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ご当地キャラクター勢ぞろい！

仮装してまつりを楽しもう！

ご当地キャラクターイベント＆ブース

仮装イベント

県内外からご当地キャラクターが市民まつりに遊びに
来てくれます。ダンスやステージもあります！
場所 新鎌ケ谷二丁目公園

市 民ま つり 会 場 や 初 富 稲 荷 神 社をコスプレイ
ヤーの皆さんに撮影スポットとして開放します（市
役所内に更衣室あり）。
コスプレをしない人で
も 、フェイスシ ールな
どで簡単に仮装できる
仮装ブースもあります。

問問鎌 ケ 谷 市 民 ま つ り 実 行 委 員 会 事 務 局
︵ 市 民 活 動 推 進 課 内 ︶☎ 4 4 5・1 2 5 2

市役所周辺

新企画！

かっちゅう

子ども甲冑武者行列
「相馬野馬 追 騎 馬武者 行列」の公
演 前 に 、市 内 の 小 学 生 が 手 作 り の
甲冑を着けて盛り上げます。

鎌ケ谷市民まつり
ホームページ
そうまのまおいきばむしゃぎょうれつ
国指定重要無形民俗文化財

相馬野馬追騎馬武者行列
鎌ケ谷と「馬」でつながりがある、国指定重要無
形民俗文化財「相馬野馬追」の騎馬武者が福島県
の北郷からやってきます。
※14日（日）に順延した場合は中止

子どもから大人まで楽しめる
イベント盛りだくさん！

「♯44回鎌ケ谷まつり写コン」
で投稿

キーワードを集めてプレゼントをもらおう！
広報かまがや9月1日号、9月15日号、10月1日号に連載する市
民まつりの記事の中に書かれたキーワード3文字でできる言葉
を、市民まつり当日に市役所駐車場にある本部に伝えると、その
場ですてきなプレゼントがもらえます！（当日先着順）

今回の
キーワード

ま

線

新京成

464

着陣式
13:45

市役所
貝柄山公園北口

貝柄山公園
出陣式
（スタート）
13:00

464

新京成
線

写真
大募集

市民まつりで撮った
写真を応募しよう！

谷駅

新鎌ケ

北総線

東武野田線

鎌ケ谷市民まつり
限定Tシャツ（1,500円）
市民活動推進課窓口
（市役所1階）
で販売中！
市民まつり当日は、
本部で販売します

相馬野馬追
騎馬武者行列に伴う
相馬野馬追騎馬武者行列に伴う
交通規制

臨時バス停
︵ききょう号︶

●市内の飲食 店が集まるフードフェスタ「K AMA-1グランプリ」
●マーチング、よさこい演舞、太鼓のパフォーマンス
●ステージ発表＆学校 演奏 ●フリーバザール（模擬 店）など

※公共交通機関でお越しください
※10月12日（金）17時以降は、市役所
および総合福祉保健センターの駐車
場は事前準備のため利用できません
※市民まつり当日は、コミュニティバス
き きょう 号 の 運 行・停 留 所(右 図 参
照 )に 変 更 が ありま す 。詳しくは 市
ホームページをご覧ください
※当日は鎌ケ谷朝市を中止します

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

初富交差点

初
富
駅

8
57

※10月14日
（日）
に順延した場合は、
交通規制を行います

のみ

鎌ケ谷市民まつり ２ページへ続きます！

2 鎌ケ谷市民まつり・市政情報

広報
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鎌ケ谷市民まつり 1ページの続きです！

東京オリンピックのメダリストへメダルを届けよう！
鎌ケ谷市民まつりで、小型家電の回収ボックスを設置します。
回収した小型家電などから抽出した貴金属で、東京2020
オリンピックのメダルを作ります。
日時 10月13日
（土）10時〜15時
設置場所 市役所1階 市民ホール
回収対象品（15ｃｍ×30ｃｍの投入口から投入できる次の小型家電）
●ノートパソコン
●タブレット端末
●携帯電話・ＰＨＳ
●電子書籍端末
●電子辞書・電卓
●電子体温計・電子血圧計
●電話機・ファクス
●時計・懐中電灯

●ラジオ
●DVD(ビデオ)プレーヤー
●カーナビ
●音響機器
●カメラ類
●ハードディスク・ＵＳＢメモリー・メモリーカード
●ゲーム機
●その他付属品

注意 ●電池・バッテリー・蛍光灯などは外してください

●個人情報を消してから投入してください
●家庭から出る物が対象となります
●対象品目以外は受け付け不可
投入するだけで
●一度投入したものは返却不可
メダルにリサイクル！
問クリーン推進課☎445・1223

国民健 康保険ブース
鎌ケ谷市民まつりで、手軽に血圧・脳年齢測定をして、健康チェック！
また、国民健康保険料口座振替キャンペーンも実施しています。
日時 10月13日(土)10時〜16時受け付け
場所 市役所駐車場
問保険年金課☎445・1418

学校選択制

31年度に入学する新１年生の児童生徒が対象

入学を希望する小・中学校が選べます

問学務保健室☎445・1501
小学校新１年生には9月下旬に送付する就学時健康診断の通知と併せて、
また、中学校新１年生には在籍している市内の小学校を通して、10月上旬ま
でに保護者にお知らせします。
対象 31年度に小・中学校に入学する新1年生
（30年10月31日時点で鎌ケ谷
市に住民登録があること）
受付期間 10月15日
（月）〜31日（水）
受け入れ数 各小・中学校１クラス相当分
※児童生徒数の増加により鎌ケ谷小学校・五本松小学校・鎌ケ谷中学校は選
択できません
注意 学校選択制により入学した兄・姉が31年4月時点で在籍する学校へ入学
を希望する場合は、別の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください

