事の必要性

感震ブレーカーを設置しましょう
新京成線高架下の活用方法について
皆さんの意見を募集します

問道路河川整備課☎445・1435

●いざという時のために再確認しましょう…2　●9月10日〜16日は「自殺予防週間」…5　●合併処理浄化槽に取り換えませんか？…6　●図書館まつり…8

9
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主な内容



　自宅に住んでいる高齢者・要介

護者・障がい者が対象です。

避難の手助けが必要な人（避難行動要支援者）へ

自治会・自主防災組織・マンション管理組合・
民生委員児童委員協議会など

市役所

避難行動要支援者避難行動要支援者

高齢者

●65歳以上の1人暮らしの人

●65歳以上のみで構成する世帯の人

※いずれも要支援1〜要介護2

要介護者

●要介護3〜5の認定を受けて

　いる人

障がい者

●身体・知的・精神などの障がい、

　または難病などがある人（障

　害者手帳の等級や人工呼吸器

　装着などの条件あり）

②「同意者名簿」

　の提供
③「個別支援

　プラン」の作成

①「同意書」の提出

　災害が発生して、支援体制が整うまでに３日程度かかるとい

われています。できる限り1週間分(最低３日分)の食料品や水・

衣類・燃料などを備えましょう。

　また、医薬品（常備薬）や貴重品など、非常用持ち出し品の確

認も行いましょう。

2 お知らせ 広報広報 平成30年（2018年）9月1日号

８月３０日～９月５日は「防災週間」です。この機会に災害時の対策を強化しましょう！

避難場所・避難経路を確認しましょう
　市内の小・中学校などが避難場所・避難所に指定されており、ど

の施設でも避難できます。市ホームページや洪水ハザードマップ

を参考にしながら、避難場所・避難所と、そこまでの避難経路を家

族と確認しておきましょう。

食料・飲料・医薬品（常備薬）を確認しましょう

家具や電化製品の転倒防止を確認しましょう
　家の耐震性は充分でも、落下物や転倒した家具や電化製品、ガ

ラスの破片などによって被害に遭うことがあります。

　家の中での被害を少なくするために、家具や電化製品などは

固定し、ガラスなどには飛散防止シートを貼りましょう。

家の周りを確認しましょう

高齢者や障がい者を助ける
「鎌ケ谷市避難行動要支援者避難支援制度」

　自宅のブロック塀などをチェックし、老朽化している場合やひ

び割れなどがある場合は修理をしましょう。

　また、屋根・塀・壁などの点検・補強を行う他、地震だけでなく

水害に備えるためにも側溝や排水溝の掃除をして水はけをよく

しておきましょう。

　災害時に、高齢者や障がいのある人などが地域の中で避難支援を受けられるよ

う、名簿を作成し地域と共有する取り組みを進めています。

　災害時に1人の犠牲者も出さないよう、皆さんのご協力をお願いします。

避難支援を行う団体
(自治会・自主防災組織など)へ

避難支援を行う団体(避難支援等関係者)

　制度に賛同し、日頃の声掛けや見守り活動な

どを前提に個別支援プランを作成する場合に

は、市から同意者名簿を提供します。提供を希

望する場合は社会福祉課までご連絡ください。

災害時に揃えるためにできること

●支援が必要な人や家族などと話し合いなが

　ら、個別支援プランを作りましょう

●避難支援訓練・安否確認訓練など、実際に

　避難方法がうまくいくか試しましょう

●日頃からのあいさつや声掛けで、災害に備

　えて顔が見える関係をつくりましょう

隣近所の人（避難支援者）にお願い
　災害が発生したら、避難行動要支援者に情

報を伝達したり、安全な場所まで付き添った

りするなど、ご協力をお願いします。

災害時の安全な帰宅のために

防災情報メールサービス

9/30（日）10時から総合防災訓練を開催

かまがや安心ｅメール

　職場や学校、外出先など自宅から離れた場所にいるとき

に大規模な災害が発生すると、帰宅が困難になる人が多

数発生することが予想されます。

　発災時には、まず身の安全を確保するとともに、安全な

場所にとどまり、落ち着いて交通情報や被害情報などを

確認し、適切な行動を心掛けましょう。

むやみに移動を開始しないこと

●まずは自分の身の安全を確保する

●家族の安否や自宅の無事を確かめる

●交通機関の情報や道路の被害状況などを入手する

●周囲の状況に応じて、安全を最優先に行動する

日頃からの備えが大切

●携帯ラジオや地図を持ち歩く

●職場などにスニーカーや懐中電灯、飲料水や食料など

　を用意しておく

●発災時の安否確認の方法や集合場所を家族で話し合っておく

　気象情報や災害に関する情報を、24時間365日体制で皆

さんの携帯電話・スマートフォンなどに送るサービスです。

①携帯電話やパソコンから「kama.bousai@mpme.