学校選択制の流れ

未来へつなごう、
エコでやさしいまち、かまがや
市民・事業者・市が協働で生活環境・自然環境・地球環境への理解を深め、
行動することを目的に、子どもから大人までが 環境について楽しく学 べる
パネル展示やワークショップを行います。
内容 環境保全団体・企業などのパネル展示、
鎌ケ谷高校書道部・鎌ケ谷西高
校 美 術 部の 生徒と千葉 大学環境ISO学生委員会などによるワークショッ
プ、クイズラリー、スタンプラリー、環境にやさしい自動車の展示など
日時 10月13日
（土）10時〜15時
場所 市役所1階 市民ホール
パネル展示参加団体
●エコネットかまがや
●NPO法人環境カウンセラー千葉県協議会
●大津川水質浄化委員会
●鎌ケ谷・大津川を清流にする会
●市放射能対策市民の会
●かわ・水・みどり
●環境カウンセラー（個人）
●京葉ガス（株）
●県生物多様性センター
●習志野健康福祉センター
※パネルは、10月4日（木）
から17日（水）まで
展示します(習志野健康福祉センターは、
鎌ケ谷市民まつり当日のみ展示)
問環境課☎445・1227

お気に入りエコ作品を作ろう！

飼い主のいない猫の不 妊・去勢
手 術費を助成（ 後 期分）
問環境課☎445・1229
飼い主のいない猫による、ふん尿の被害や無責任な餌やりによる近
隣トラブルなどを防ぐため、不妊・去勢手術費を助成します。
対象 市内に生息している飼い主のいない猫について、
次の要件を全て満
たす市内在住の人
●餌やりの管理やふん尿の清掃、トイレの設置などを適正に行っている
●飼い主のいない猫を保 護し、指定された病院で不妊・去勢 手術を受
けさせ、元の場所へ戻せる
●不妊・去勢手術後も適正に飼養管理できる
●近隣の苦情に責任を持って対応できる
助成件数 予算額
（後期分）に達するまで（申込先着順）
その他 猫の頭数・性別を確認の上、
お問い合わせください。後日、現地確
認を行います

不妊・去勢手術指定動物病院
学校自由参観
期間 10月1日
（月）〜5日（金）
希望する場合は、各学校にご連絡ください

学校選択を希望する場合
学務保健室窓口（市役所5階）へ申し出が必要です
受付期間 10月15日
（月）〜31日（水）
※（土）
・
（日）を除く8：30〜17：15
持ち物 印鑑
希望数が受入数以下の場合

学校選択を
希望しない
場合

希望数が受入数以上の場合
抽選を実施

当選

希望する学校に決定

落選

居住地に応じた学校に決定

入学通知書が送付されます（31年1月末）

鎌ケ谷市
●板谷動物病院
●イトウペットクリニック
●みちのべ動物病院 ●ひがしっぽ動物病院
柏市
●京葉動物保護協会動物診療所
船橋市
●くらした動物病院 ●さきがおか動物病院
●中村動物病院
●三咲動物病院

●西原動物病院

飼い主のいない猫について相談に応じます
猫の捕獲方法や生態などについて困っている場合は、獣医師であ
る「飼い主のいない猫適正飼養活動支援事業普及員」が専門的な見
地からアドバイスを行います。相談は次の動物病院または環境課へ
お問い合わせください。
普及員・相談先 ●みちのべ動物病院 院長の永井秀明さん
●ひがしっぽ動物病院 院長の東尾直樹さん

広報

お知らせ 3

平 成 3 0 年（ 2 0 1 8 年 ）1 0 月 1 日 号

11月1日（木）から申し込み受け付けを開始

教育の基礎や生きる力の基礎を培う幼稚園

31年度私立幼稚園児 の
募集
幼児保育課☎445・1363

現在、市内には私立幼稚園が9園あり、それぞれが独自の教育理念のもと個性
あふれる魅力的な幼児教育を行っています。

問

è全ての幼稚園で専任講師による教育活動を実施

幼児期は心身の成長が目覚ましく、知的好奇心などが芽
生える大切な時期です。充実した教育環境の中で、子どもの
笑顔と瞳をさらに輝かせませんか？
10月15日（月）から随時、各幼稚園で願書を配布します。
募集人数や教育内容など詳しくは、各幼稚園へお問い合わ
せください。
対象 3〜5歳児
（25年4月2日〜29年4月1日生まれ）
申し込み 11月1日
（木）から（詳しくは願書をご覧ください）
幼稚園名

住所

電話番号

鎌ケ谷ふじ幼稚園

東道野辺5-1-57

443・4100

かまがや幼稚園

中央1-16-3

443・0929

鎌ケ谷みどり幼稚園

粟野210

443・3951

みちる幼稚園

東中沢3-5-1

443・7878

鎌ケ谷ひかり幼稚園

鎌ケ谷6-7-38

443・5295

鎌ケ谷ふじ第二幼稚園

西道野辺12-25

444・0011

わたなべ幼稚園

東初富5-25-16

444・0550

さつま幼稚園

佐津間893

445・2114

鎌ケ谷さくら幼稚園

丸山2-11-1

445・3246

体操指導や英会話教育などの教育活動を通常
の教育時間内に実施し、より質の高い教育活動を
行っています。また、教育時間外には、体操・サッ
カー・英会話・音楽教室などの充実した課外教室
を実施しているため、子どもの個性を伸ばすため
の選択肢が広がります。

体操指導

è全ての幼稚園でバス通園を実施
自宅から遠距離にある幼稚園であっても、バス
通園を実施しているため、
自宅から遠い幼稚園にも
安全に通うことができます。
è全ての幼稚園で「預かり保育事業」を実施
朝や夕方など、通常の保育時間外でも子どもを
預けることができます。
「 子どもに幼児教育を受けさせ
ながら仕事をしたい」
、
そんな家庭の希望に応えています。

バス通園

è経済的負担を軽減するために、保育料を補助します
市民税所得割額に応じ、
子ども1人につき年間17,000
円〜325,000円の「私立幼稚園就園奨励費」を支給して
います（支給できない場合あり）。