　jp」に空メールを送信

②案内メールが届いたら、メールに記載

　されたURLへ接続し、必要事項を入力

③登録完了のメールが届く

市役所および総合福祉保健センターで開催します。シェイクアウト訓練も行います。

詳しくは、広報かまがや9月15日号でお知らせします。

登
録
方
法

父さんは避難
できるだろうか？

耳が悪くて
避難情報が
分からないわ

同意書の提出をお願いします
　災害時に備えて、本人の情報を地域で見守ってくれる

人に提供するには、本人の同意が必要です。対象となる

人には9月下旬ごろから順次、本人の意思を確認する手

紙を送りますので、同意する・同意しないなどを記入し

て、返送してください。

問安全対策課☎445・1278

問社会福祉課

☎445・1286

というときのためにいざ 再確認 しましょう

空メールを送信

犠牲者を    に！
みんなが災害から助かるために

避難行動要支援者避難行動要支援者

0ゼロ



お知らせ

情報ひろば

　建物や世帯などに関する実態を明

らかにし、住生活に関連する施策の基

礎資料とするために実施します。調査

対象となった世帯には9月中旬から統

計調査員が訪問します。なお、パソコ

ンを使って回答することもできます。
問行政室☎445・1056

「住宅・土地統計調査」を実施します

木造住宅の無料耐震診断・相談会
　耐震診断に併せ、アドバイスが受け

られます。
対市内で昭和56年5月31日以前に木

造在来工法・枠組み壁工法で建築さ

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）
時9月22日（土）10時〜15時（1件40

分程度）
所まなびぃプラザ2階
持 住宅の平面図（簡単な手書きの図

面でも可）
他建築年・工法などが分からない場合

や、平面図がない場合はお問い合わせ

ください
申 9月12日（水）までに建築住宅課

窓口（市役所4階）／☎445・1466／

ｍsidou@city.kamagaya.chiba.jp

　中小企業・小規模事業者が抱える問

題について、専門スタッフが無料で相

談に応じます。
時9月21日（金）10時〜16時
所市役所3階
申商工振興課☎445・1240

よろず支援拠点サテライト相談所

　民生委員が70歳以上の住民を中心

に見守り訪問を行います。困り事があ

れば、お気軽にご相談ください。秘密

は守ります。
問 高齢者支

援課☎445・

1384

9月〜11月は高齢者の見守り強化
期間

　人の1日の移動を把握し、暮らしや

すい都市づくりの検討を進めるため、

交通に関する調査を9月〜12月に行

います。無作為に選んだ世帯を対象に

調査票を送りますので、ご協力をお願

いします。
問県都市計画課☎043・223・3161

「東京都市圏パーソントリップ調査」
を実施します

　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、

相談に応じます。
時9月13日（木）、10月16日（火）の各

10時〜15時（1人45分程度）
所総合福祉保健センター5階
相談員（公社）成年後見センター・リー

ガルサポート千葉県支部司法書士の

福本隆司さん
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 〜備えて安心・いざという時の
ために〜

対 新たに空き店舗で出店を目指す個

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
補助率 店舗改装費と備品購入費の合

計の2分の1（上限100万円）
注本事業における「空き店舗」とは、市

内で3カ月以上の間、事業に使われて

いない1・2階部分の店舗です

※交付決定後に工事に着手してください
申 12月21日（金）までに、市ホーム

ページおよび商工振興課窓口（市役所

2階）などで配布する必要書類に記入

して、同課窓口へ持参
問同課☎445・1240

空き店舗を活用した出店を支援します
店舗改装費等補助金 追加募集

　柏レイソルが鎌ケ谷市内在住の小

学生を試合に無料招待します。
試合サガン鳥栖 戦
対市内在住の小学生とその家族（1家

族につき小学生は3人まで）

※家族は有料(1人3,100円)
時9月22日（土）15時から
所 三協フロンテア柏スタジアム（日立

柏サッカー場）
定 300人（多数抽選、同行する家族を

含む）
申 9月12日（水）まで（必着）に、㈱日

立柏レイソル「鎌ケ谷市小学生招待企

画係」へ往復はが

きを郵送（記載事

項など詳しくは市

ホームページを参

照）
問 同社事業本部

☎04・7162・

2250

柏レイソル「鎌ケ谷ホームタウン
デー」に市内の小学生を招待します
〜プロサッカーの試合を観戦！〜

対象国内在住（外国人を含む）の20歳未満で、次のいずれかの条件を満たす子ども（障

がいによる公的年金受給者を除く）の保護者

　障がいのある人の負担を軽減するため、次の手当を支給しています。

なお、いずれも所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。

※支給額はいずれも30年4月時点

在宅障がい者の皆さんへ

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当を
ご利用ください 問障がい福祉課☎445・1305

障害児福祉手当
対象 身体障がいまたは知的障がいなどで重度の障がいがあるた

め、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の子ども

（障がいによる公的年金受給者を除く）

手当額月額14,650円

特別障害者手当
対象 身体障がいまたは知的障がいなどで重度の障がいが重複し

ているため、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上

の在宅の人（入院3カ月を超える場合を除く）

手当額月額26,940円

受給者の皆さんへ

　年に１度、受給者の状況や所得を調査するために、現況届また

は状況届の提出が必要です（9月11日（火）まで）。

①特別児童扶養手当1級

　　●身体障害者手帳1・2級程度である

●療育手帳の判定がⒶからA2程度である

●重度の精神障がいがある

　　　月額51,700円

②特別児童扶養手当2級

　　●身体障害者手帳3・4級の一部である

●療育手帳の判定がB1程度である

●中度の精神障がいがある

　　　月額34,430円

注意いずれの手当も原則、診断書での判定となりますが、障害者

手帳の写しで可能な場合もあります条件 条件

手当額手当額

特別児童扶養手当

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

©1993.H.K.REYSOL

問企画政策室☎445・1073

内容

日時

対象
場所
定員
参加費

その他

申し込み

鎌メシ婚

　お米マイスターによる料理講習や婚活セミナーで自分磨

きをしながら、理想の相手を見つけませんか？

    ①魅力アップセミナー（②に向けての婚活セミナー）

　　②鎌メシ婚（料理をしながらの婚活イベント）

    ①＝10月20日（土）女性10時〜12時、男性13時〜15時

　　②＝10月28日（日）14時〜17時

    ①②の両方参加できる、20歳以上で独身の人

    ①＝市役所地下 団体研修室　②＝総合福祉保健センター3階 栄養指導室

    男女で合計36人程度（多数抽選）

      ●男性＝5,000円　●女性＝3,000円

       9月30日（日）までにｕhttp://www.mi-kklife.com/kamakon3の

       応募フォームで（市ホームページからもアクセスできます）

      ●定員に満たない場合は追加募集を行います

　　  ●この事業は、（株）マリッジイノベーション（婚活生活）と(一社)日本婚活教

        育協会(結婚の学校)、鎌ケ谷市との共同企画によるイベントです 申し込み

美味しいご飯とほっかほかの出会い ・ ・ ・
「五つ星お米マイスター」から教わる、お米のいろは 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☎4 4 5・