医療機関名

体調が良いときに受けましょう

電話番号

預かり保育

医療機関名

電話番号

秋元病院

446・8100

シルバーケア鎌ケ谷 利

441・2005

アクロスモール新鎌ケ谷クリニック

401・1171

新鎌ケ谷駅前クリニック 予

441・3336

いそのクリニック

498・5500

新鎌ケ谷北口クリニック

401・3376

対象 接種当日に満65歳以上または、
満60〜64歳で身体

飯ケ谷内科クリニック

445・8881

仁愛医院

442・0515

障害者手帳1級の心臓病など内部疾患がある市民
※本人が接種希望の意思を表示できること
期間 12月31日
（月）まで（指定医療機関の休診日を除く）
費用 1,000円
接種回数 1回
方法 健康保険証・身体障害者手帳
（お持ちの場合）などを
持参して指定医療機関（右表参照）で接種
※予診票は指定医療機関に備えてあります
注意 次のいずれかに該当する人は接種できません
●発熱している ●重篤かつ急性の疾患にかかっている
●ワクチンの成分によりアレルギーを起こしたことがある
など
その他 やむを得ない事情により市外での接種を希望する
人は、事前にお問い合わせください
問 健康増進課☎445・1390

石川整形外科クリニック

441・8818

鈴木整形外科 予

445・5020

うらわ整形外科

441・7888

第２北総病院

445・5552

大石内科胃腸科医院

498・5700

東邦鎌谷病院

445・6411

片桐内科医院

446・2000

中川内科胃腸科クリニック 予

498・6661

かのう内科クリニック

446・7122

のむらファミリークリニック

401・3611

かまがや診療所 予

446・3611

初富内科医院

468・8103

鎌ケ谷整形外科・内科

444・2236

初富保健病院

442・0811

鎌ケ谷総合病院

498・8111

原沢外科内科整形外科

443・8226

高齢者インフルエンザ予防接種

くぬぎ山内科医院

047・388・5931

堀江皮膚科医院

445・9888

くぬぎ山ファミリークリニック 利

047・712・1511

まこと医院 利

489・1899

さいきクリニック

439・3929

三田医院

444・7122

さらしな耳鼻咽喉科クリニック

443・3346

みちのべクリニック

446・5957

庄司内科医院

445・9855

道野辺診療所

446・3307

白戸胃腸科外科

445・8001

予：要予約 利：施設利用者のみ

房総の郷土芸能2018 出演者募集

おしゃらく音頭を一緒に踊りませんか？
問 文化・スポーツ課☎445・1528

31年1月26日（土）に佐倉市民音楽ホール
で開催される「房総の郷土芸能2018」に鎌
ケ谷市指定無形文化財おしゃらく踊りととも

定員 40人程度
（多数抽選）
その他 詳しくは、
図書館・学習センター（各公
民館）
・市ホームぺージなどで配布するチラシ

に、おしゃらく踊りをモチーフとした「おしゃ
らく音頭」を発表します。一緒に出演する小・
中学生の皆さんを募集します。
対象 市内在住でおしゃらく音頭を踊ったこと
がある小・中学生（市内出身者は応相談）
※申し込みには、保護者の同意が必要です

をご覧ください
申し込み 指定の申込用紙に記入して、
文化・ス
ポーツ課窓口（市役所5階）へ持参／郵送／Ｅ
メール／ファクスで提出
※Eメール・ファクスで提出する場合は、後日
原本を提出

練習への参加が必要です
日時 ●第１回＝１０月２８日
（日）１５時〜１６時３０分

●第２回（１１月）
・第３回（１２月）＝参加者が決
定後に調整します
※2回以上参加してください
会場 中央公民館 学習室１ 他

おしゃらく音頭

4 情報ひろば・お知らせ

情報ひろば
イベント
手賀沼流域フォーラム
大津川の水辺を知ろう
大津川周辺の植物観察や清掃活動
などを行い、清流化に向けた活動を体
験してみませんか？また、野草を使っ
た遊びを紹介します。
時 10月21日（日）9時30分北部公民
館集合〜12時解散（雨天時は講義の
み開催）
定20人（申込先着順。小学生以下は保
護者同伴）
師 グループ2000（環境に学ぶ）の横
田耕明さん
持タオル・軍手・水筒
服装 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 井上☎080・
6520・3118
親子さつまいも掘り体験教室
〜旬の味覚を体験しよう！〜
内 ●さつまいも掘り体験 ●管理栄
養士による「食育ってなんだろう？」
●調理実習「皆で楽しくさつまいもを
使った料理をつくろう！」
対市内在住の小学生とその保護者
時 11月11日（日）10時西佐津間市民
農園集合〜13時北部公民館解散
※徒歩または自転車で移動します
定20人（多数抽選）
服装 動きやすいもの
注車での来場はできません
申10月15日（月）まで（必着）に、はが
きに参加希望者の住所・氏名（ふりが
な）
・性別・電話番号（日中連絡を取れ
る番号）、子どもの学校名・学年を記入
して農業振興課 ゆ〒273-0195
（結果
は後日、当選者に通知）
問同課☎445・1233

広報
「おもちゃの病院」がやってくる！
ボランティアが壊れたおもちゃを無
料（部品代を除く）で修理します。
時10月20日
（土）
9時30分〜11時30分
所北中沢児童センター
持壊れたおもちゃ・付属品・部品
（電池）
注預かって修理する場合あり
問同センター☎442・2011
親子の体操
対 生後4〜11カ月の子どもとその保
護者
時10月23日（火）10時〜11時
所鎌ケ谷保育園
定15組（申込先着順）
師日本3B体操協会公認指導士の森田
桂子さん
申同園☎441・1924／☎442・0525
第39回鎌ケ谷市中学生弁論大会
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幅
広い視点から物事を鋭く捉え、自分の
主張を発表します。
時10月23日（火）13時45分から
所きらりホール
問指導室☎445・1518
TAG鬼ごっこ
いくつTAG（しっぽ）がとれるかな？
対市内在住の小学生
時11月23日（金）9時福太郎アリーナ
集合〜12時解散
定90人（多数抽選）
申 参加 希望 者の 住 所・氏名（ ふりが
な）
・性別・学校名・学年・電話番号・緊
急連絡先を記入して、10月15日（月）
17時までに市青少年 相談 員連 絡協
議 会 事 務 局( 生 涯 学 習 推 進 課 内 )
ｍsyougaku@city.kamagaya.chiba.jp
※きょうだい・グループで申し込んで
もチームが分かれる場合あり
※4日以内に返信が無い場合はお問
い合わせください
問同課☎498・6101