1223へ。

子ども用洋服だんす

1段が幅9 0 cm、奥行き

45cm、高さ90cmの2段。

取りに来られる人に無料で。

問日中に板垣☎446・2320

ゆずります

寄せられた善意
●匿名の人から社会福祉のためにぬいぐるみ約20個を

●匿名の人から社会福祉のために10,000円を

　（社会福祉課）

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福祉活動のために15,970

  円を

●株式会社ヤマシナ商事から福祉活動のために107,980円を

●家庭倫理の会鎌ケ谷市から福祉活動のために20,000円を

　（市社会福祉協議会）

　ダ・カーポが歌う市民の歌「きらり

鎌ケ谷」のＣＤを1枚500円で販売し

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

市民の歌「きらり鎌ケ谷」CD 販売中

平成30年（2018年）9月1日号広報広報 情報ひろば・お知らせ 3
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保育

講座・講演

脳トレいきいきサロン
～脳にいいことはじめましょう～

情報ひろば

日程

　市内野菜農家の手伝いをして交流

を図る、援農ボランティア養成講座

「野菜コース」の受講生を募集します。

「農業を体験したい」「野菜づくりのこ

つを知りたい」という人は、ぜひご参加

ください。

　　●10月〜31年2月＝栽培管理実

習・講義●3月＝まとめ（全5回）

対市内在住の人　所初富地区

定若干名　費保険料300円

注車での参加不可

申9月14日（金）までに農業振興課

☎445・1233

援農ボランティア養成講座
「野菜コース」

保育

日程

　就職活動のポイントや応募書類の

書き方、面接対策などを学びます。

　　10月25日（木）

①セミナー＝10時〜12時30分

②個別相談＝13時30分〜16時

対子育て中・子育て後の女性

所船橋市男女共同参画センター

定①＝30人（申込先着順）

　②＝4人（申込先着順）

　　1歳以上の未就学児、先着10人

（10月18日（木）までに要申込）

他●②のみの参加不可

　●雇用保険受給者の活動実績にな

　　ります

申同センター☎423・0757

問船橋市商工振興課☎436・2477

子育てお母さんの
再就職支援セミナー＆個別相談会

保育

　日常生活を快適に過ごすために、自

宅で簡単にできるリフレッシュ方法を

学びます。

対市内在住・在勤・在学の成人

時10月19日（金）10時〜12時

所中央公民館　定25人（申込先着順）

師ヨガ講師の後藤美智子さん

持ヨガマットまたはバスタオル、ハン

ドタオル・飲み物

　　先着5人（10月11日（木）までに

要申込）

申同館☎445・2012／窓口

家庭教育セミナー「ヨガで美しく・
元気なココロとカラダづくり」

　円満な相続のために遺言書の書き

方や生前贈与の活用について分かり

やすく解説します。

時9月29日（土）10時〜12時

所中央公民館

定30人（申込先着順）

費500円

申NPO法人老いじたくあんしんねっ

と 川端☎412・5204

遺言書の作成・生前贈与
「相続」を「争続」としないために

内講義「手賀沼の水生生物の推移と外

来水生植物繁茂の現状」、船上見学、駆

除作業
日程 9月23日（日）9時30分手賀沼親

水広場 水の館（我孫子市）集合〜14時

30分　定30人（申込先着順）

師県立中央博物館の林紀男さん

持長靴・汚れてもよい服装・筆記用具

他弁当あり

申手賀沼流域フォーラム実行委員会

ｍteganumaforum@yahoo.co.jp

問同委員会 中野☎090・1208・8680

手賀沼緊急事態！外来水生植物駆除
体験講座（第2回）

服装

内樹木が生きていくための不可欠な

要素、樹木の病害虫、樹勢診断実習など

時10月4日（木）9時30分から

所県立農業大学校（東金市）

師NPO法人樹の生命を守る会副理事

長の松原功さん

持筆記用具・軍手・昼食・飲み物・雨具

　　実習ができるもの、帽子

申はがきに住所・氏名・電話番号と

講座名、所属（勤務先・学校名など）を

記入して、9月3日（月）〜25日（火）（消印

有効）に、同校ゆ〒283‒0001東金市

家之子1059／ｆ0475・54・0630

問同校☎0475・52・5140

県立農業大学校 公開講座
「樹勢診断と回復技術講座」

保育

　「働くのはもう少し先だけど準備は

したい」「子育てと仕事、両立はできる

か」など悩んでいませんか？子育ても

仕事も諦めない、自分らしいキャリア

形成について一緒に考えます。

対市内在住・在勤の女性

時10月5日（金）10時〜12時

所中央公民館　定30人

師（公財）日本女性学習財団理事の福

沢恵子さん

　　1歳以上の未就学児、先着10人（9

月28日（金）までに要申込）

申住所・氏名・年代・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

女性のキャリア形成支援講座
「これからの私のためのライフ・プラ
ンニング」

日程

　市内で事業を営む人などを対象に、

経営の上で役に立つノウハウを学べる

セミナーを開講します。興味がある

テーマだけの受講も可能です。

　　●9月29日（土）10時〜13時「事

業承継セミナー」、14時〜17時「チラ

シ作成セミナー」

●10月6日（土）10時〜13時「集客

アップセミナー」

所市役所5階

定20人（申込先着順）

申市ホームページで配布する申込書

に記入して、商工振興課ｆ445・1400

または☎445・1240

創業支援セミナー（テーマ特化コース）

　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上の人

時9月15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（9月10日（月）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