Eメールを送信

さくらんぼぐみ
対0〜2歳程度
時10月10日・24日の各（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10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10月14日（日）
14時〜14時30分
所図書館東部分館
小学生のためのおはなし会
「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10月13日（土）
15時〜15時30分

中央地区社協のふれあいサロン
〜地域で、ほっとできる場所〜

多言語で楽しむハロウィンイベント
in鎌ケ谷 〜かまっこ集まれ〜
フェイスペイント、ジャック・オ・ラ
ンタン作り、
多言語ゲームで楽しもう！
対小学生以下とその保護者
時10月27日（土）14時〜16時
所鎌ケ谷駅東口前
費100円（保護者は無料）
問（月）
・
（水）
・
（土）
の各9時〜12時・13
時〜16時に市国際交流協会☎442・
1860またはｍmain@kifa.gr.jp

気軽に立ち寄れ、好きな時間帯で利
用できます。子ども連れから高齢者ま
で 、日頃 介 護している人など もリフ
レッシュしませんか？
時 10月2日、11月6日、12月4日、31
年1月8日、2月5日、3月5日の各（火）
10時〜15時
所中央公民館 費 100円
問中央地区社会福祉協議会☎・ｆ442・
5145（留守番電話可）

動物愛護センターの教室・催し
犬のしつけ方教室
時 ① 基 礎 講 座＝10月9日、11月13
日、12月11日の各（火）
②実技講座＝10月24日、11月28日、
12月26日の各（水）
費 ②のみ3,000円（税抜）
成犬・成猫の譲渡会
時10月4日（木）、11月1日（木）、12月
1日（土）
飼い主さがしの会
犬猫が欲しい人とあげたい飼い主
をつなげる場。
時 10月17日、11月21日、12月19日
の各（水）
共通事項
所県動物愛護センター東葛飾支所
（柏市）
申同支所☎04・7191・0050

はやし水湧水まつり
時10月8日
（月）
10時〜15時
（雨天中止）
所囃子水公園
問 囃子水の自然を育てる会 多紀☎090・
6162・5612
第30回千葉盲祭
内 音楽発表、作品展示、農作物・織物
などの販売、マッサージ体験、県立四
街道高校吹奏楽部による演奏など
時10月27日（土）9時10分〜15時
所県立千葉盲学校（四街道市）
問同学校☎043・422・0231／ｆ043・
424・4592

ご存知ですか？ 国民年金の任意加入制度

老齢基礎年金の受給資格確保や将来の受給額を増やしたい人へ
65歳から受けられる老齢基礎年
金は、20〜60歳の40年間、保険料
を納めなければ、満額の年金を受け
られません。国民年金保険料の納め
忘れなどで納付済期間が40年間に
満たない場合は、厚生年金加入中の
人を除き、60〜65歳の間に国民年
金に任意加入し保険料を納めること
で満額に近づけることができます。
なお、老齢基礎年金を受けるため
には厚生年金などを含む保険料の

図書館ボード
絵本の読み聞かせ
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創作教室 ザ・チャレンジ
「ハロウィングッズをつくろう！」
対小学生（保護者同伴であれば5歳から可）
時10月20日（土）13時30分〜14時30分
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10月2日（火）10時から図書館本館へ電話
児童読書週間展示
「闘牛・ピカソ・カステーラ知ってる！？
太陽の国スペイン・ポルトガル」
スペイン、ポルトガルの国についての本や、絵
本・児童文学作品を展示します。また、子どもた
ちに好きな絵を描いてもらい、児童コーナーに
飾ります。
時10月20日（土）〜11月11日（日）
リサイクルブックフェア
図書館で不用になった図書・雑誌を無料で配布
します。
1人につき図書は10冊、
雑誌は12冊まで。
時●図書について＝11月4日（日）
●雑誌について＝11月3日（土）〜4日（日）
(時間はいずれも、9時〜17時)

納付済期間や免除期間などの合計
が10年以上必要となりますが、この
要件を満たしていない場合は、70歳
になるまで任意加入することができ
ます。
また、海外に在住する日本国籍を
持つ人も、国民年金に任意加入するこ
とができます。
問●保険年金課☎445・1209
●市川年金事務所☎047・704・
1177

記載がないものは所図書館本館
問図書館本館☎443・4946

大人チャレンジ「ブックコーティングをかけよう」
大切な本を水や汚れから守るために、ブック
コーティングをしてみませんか？
時11月10日（土）14時〜15時30分
定20人（申込先着順）
持ブックコーティングする本（2冊まで）
申10月3日（水）10時から図書館本館へ電話
シネマトーク付き上映会
映画「プライドと偏見（吹き替え）」
ジェーン・オースティンの小説「自負と偏見」を
美しい田園風景を舞台に映画化したラブストー
リー。18世紀末のイギリス
を舞台に、5人の娘がいる
ベネット家の様子を描く。
時10月27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 10月2日（火）11時から
図書館本館へ電話

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
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

持：持ち物

他：その他

注：注意

申：申し込み

広報

お知らせ・相談
鎌ケ谷都市計画
生産緑地地区の一部変更
生産緑地地区の変更（案）の縦覧を
行います。この変更は、行為の制限の
解除などの理由により、生産緑地地区
の変更（一部廃止）を行うものです。
縦覧期間 10月9日
（火）〜23日（火）
（市役所4階）
縦覧場所 都市政策室窓口
問同室☎445・1422
第4回鎌ケ谷市景観審議会の傍聴
時10月3日（水）14時から
所市役所6階
定5人
申都市政策室☎445・1422

歩行者・自転車は通行できます。
通行止め日時 10月15日
（月）
〜11月9日

（金）の各9時〜17時、11月5日（月）〜
30日（金）の各22時〜翌5時
問●新京成電鉄
（株）
☎047・389・9985
●道路河川整備課☎445・1435
初富駅

建築基準法では、建物の安全性を
確保し、私たちの生命・健康・財産を守
るため、建物の敷地や構造などに関す
るさまざまな基準を定めています。
建物を建てる場合は、建築基準法な
どの 法 令で 定め る 基 準 や 手 続 きを
守って、適正に工事を進め、工事が完
了したときは、その建物が法令に基づ
き安全なものであるか検査を受けま
しょう。
また、建築士に相談するなどして、
建物が法令に適合しているか点検しま
しょう。
問建築住宅課☎445・1466

内 ●里親制度の説明（個別対応可）
●現役里親の体験談
日程 ●10月13日
（土）＝サンロード津
田沼ビル5階 ●11月4日（日）＝オレ
ンジの会酒々井支所、各10時〜12時
申 NPO法人子ども家庭サポートセン
ターちば「オレンジの 会」☎ 0470・
28・4288（当日参加可）
10月15日〜21日は行政相談週間

踏切付近が
車両通行止め
となります

線
成
京
新

東武野
田線

鎌ケ谷
中学校

10月15日〜21日は
違反建築防止週間
公開建築パトロールを実施します

中古DVD販売店

57

コンビニ

まなびぃプラザ

コンビニ

中央消防署

無料公証相談

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、
困っていること、どこに相談すればよ
いのか分からないことなどの相談に
応じます。相談は無料で、秘密は厳守
します。
時毎月第2
（水）10時〜12時
※10月は17日（水）
所市民活動推進課窓口（市役所1階）
問 ●行政相談全般＝千葉行政監視行
政相談センター☎0570・090110
●市役所での行政相談＝市民活動推
進課☎445・1274

行政書士による街頭無料相談会

公証人が公正証書（遺言・契約・会社
の定款）などの作成相談に応じます。
時10月4日
（木）
13時〜16時
（1人30分）
所市民活動推進課窓口（市役所1階）
問 千葉地方法務局市川支局☎047・
339・7701
法の日無料法律相談会

相続・遺言・各種許認可などに関す
る相談に応じます。
時10月6日（土）13時〜15時
所 JR船橋駅北口デッキ広場・南口船
橋フェイス連絡通路、JR津田沼駅自由
通路
問 県 行 政 書 士 会 葛 南 支 部 ☎ 0 47・
339・6671

時10月6日
（土）
13時〜16時
（1人30分）
所県弁護士会松戸支部
問同支部☎047・366・6611

10月11日〜20日は

里親制度説明会

新京成線連続立体交差事業
工事に伴う車両通行止め
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「安全で安心なまちづくり旬間」
問安全対策課☎445・1285
犯罪のない安全で安心なまちづくりの実現に向けて、より強い防犯意
識を持って、被害に遭わないよう気を付けましょう。
電話de詐欺に注意！
市内では1月から8月までの間に、電話de詐欺被害が33件（被害額は
約8，519万円）発生しました。留守番電話機能やナンバーディスプレイ
機能を活用して、不審な電話には出ないようにしましょう。
痴漢や盗撮などが発生！
痴漢や盗撮、女性に対する声掛け事案が発生しています。夜道を一人
で歩く女性が狙われているため、できるだけ人通りの多い道を注意しな
がら歩きましょう。

あ
お
ぼ
し

女性のための防犯ポイント「あおぼーし」
歩きスマホやイヤホンを付けていると周囲の変化に気付か
ないので注意しましょう。
大声を出しましょう。
防犯グッズを活用しましょう。
エレベーター、エスカレーターでは周囲を警戒しましょう。
下着は室内に干しましょう。

10月6日（土）〜11月11日（日） 第4 4回

市民文化祭

問市民文化祭実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1528

発表・展示・参加部門に分かれ、市民の文化・芸術活動を発表
します。素晴らしい発表や見事な作品に触れてみませんか？

展示部門

（ロビー・中央公民館）
場所 きらり鎌ケ谷市民会館

参加部門
行事名
チャリティ茶会
囲碁大会

※準備ができ次第、開催日前にプレオープンする
場合あり

行事名
絵画展
華道展

日程など
10月6日（土）〜11日（木）の10時〜17時（11日は16時まで）
10月13日（土）
・14日（日）の10時〜17時（14日は16時まで）
10月16日（火）
〜21日（日）の10時〜17時（21日は16時まで）
手工芸展
※体験コーナーあり（17日〜20日の10時〜15時）
10月22日（月）
〜28日（日）の10時〜17時
(22日は13時から、28日は16時まで)
書道展
※小学生対象の体験コーナーあり（28日の10時〜12時）
10月29日（月）
〜11月4日（日）の10時〜17時
川柳展 注
(29日は13時から、4日は16時まで)
11月2日（金）
〜4日（日）の10時〜17時
盆栽展
(2日は13時から、4日は16時まで)
11月6日（火）
〜11日（日）の10時〜17時(11日は15時まで)
写真展
注：作品募集中
（10月15日（月）まで）問吉田☎443・4552

発表部門

日程など
10月28日（日）10時〜15時 場所 中央公民館
11月3日（土）9時30分〜16時30分(9時集合)
場所 総合福祉保健センター
申し込み 10月20日
（土）までに中村☎090・1855・4139

場所 きらり鎌ケ谷市民会館

行事名
日程など
芸能発表会
10月14日（日）10時〜16時30分
ハワイアンダンス発表会 10月21日（日）12時30分〜16時30分
民謡大会
10月28日（日）10時〜16時 場所 東部学習センター
11月3日（土）13時〜16時
箏・三絃・尺八演奏会
※箏・尺八の体験コーナーあり（11時〜12時）
市民音楽祭
11月4日（日）13時〜17時15分
11月10日（土）
映画会
アニメ「がんばれスイミー」
「シンデレラ」
（10時〜11時55分）
劇映画「アンダンテ〜稲の旋律〜」
（13時30分〜15時20分）
洋舞発表会
11月11日（日）16時〜18時30分