　たたら作りで小どんぶりの組み物5

個を作り、素焼きした器に絵付けなど

をします。

対市内在住・在勤で全回出席できる人

時10月の毎週（水）（17日を除く全4

回）9時30分〜12時30分

所東初富公民館

定20人（多数抽選）

費1,000円

師陶芸 風代表の南波藤枝さん 他

他まなびぃ100対象

申往復はがきに住所・氏名（ふりが

な）・年齢・電話番号と返信宛先を記入

して､9月12日（水）まで（消印有効）に

東初富公民館「陶芸教室」係ゆ〒273-

0122東初富1-10-1または、官製はが

きを持参して、同館窓口

問同館☎446・5555

陶芸教室 初級編

自分だけの器を作りませんか ?

　簡単な「読み書き・計算」の教材と数字盤を使って、コミュニケー

ションを取りながら脳のトレーニングを行います。認知症予防に効

果があります。

　　おおむね65歳以上の人

　　10月〜31年3月の6カ月間（月4回）

　　月額2,000円

　　　　はがきに希望するサロン名、住所・氏名・年齢・電話番号を

記入して、9月10日（月）までに高齢者支援課ゆ〒273-0195または、

鎌ケ谷学習療法普及会 小林☎・ｆ443・2517

問高齢者支援課☎445・1384

対象
期間
費用
申し込み

対象

申し込み

　市道にある植栽帯に草花を植えたり、除草などの清掃活動を行っ

たりすることで、道路の美化を推進する団体を募集します。

　　自治会・商店会・NPO法人・有志など、5人以上の団体

　　●草花の植栽を含む愛護活動＝1㎡当たり年間500円

　　●清掃活動のみの愛護活動＝1㎡当たり年間250円

　　　※1団体10万円まで

　　　　10月31日（水）までに、

道路河川管理課窓口（市役所4階）

問道路河川管理課☎445・1453

報償

火曜サロン

金曜サロン

木曜サロン

サロン名 場 所 日 時

南初富コミュニティセンター

東部学習センター

中央公民館

毎週（火）10時〜12時

のうち40分間

毎週（金）10時〜12時

のうち40分間

毎週（木）13時30分〜16時

のうち40分間

　近年、増加傾向にあるゲリラ豪雨や

竜巻など、私たちの身近に起こり得る

気象災害について学びませんか？

時10月6日（土）14時〜15時30分

（13時30分から受け付け）

所消防本部

定60人（申込先着順）

師元気象庁銚子地方気象台次長の矢

野良明さん

他まなびぃ100対象

注車での来場希望者は事前に要連絡

申9月28日（金）までに消防本部予防

課☎444・3273／ｆ445・1224

かまがやまなびぃ大学 あんしん学部
主催講座
「気象から学ぶ災害対策」

矢野良明さん

　市・市消費生活センター・鎌ケ谷警

察署職員による防犯に関する説明と、

学生ボランティアによる電話de詐欺

の実演など。防犯グッズの配布なども

あります。

時9月15日（土）13時〜14時20分

（荒天中止）

所北部公民館

問安全対策課☎445・1285

防犯サテライト事業
北部地区防犯キャンペーン

道路愛護団体 募集

情報ひろば・お知らせ 平成30年（2018年）9月1日号広報広報
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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

問図書館本館☎443・4946

　土の上のカーリングと呼ばれる軽ス

ポーツ「ペタンク」を、ルールやボール

の投げ方など基本から学びます。

時9月30日（日）9時30分〜12時（雨

天中止）

所五本松小学校　定20人（申込先着順）

費100円（当日持参）

他傷害保険の加入なし

申9月25日（火）までに市ペタンク協

会 住友☎090・5784・7200

問文化・スポーツ課☎445・1531

ペタンク初心者講習会

対小学生(保護者同伴であれば5歳から可）

時9月15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

申9月1日（土）10時以降に図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「にょろにょろふうせんをつくろう！」

さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度　

時9月12日（水）・26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9月2日（日）11時〜11時30分