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！
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情報ひろば

講座・講演

スポーツ

きらりサロン「カラーセラピープチ
体験〜自分と話そうよ〜」

南部シルバーセミナー
「軽スポーツ講座」
ゲーム感覚でできる高齢者向けの
軽スポーツ講座です。
日にち（11月）

内 容

子育てのヒントに気づく親子セミナー
「機中八策
（イライラしない子育て）
」

場 所

開講式、
6 日（火） グラウンド
ゴルフ

中沢みんな
のスポーツ
広場

13日（火） ディスコン

南部公民館

20日（火） ウォーキング

市内
中沢地区

27日（火） 吹矢、閉講式 南部公民館
※時間はいずれも13時30分〜15時30分

対60歳以上で5km程度のウォーキン
グに自信があり、全4回受講できる人
定32人（申込先着順）
費保険料200円
申南部公民館
☎446・3031

第8回市民とのふれあい
グラウンドゴルフ大会
対市内在住で60歳以上の人
時10月17日（水）9時〜13時
所東野少年野球場
定70人（申込先着順）
費保険料など300円
申 出場する本人がシルバー人材 セン
ター窓口へ
問同センター
☎443・4145

自分で画用紙に描いた絵の色や形
から、自分自身でも気付いていない心
の中の気持ちについて考え、自己肯定
感を高めます。
対市内在住・在勤の女性
時11月16日（金）10時〜12時
所中央公民館
定20人
師カラーセラピストの中屋映子さん
保育 1歳以上の未 就学児、先着10人
（11月9日(金）までに要申込）
申氏名・年代・電話番号（保育希望者は
併 せて子ど も の 住 所・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ｆ 401・0892／
ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.
jpまたは☎401・0891
30年度家庭教育セミナー
「子育て＆孫育て三世代の関わり方
マナーブック」
祖父母や親、孫との三世代の関わり
方について、現代の子育て事情を踏ま
えて話します。
対市内在住・在勤の人
時11月8日（木）10時〜12時
所中央公民館
定40人（申込先着順）
師家族カウンセラーの宮本まき子さん
持筆記用具
保育 先着5人
（11月1日（木）までに要
申込）
申同館☎445・2012／窓口

子どもとの対話がスムーズになるポ
イントを八つに整理した、
コミュニケー
ション術
「機中八策」
を紹介します。
対未就学児の親子
時10月26日（金）10時〜11時
所南部公民館
定30人程度
保育 先着10人
他まなびい100対象
申●南児童センター☎438・5040
●南部公民館☎446・3031

上級救命講習
成人・小児・乳児の心肺蘇生法、
AED
の取り扱いなど。
対中学生以上
時10月20日(土)9時〜17時
所消防本部
定20人(申込先着順)
持 筆記用具・昼食、上級救命講習修了
証（再講習の場合）
申中央消防署☎444・3222
問消防本部警防課☎440・8125

時10月26日（金）10時〜12時
所総合福祉保健センター6階
定35人（申込先着順） 費400円
保育 1歳以上の 未 就学児、先着10人
（保険料など200円。要申込）
申友の会鎌ケ谷 永田☎090・1803・
1317
災害ボランティア養成講座
「防災ママカフェinかまがや」
自分と大切な人の命を守る方法を
伝えます。
時10月23日(火)10時〜12時
所総合福祉保健センター6階
師（一社）スマートサバイバープロジェ
クト特別講師のかもんまゆさん
保育 あり(要申込)
他「防災ママブック」を配布します
申10月16日（火）までにボランティア
センター☎442・2940

かもんまゆ さん

●収集します・自己搬入できません＝10月8日(月)
※収集は、その曜日に収集する地域のみ実施

10月の有価 物回収

●松浦幸子さんから道野辺保育
園用備品としてベビーベッドを
（財政室）

▶鎌ケ谷の歴史と自然を訪ねて
渋谷総司資料室はじめ佐津間地区と粟野地区公
園を訪問します。時10月17日
（水）
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200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 遠藤☎444・9043
▶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 10月17日（水）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
▶大人のための秋語り
いろいろな国の昔話や話の素語り。対 中学生以上
時10月13日（土）10時15分から（10時開場）所図
書館本館定50人（当日先着順）問 おはなしのつば
さ 滝本ｆ047・767・7544
▶まいにち英語で話そう会
身近な話題について外国人の先生と話します。
対高
校生以上時10月6日・13日・20日の各
（土）
19時〜
21時 所 東部学習センター定 12人（申込先着順）
申シンプルライフ 西川☎090・7811・7783

家事家計講習 会「大人も子どもも
一緒になってつくる良い生活〜親子
が笑顔で暮らすために〜」

祝日などのごみの収 集・自己搬 入

寄せられた善意

伝言板

平 成 3 0 年（ 2 0 1 8 年 ）1 0 月 1 日 号

●中部小＝10日(水)
●鎌小＝12日(金)
●北部小＝15日(月)

●初小＝1日(月)
●南部小＝4日(木)
●道小＝9日(火)

●五小＝17日(水)
●東部小＝22日(月)
●西部小＝25日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

掲載のきまり
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

催しなど

▶秋の文化行事
ホルンの演奏と南相馬の実状。時 10月27日（土）
13時30分から（13時開場）所 東部学習センター
定100人（当日先着順）問新日本婦人の会鎌ケ谷支
部 久我☎090・5795・2343
▶秋の市民ハイク（ワンデイハイク）
10km（4時間）くらいのハイキング（高尾山方面）。
時10月7日（日）6時5分東武野田線鎌ケ谷駅集合
費交通費約2,500円申 鎌ケ谷ハイキング会 斉藤
☎445・9321
▶入門太極拳体験講座
対未経験者時10月8日〜29日の各（月）10時〜12
時（全4回）所 東初富公民 館 定 5人（申込 先着順）
費 1回 5 0 0 円（ 10月 8 日の み 無 料）申 和太極 拳
サークル 山本☎090・4707・7417
▶アコ研フォークコンサート
時10月13日（土）13時から（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 富永☎090・1428・9536