いちごぐみ

対小学校低学年以下

時9月9日（日）14時〜14時30分

所図書館東部分館

絵本の読み聞かせ
　「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9月8日（土）15時から

小学生のためのおはなし会

　会場のステージで、楽器演奏やダン

スなど、日頃の活動成果を発表する出

演者を募集します。

時10月27日（土）・28日（日）の各10

時〜15時のうち30分程度

所福太郎アリーナ

定4組（申込先着順）

申9月20日（木）までに市商工会☎443・

5565

産業フェスティバル　
ステージイベント出演者

試験日　　　10月25日（木）

定●農学科＝約40人

　●研究科＝約10人

他●市農業振興課窓口（市役所2階）

　　でパンフレットなどを配布

　●詳しくは県ホームページを参照

申9月28日（金）〜10月12日（金）

問同校☎0475・52・5121

31年度 県立農業大学校学生
（推薦入試）　通園・通学の前後や、保護者の外出

時などに自宅で子どもを預かる提供

会員になって、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？

次の研修を受けてください。

基礎研修

時9月18日・25日の各（火）9時30分

〜11時30分（全2回）

所粟野コミュニティセンター

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（有償）

スポーツ

服装

対市内在住・在勤・在学の人

時9月29日（土）10時福太郎アリーナ

正面玄関前集合〜12時（9時30分か

ら受け付け。雨天中止）

定20人（申込先着順）

持ポール（貸し出し可）・飲み物

　　動きやすいもの・運動靴

申9月27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

対市内在住で60歳以上の健康な人

時10月7日（日）9時40分〜14時45

分（9時〜9時30分受け付け）

所福太郎アリーナ

持室内用運動靴・昼食

申9月14日（金）17時までに

文化・スポーツ課

☎445・1531

第44回長寿大運動会

種目　　①一般男子・一般女子ランク制

　　　（Ａ〜Ｃ）の部

　　②ウィークデー（浮動式）の部

対市内在住・在勤・在学の人

時①＝9月30日（日）、②＝10月23日（火）

の各9時から（8時30分から受け付け）

所福太郎テニスコート

費1チーム2,000円（当日持参）

申各実施日の2週間前までに文化・ス

ポーツ課☎445・1531

問市ソフトテニス連盟 前田☎445・

2954

秋季ソフトテニス市民大会 募集
　「ふれあいサービス」とは、高齢者や

障がい者、産前産後の世帯で家事援助

などのサービスを有料で提供する、会

員制の住民参加型在宅福祉サービス

です。次の研修会終了後に会員登録を

することができます。

研修会

時9月26日（水）10時〜12時、10月

25日（木）10時〜14時、11月27日

（火）10時〜12時（全3回）

所総合福祉保健センター

申市社会福祉協議会窓口（総合福祉

保健センター5階）／☎444・2231／

ｆ446・4545

ふれあいサービス協力会員

　罪を犯し、生きたままミイラにされたイムホ

テップ。3000年の月日が流れ、学術調査により

シネマトーク付き上映会
映画「ハムナプトラ（吹き替え）」

発掘されたイムホテッ

プのミイラが生き返り、

呪いが解き放たれる。

時9月22日（土）13時

30分〜15時45分

所東部学習センター

定40人（申込先着順）

申9月1日（土）11時以

降に図書館本館へ電話

内容

場所
定員

申し込み

相談先

その他

日時

保育

　よく眠れない、原因不明の体調不良、遅刻や欠席が続く、飲酒量が

増えたなどの症状があった時は、あなたの悩みや気持ちを話してみ

ませんか？

　　　●よりそいホットライン☎0120・279・338

　　　　（24時間通話料無料）

　　　●千葉いのちの電話☎043・227・3900

　　　　（24時間）

　　　「主な困った時の相談窓口」のチラシを

健康増進課窓口、学習センター（各公民館）、

市ホームページで配布しています

第2回精神保健学習会

～「統合失調症」について学ぼう～
　　統合失調症についての医師の講義、当事者の話など

　　9月27日(木)9時30分〜11時30分

　　総合福祉保健センター3階 デイケア室

　　50人

　　未就学児、先着5人（9月14日(金)までに要申込）

　　　　9月21日(金)までに健康増進課☎445・1405

9月10日～16日は「自殺予防週間」

～身近にいる人が気付き、声を掛け、相談につなげましょう～

自殺予防啓発バッジ

　　　 13時〜13時30分（東

部小学校のみ12時45分〜13

時15分）

※受付時間を過ぎると、医師

　の診察が受けられない場合

　があります

※車での来校はご遠慮ください

受付時間

小学校入学予定の皆さんへ

　31年4月に小学校に入学する子ども（24年4月2日〜25年4月1

日生まれ）を対象に、就学時健康診断（医師による内科・眼科・歯科な

どの健康診断）を行います。

　対象の家庭には9月21日（金）ごろに健

康診断通知書を送ります。通知書に記載さ

れた小学校で受診してください。

　通知書が届かない場合や記入事項に誤

りがある場合はご連絡ください。

鎌ケ谷小学校

東部小学校

南部小学校

北部小学校

西部小学校

中部小学校

初富小学校

道野辺小学校

五本松小学校

11月27日（火）

11月20日（火）

10月31日（水）

11月 2 日（金）

11月30日（金）

11月29日（木）

11月 1 日（木）

10月 5 日（金）

10月25日（木）

学校名 日にち

入学前に必ず就学時健康診断を

会場・日程

問 学務保健室☎445・1501
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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！



　　　　　  　 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

▶ゆうゆう四季の会
草刈り、車いす・高齢者疑似体験などの福祉講座の手伝

いなど。対60歳以上の人時随時（週1回程度）定5人

年1,000円申福澤☎445・6706

▶やさしい気功と太極拳
時第1・3・4（木）14時〜16時所まなびぃプラザ定若干名

入1,000円月2,200円申小堀☎412・1050

▶東葛山の会
ウォーキング、ハイキング、縦走。対健康な人定若干名

年8,000円他第1・3（水）19時30分〜21時30分に中央

公民館で例会あり申四元（よつもと）☎444・7599

▶グリーングラス
フラワーアレンジメント。対初心者歓迎時第4（火）14時〜

16時所北部公民館定若干名月3,500円費初回のみ

器代2,000円程度申小石☎445・6316

▶鎌ケ谷ソフトテニスクラブ
対中学生以上の市民時●毎週（火）9時〜13時●毎週

（土）・（日）13時〜17時所福太郎テニスコート定20〜30

人入2,000円年15,000円他中学・高校生は費用半額

申小山☎090・1540・3138

会員募集催しなど

情報ひろば

　東京おもちゃ美術館からたくさん

のおもちゃがやってきます。おもちゃ

の使い方や選び方に詳しいコンサル

タントもいます。

対乳幼児の親子

時9月5日（水）10時〜11時30分

所粟野児童センター

問同センター☎441・7066

おもちゃの広場に遊びにおいで！
パート2

　さまざまな体験を表・グラフ・文章

でまとめた論文や、アイデアと夢のあ

る工作など、市内小・中学校から選ば

れた科学作品を展示します。

時9月8日（土）〜10日（月）の各9時〜

16時30分（最終日は12時まで）

所中央公民館

問指導室☎445・1518

第32回鎌ケ谷市内小・中学校
科学作品展

　戦争の遺品・東京大空襲・関東大震

災・「原爆と人間」などについての展示。

時9月4日（火）〜9日（日）の各10時〜

17時

所船橋市民ギャラリー

他●9月8日（土）13時から＝憲法カフェ

●9月9日（日）13時から＝朗読劇「少

年口伝隊一九四五（井上ひさし作）」、

真田五郎朗読教室（さざんか朗読の会）

●9月9日（日）14時30分から＝講演

「枯れ葉剤と生物化学兵器の今」（中

村梧郎さん）

問平和のための戦争展ちば実行委員

会 今度☎445・4549

第24回 武力で平和はつくれない
平和のための戦争展ちば

　アンケートに記入した人に「かまが

やの梨」をプレゼントします。さらに抽

選で梨3kg箱が当たるチャンス！かま

たんも来るよ。

内●梨の試食会●子ども向け射的

●無料じゃがいも詰め放題●新鮮野

菜の販売（数量限定）●かき氷のプレ

ゼント

時9月8日（土）10時〜14時

所市役所駐車場

他●梨プレゼント・抽選会＝11時、12

時30分の2回実施予定

●詰め放題＝10時30分、12時、13時

30分の3回実施予定（各回定員20人）

問農業振興課☎445・1233

鎌ケ谷梨フェスタ2018＆
朝市夏の感謝祭

イベント
　救急の日（9月9日）と救急医療週間

（9月9日〜15日）にちなみ、救急救命

を身近に感じてもらい応急手当ての

普及と向上を図るため、救急フェアを

開催します。

内心肺蘇生法・AED取り扱い体験、普

通救命講習・救急車の適正利用につい

ての啓発活動コーナーなど

時9月8日（土）10時〜14時

所アクロスモール新鎌ケ谷2階

問消防本部警防課☎440・8125

9月8日（土）は救急フェア

応急手当てを体験してみませんか？

　日頃、各公民館などで活動している

絵画サークルの年に一度の合同展です。

時9月16日（日）〜22日（土）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

問鎌ケ谷絵画サークル合同会 小林

☎442・2511

第4回 鎌ケ谷絵画サークル合同展

▶第2回車いすの点検講習会
時9月22日（土）9時〜12時所中央公民館定5人

（申込先着順）申鎌ケ谷車いす点検整備ボラン

ティアの会 上開地（かみかいち）☎445・7868

（留守番電話の場合は住所・氏名・電話番号を要

録音）

▶講演会「『西郷どん』の魅力を探る」
対高校生以上の人時9月8日（土）10時〜11時

20分所市民活動推進センター定30人費200

円問歴史たんぽ 楠窪☎445・5197

▶第24回ぶらり鎌ケ谷
秋の初富を散策。時9月29日（土）9時市役所正

面玄関前集合〜15時定20人（申込先着順）費保

険料など100円申ぶらり鎌ケ谷 上開地☎445・

7868（留守番電話の場合は住所・氏名・電話番

号を要録音）

▶陳式太極拳無料体験講習会
時9月8日・15日の各（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

祝日などのごみの収集・自己搬入

●初小＝3日(月)

●南部小＝6日(木)

●道小＝10日(月)

9月の有価物回収

●収集します・自己搬入できません＝9月17日(月)

●収集しません・自己搬入できません＝9月24日（月）

※収集は、その曜日に収集する地域のみ実施

▶いっぽ にほんご
日本語ボランティア勉強会。時10月6日・13日・

20日・27日、11月10日・17日の各（土）13時

10分〜14時50分（全6回）所まなびぃプラザ

定20人（申込先着順）費3,000円師元エジプト

大使館日本語主任講師の品川雅子さん申いっぽ

にほんごとっこめ会 斉藤☎090・6471・3171

▶自由アート展
油彩・水彩画の展示。時9月1日（土）〜15日（土）

（初日は12時から、最終日は16時まで）所東部

学習センター問鎌ケ谷絵画倶楽部 渡部☎412・

2046

▶バス旅行「予科練平和記念館、あみプレミアム・
アウトレット、牛久シャトー」
対55歳以上で日頃歩いている人時9月4日（火）

8時コープ鎌ケ谷店向かいのくすりの福太郎前

出発定20人（申込先着順）費バス代・保険料な

ど3,500円（別途食事代）申中央ウォーキング

協会 笠原☎・ｆ443・3813

●中部小＝12日(水)

●鎌小＝14日(金)

●北部小＝18日(火)

●五小＝19日(水)

●東部小＝25日(火)