▶踊りの発表会
時10月8日（月）10時30分から（10時開場）所きら
りホール 定 500人（当日先着順）問 浅 藤会 佐 藤
☎445・3075

会員募集
▶ハッピー健康体操
体のバランスを保つための柔軟体操。対 初心者歓
迎時月3回（水）10時〜11時所北中沢コミュニティ
センター 定 若干名 月 3,0 0 0円 他 無 料体 験 あり
申島﨑☎443・3348
▶バレエサークル パサパ
クラシックバレエの基礎。
対女性時毎週
（火）
10時〜
13時所南部公民館定3・4人入1,000円月2,500
円申風間☎444・2233
▶あひる会
バドミントン。時毎週（水）11時〜13時所 福太郎ア
リーナ定10人月1,000円費保険料年額1,800円
申和田☎080・5530・8812

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
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

持：持ち物

他：その他

注：注意

申：申し込み

広報
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募集

健 康・福 祉ボード

シルバー人材センター会員
対 市内在住で、おおむね60歳以上の
健康で働く意欲がある人
申 同センター窓口で仮受け付けをし
て、毎月第2・4（火）に行われる入会説
明会に出席
問同センター☎443・4145

申 問 宛先の記載のないものは健康増進課

こころの健康講座
内 あなたも、あなたの大切な人もこころがほっと楽に
なる方法
時10月30日（火）9時30分〜11時30分
所総合福祉保健センター3階 定50人
師うつ専門カウンセラーの澤登和夫さん
保育 未就学児、
先着5人
（10月19日
（金）
までに要申込）
申10月26日（金）までに☎445・1405

社会福祉センター文化祭 参加者
日頃の成果を発表しませんか？
対市内在住の人（年齢制限なし）
時①作品展＝11月9日（金）9時〜16
時、10日（土）9時〜15時 ②芸能発
表会＝11月9日（金）10時〜15時
所同センター
他 ●①は、11月5日（月）
・7日（水）
・8
日（木）の各9時〜15時に搬入、12日
（月）
・14日
（水）
の各9時〜16時に搬出
●カラオケ発表会を11月10日（土）9
時30分〜12時に実施。詳しくは広報
かまがや11月1日号に掲載予定
申 10月31日（水）までに同センター
☎444・0121／窓口

「きらり鎌ケ谷体操」でみんな元気に！！
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
栄養士による個別相談
時●10月5日（金）
・16日（火）の各9時〜12時
●10月10日（水）
・29日（月）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

①作品展 募集内容（陶芸作品を除き1人1点）
絵画展

水彩画・油絵
（20号以下で額入り）

写真展

四つ切り・A4判
（額入り）

書道展

半紙・条幅

手工芸展 装飾品・編み物・和洋裁など
詩歌展

色紙・短冊

陶芸展

陶芸作品

ワンコイン！おいしい減塩クッキング
調理でおいしく減塩するこつを伝えます。
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（ひき肉の油揚げ巻きなど）
●汁物の塩分濃度測定
時10月31日（水）10時〜14時
所総合福祉保健センター3階 定20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
保育 未就学児、
先着5人
（10月19日
（金）
までに要申込）
他●まなびぃ100対象
●初めて参加する人に布巾をプレゼントします
申☎445・1546

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

人形用飾り棚
横86㎝、高さ45㎝、奥行き
30㎝、ガラス扉付き。取りに
来られる人に無料で。
問福井☎442・5632

10月のお知らせ

!

主な施設の
休み

法律相談（弁護士在室）注
登記・不動産相談 注

日

時

行政相談 予

17日（水）10時〜12時

住宅増改築修繕相談 予

15日（月）13時〜16時

交通事故相談 予 ※1

19日（金）10時〜15時

行政書士相談 予

25日（木）13時〜16時

人権擁護相談 予

11日（木）13時〜15時

女性のための相談 予
職業紹介
就職相談 予
（39歳以下向け）

場所／問い合わせ

市役所／市民活動推進課
☎445・1274（つながらない場
合は☎445・1141）

心臓ペースメーカー勉強会
内講演「心臓ペースメーカーに関わる話題」、質疑応答
対心臓ペースメーカー装着者・予定者とその家族
時10月21日
（日）
11時〜13時
（9時30分から受け付け）
所船橋市西部公民館3階
費1,000円（付添者は無料）
申9時〜12時に日本心臓ペースメーカー友の会千葉県
支部事務局☎・ｆ043・263・7744
市民公開講座
「がん治療を支える心と体のトータルサポート」
時10月27日（土）13時〜15時
所 国立がん研究センター東病院先端医療開発セン
ター1階（柏市）
定250人
問 同病院オープンキャンパス事務局☎04・7133・
1111
第36回「目の愛護デー」電話無料相談
千葉県眼科医会会員が目の健康についての相談に
応じます。
時10月8日（月）9時〜16時
相談先 ☎043・242・4271
（当日のみ）
問県眼科医会事務局
☎0436・26・5567