●西部小＝27日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

　収益金は1人暮らしの高齢者に届け

る弁当作りの資金に充てられます。

時10月7日（日）10時〜14時

所総合福祉保健センター6階

他献品は10月2日（火）〜5日（金）の

各9時30分〜15時に同センター1階

で受け付け

問ボランティアセンター☎442・2940

第41回友愛ボランティア
チャリティーバザー

たくさんの出品物が並びます

水質汚染を防ぐため

合併処理浄化槽に取り換えませんか？
　単独処理浄化槽やくみ取りトイレから合併処理浄化槽に転換する（取り替

える）と河川の水質に与える汚染をおよそ8分の1に減らすことができます。

　合併処理浄化槽へ転換する場合、次の「設置補助費」と「転換費補助費」の

合わせた額を交付します。

補助額

設置補助費

●5人槽444,000円

●7人槽486,000円

●10人槽576,000円

　「単独処理浄化槽」はトイレの排水のみを
処理します。一方、「合併処理浄化槽」はトイ
レ・台所・風呂などの生活雑排水などを処理
できるため、水質汚濁を防ぐことができます！

+
転換費補助費

●単独処理浄化槽からの転換180,000円

●くみ取りトイレからの転換100,000円

※新築・建て替えおよび集合住宅は補助交付対象外

※補助交付対象地域や申し込み方法など詳しくは、お問い合わせください

問クリーン推進課☎445・1222
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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



各児童センターの休み

　：3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検査のみ即日通知　　　　　　　　　　●中央＝10日(月)　●南＝10日(月)・15日(土)15時から・16日(日)　●北中沢・粟野＝17日（月）

福 習注 予

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

酒害相談

心配ごと相談

　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

①③＝中央公民館②＝まなびぃ

プラザ／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

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）

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）

就学相談予

心の相談 予

精神保健福祉相談 予

療育相談 予

HIV検査（エイズ）、

梅毒・クラミジア検査、

B型・C型肝炎検査　 ※3予

精神障がい相談 予

知的障がい相談予

市役所／指導室☎445・1518

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）

市役所／まつど地域サポートステー

ション☎047・703・8301

市役所／市民活動推進課

☎445・1274（つながらない

場合は☎445・1141）

市役所など／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２階／家庭児童相談室

☎445・1349

福

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

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

就職相談

（39歳以下向け）

予

主な施設の
休み

●社会福祉センター＝毎週（火）、17日(月)・23日(日)・24日(月)　●児童センター＝下部欄外

●図書館＝3日（月）・10日（月）・18日（火）・25日（火）・28日（金）　●郷土資料館＝毎週（月）、

18日（火）・23日（日）
!9月のお知らせ

ピアサポート相談 予

10日（月）13時〜15時

12日（水）10時〜12時

10日（月）13時〜16時

21日（金）10時〜15時

27日（木）13時〜16時

13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（水）●9時30分〜12時30分

●13時30分〜14時30分

18日（火）●13時から●1４時

から●1５時から

毎週（火）13時〜17時

①16日（日）13時〜15時30分

②20日（木）18時〜20時30分

③25日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

11日（火）14時から

18日（火）9時15分から

27日（木）14時から

14日（金）9時30分から

12日（水）９時30分から

25日（火）９時から

●10月4日（木）＝　　

●9月6日、9月20日の各（木）＝

　＝13時〜14時

　＝17時15分〜18時15分夜

昼

昼

昼 夜

毎週（月）〜（金）９時〜17時

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

保育

　朝ごはんがラクになる、お弁当にも使える便利

な作り置きのおかずを作ります。簡単アレンジレ

シピも紹介します。

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（作り置きおかず4品）

●汁物の塩分濃度測定

時9月26日（水）10時〜14時

所総合福祉保健センター3階

定30人　費500円

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾2枚、家庭で

飲んでいる汁物50cc程度

　　未就学児、先着5人（9月14日（金）までに要申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

ワンコイン！作り置きおかずクッキング

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9月19日（水）9時30分〜11時受け付け

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（歯磨き指導を希望の場合）

問☎445・1393

地区健康相談

対16〜69歳（65歳以上は60〜64歳に献血経

験があること）で、体重が男子は45キロ以上、女

子は40キロ以上の健康な人

時9月3日（月）10時〜11時45分・13時〜16時

所市役所1階 市民ホール

持本人確認書類、献血カード

（お持ちの場合）

問☎445・1390

献血にご協力を

　運動の習慣を身に付け、楽しみながら健康づく

りに取り組み、生活を見直してみませんか？

内●講座「ウォーキングの基本と実践」

　●屋外でのウォーキング実践

　●栄養満点の豚汁試食

　●グループワーク「健康習慣の共有と仲間探し」

時10月2日（火）9時30分総合福祉保健センター

6階集合〜12時30分　

定100人

申☎445・1405

講座「ウォーキングでいきいき健康習慣」

　認知症を理解し、認知症の人やその家族を見守

り支援していく「認知症サポーター」を養成します

（受講後の活動を強制するものではありません）。

対市内在住・在勤の人　

時9月13日（木）10時〜11時30分

所総合福祉保健センター6階

定50人（申込先着順）　他まなびぃ100対象

申高齢者支援課☎445・1384

認知症サポーター養成講座

　関節痛・腰痛の緩和や、筋力の維持・向上を目

指す体操教室です。

対市内在住で60歳以上の人（軽度の障がいがあ

る人でも自立歩行ができれば可）

時10月4日〜12月13日の各（木）13時30分〜

14時30分（11月8日を除く全10回）

所社会福祉センター　

定30人（多数抽選）

師（公社）千葉県柔道整復師会船橋・鎌ケ谷支部

他まなびぃ100対象

健康増進体操教室（2期）

申往復はがきに住所・氏

名（ふりがな）・年齢・電

話番号と返信宛先を記

入して、9月15日（土）ま

で（必着）に同センター

「健康増進体操教室」係

ゆ〒273-0121初富

802-116

問同センター☎444・

0121

時●9月3日（月）・19日（水）の各9時〜12時

　●9月11日（火）・27日（木）の各13時30分〜

　　16時30分

所総合福祉保健センター3階

定各日3人（申込先着順）

申☎445・1546

栄養士による個別相談

期限

対●1期＝1〜2歳未満　●2期＝小学校入学前の

5・6歳（24年4月2日〜25年4月1日生まれ）

　　2期は31年3月31日

他「特定防衛施設周辺整備

調整交付金」を財源に充て、

実施しています

問☎445・1390

麻しん風しん混合(MR)予防接種
〜早めに接種の計画をしましょう〜

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9月13日（木）①＝13時〜13時15分受け付け

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〜

対市内在住・在勤の18歳以上の中途失聴者・難

聴者、その家族・知人

時9月11日〜11月13日の毎週（火）

13時30分〜15時30分（全10回）

所市役所地下　

定20人（申込先着順）　

費1,000円

申身体障がい者福祉センター

☎445・1543／ｆ443・2233

聞こえない・聞こえにくい人のための手話講習会
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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

平成30年（2018年）9月1日号

住民基本台帳人口      109,939人（前月比+30）

男　54,420人　女　55,519人

世帯数　 49,099世帯（前月比＋68）

〔30.8.1現在〕

相馬野馬追 騎馬武者行列に伴う
交通規制

※10月14日（日）に順延した場合は、ABのみ

　交通規制を行います

　9月12日（水）から市役所１階市民

ホールで、鎌ケ谷市民まつりのイベント

紹介を行います。

※悪天候の場合14日（日）

問市民まつり実行委員会
　事務局（市民活動推進課内）
　☎445・1252

北総線

新京成線

8

57

貝柄山公園北口
464

駅
富
初

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
13:45

D

E

C

A

B

新鎌ケ谷駅

東
武
野
田
線 新

京
成
線

きらり☆シネマvol.10

「鍵泥棒のメソッド」

　売れない貧乏役者と記憶を失った殺し屋の

2人の人生が入れ替わり、そこに婚活中の女性

編集者が登場。失われた記憶、大金の在りか、

結婚の行方は？爽快でときめくラストが待って

います。

    9月15日（土）●10時から（9時30分開

場）●14時30分から（14時開場）      500

円      各回先着5人（要申込）       ●全

席指定　●親子席（先着8席。要予約）に限り

未就学児入場可
©2012『鍵泥棒のメソッド』
製作委員会

☎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

図書館まつり 問図書館本館☎443・49469月23日（日）開催

　図書館で初めてのまつりを開催します。

　各種体験や館内探検などができます。

図書館に遊びに来ませんか？

    9月23日（日）10時〜15時

　館内を探検して、図書館の使い方をマスターしよう！

ミニゲームもあるよ。

    小学生（保護者同件であれば5歳から可）

    ●10時〜10時30分　●13時30分〜14時

    各10人（申込先着順）

        9月1日（土）11時以降に図書館本館へ電話

　8月に募集したおすすめの本を

展示します。

     図書館の利用者が選んだ

マイベストブック

    ①しおり作り　②豆本作り　

    ③輪投げ　④文字さがし

    ③④＝小学生以下

    ①②＝材料がなくなり次第終了

    ①小学校低学年以下向け　②大人向け

    ①＝11時〜11時30分

    ②＝14時30分〜15時

    各20人（当日先着順）

おまつり会場

一般展示

おまつりのおはなし会

鎌ケ谷市民まつり第44回第44回 10月13日（土）開催

市民まつり見どころイベント

広報かまがや9月1日号、9月15日号、10月1日号に市民まつりの紹介を掲載します。

　連載する市民まつりの記事の中にあるキーワードを三つ集めて、市民
まつり当日に来場した人には素敵なプレゼントがあります！

今回の
キーワード な

キーワードを集めてプレゼントをもらおう！キーワードを集めてプレゼントをもらおう！

　今年は福島県相馬地方

の北郷から騎馬武者12

騎が駆け付けます！

     貝柄山公園（13時

出陣式）→新鎌通り（13

時45分着陣式）→市役所

駐車場

※当日の進行により前後

　する場合あり

　今年はご当地キャラクターイ

ベント専用スペースを作ります。

1日中キャラクターたちと楽しめ

るイベント満載！詳しくは市民ま

つりホームページを見てね！

特設展の
お知らせ

相馬野馬追
騎馬武者行列

ご当地キャラクターイベント

コース

日時

対象
時間
定員
申し込み

内容 内容
時間

定員
対象
定員

テーマ

　源氏物語は1000年もの間、多くの人々に読まれ、そして愛されてきた平安

中期の文学作品です。古典文学研究で幅広く活躍している講師が、源氏物語

に描かれた女性たちの生き方を現代の女性たちの生活と重ね合わせて、面

白く語ります。

    市内在住・在勤の人

    9月29日（土）13時30分〜15時30分

    中央公民館 学習室5

    25人

    古典文学研究W・Sの会の堀井幸子さん

    1歳以上の未就学児、先着10人（9月20日（木）までに要申込）

       住所・氏名・年代・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

問男女共同参画推進センター☎401・0891

対象

保育

日時
場所
定員
講師

申し込み
日時

費用
保育 その他

おもしろ古典文学講座 

図書館探検隊

そ う ま の ま お い

き ば む し ゃ ぎ ょ う れ つ

◀市民まつり
　ホームページ

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

A
B

C
D
E