日

時

毎週（月）〜（金）９時〜17時

市役所／指導室☎445・1518

心配ごと相談

毎週（水)10時〜14時

心の相談 予

毎週（月）
・
（金）
10時〜15時

福 センター５階／市社会福祉協議
会☎444・6921

酒害相談

①18日（木）13時〜15時30分
②21日（日）18時〜20時30分
③23日（火）18時〜20時30分

①②＝まなびぃプラザ ③＝中央
公民 館／鎌ケ谷断酒新生会（飯
沼方）☎443・2557

25日（木）14時から

福 センター3階／ 習 センター
☎475・5152

9日（火）14時から

習 センター／ 習 センター
☎475・5152

療育相談 予

12日（金）9時30分から

習 センター／ 習 センター
☎475・5153

HIV検査（エイズ）、
梅毒・クラミジア検査、
B型・C型肝炎検査 予 ※3

10月18日、
11月1日の各
（木）
13時〜14時

習 センター／ 習 センター
☎475・5154

精神障がい相談 予

10日（水）９時30分から

知的障がい相談 予

23日（火）９時から

精神保健福祉相談 予

毎週（月）〜（金）
●10時〜12時
●13時〜16時

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷
☎445・1240

23日（火）●13時から
から ●1５時から

市役所／まつど地域サポートステー
ション☎047・703・8301

●1４時

毎週（月）〜（金）
●10時〜12時
●13時〜16時

家庭児童相談

毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

青少年相談（非行関係など） 毎週（月）〜（金）９時〜16時
毎週（月）〜（金）13時〜16時

市役所／消費生活センター
☎445・1246
福 センター２階／家庭児童相談室

☎445・1349
まなびぃプラザ1階／青少年セン
ター☎445・4307
まなびぃプラザ２階／ふれあい談
話室☎445・4953

場所／問い合わせ

就学相談 予

市役所など／男女共同参画室
毎週（水）●9時30分〜12時30分 ☎445・1277（つながらない場
合は☎445・1141）※２
●13時30分〜14時30分

消費生活相談 予

教育相談

相談名など

毎週（火）各13時〜17時
（30日を除く）
15日（月）13時〜15時

内●備蓄食品についての話
●備蓄食品を使った調理実習
時11月19日（月）10時〜12時30分
所総合福祉保健センター3階
定36人
持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾2枚
保育 1歳6カ月以上の未 就学児、
先着5人（11月5日
(月)までに要申込）
申☎445・1546

●北中沢コミュニティセンター＝22日（月） ●社会福祉センター＝毎週（火）、8日(月) ●児
童センター＝下部欄外 ●図書館＝毎週
（月）
（8日を除く）
、
9日
（火）
・31日
（水） ●郷土資料館＝
毎週(月)、
9日（火）

各種相談など（相談は全て無料）
相談名など

食育講座「災害に備える！手軽でおいしい防災
クッキング〜 もしも に備える『常備蓄』〜」

注 ：1日(月)8時30分から予約開始
（先着順） 予：要予約

福 センター：総合福祉保健センター

※2：場所は予約時にお知らせ ※3：HIV検査のみ即日通知

各児童センターの休み

習 センター：習志野健康福祉センター

福 センター４階／サポートネット鎌
ケ谷☎4 43・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）

※1：予約は開催日の2日前まで
●南＝27日
（土） ●くぬぎ山＝5日(金)・7日
（日） ●北中沢＝13日
（土）
・22日
（月） ●粟野＝26日
（金）

広報
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10/21 日

問社会福祉課☎445・1286

地域で活躍しているボランティア団体・福祉関係団体・健康に関わる団体を中
心に、さまざまな体験やスタンプラリー、お菓子・野菜・手作り品の模擬店など、
子どもから高齢者まで楽しめるイベントです。
日時 10月21日
（日）10時〜14時（9時30分からオープニングセレモニー）
場所 総合福祉保健センター・市役所1階
注意 10月20日
（土）17時〜21日（日）15時は、市役所正面および北側駐車場は
利用できません。当日は、公共交通機関でお越しください

各種 体 験

各種 相 談

〇車いす
〇手話
〇音声パソコン
〇脳トレーニング
〇音声訳の基本練習
〇木工工作
〇キッズの歯医者さん体験

〇高齢者・子育て相談
〇医師・薬剤師・栄養士・
歯科医師による相談
〇まちの保健室
〇お口の元気度チェック

ステージ発 表

その 他

〇演奏・合唱
〇ダンス
〇ボランティア
活動の発表

〇福祉健康関係団体の展示
〇手作り品などの模擬店
〇おもちゃの広場
〇軽食・喫茶
〇カミングママのぬり絵コーナー

同日 みんなで歩いて行こう！
開催 第30回 ふれあいラリー
雨天決行
記念すべき第30回目
にぎやかな催し物をお楽しみに！
住んでいる地区の自治会をスタートし
て、
ウォークラリー形式のこま図を頼りに、
福祉健康フェアの会場であるゴールを目指
します。
ゴール会場では、
参加賞と各自治会
有志による軽食・飲み物・農産物販売など
の模擬店が待っています。
秋風を感じなが
ら、
かまがやの街を歩いてみませんか？
スタート 各地区自治会指定の場所
（9時
30分〜11時）
ゴール 市役所正面駐車場
（10時〜13時）
その他 傷害保険に加入
（自己負担なし）
問 各自治会または市自治会連合協議会
事 務 局（ 市 民 活 動 推 進 課 内 ）☎ 4 4 5・
1252

キッズの歯医者さん体験コーナー
白衣を着て、歯医者さんや歯科衛
生士さんになりきって、パパ・ママ・
友達の口の中を観察してみよう。
対象 2歳〜小学生

時間 10時・10時30分・11時・11時

30分・13時・13時30分から
定員 各6人
（申込先着順）
申し込み 健康増進課☎445・1394

31年1月20日（日）開催

「大切な人への手紙」を募集します

第44回 鎌ケ谷新春マラソン大会
問マラソン大会実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1531
参加費 ●小学生＝500円

対象 小学生以上の健康な人

※小・中学生は保護者の同意が必要です
日にち 31年1月20日
（日）
（雨天決行）
受け付け 8時〜9時に福太郎スタジアム
種目・距離 ●親子の部・小学生の部＝2.2㎞
●中学生女子の部＝3㎞
●中学生男子の部・一般の部＝5㎞
●一般の部＝10㎞
※福太郎アリーナ改修工事に伴い、距離を変
更する場合あり
※一 般 の 部 は 、制 限 時 間 75分 、5 ㎞ 地 点に
40分の制限時間を設けます

●中学生＝1,000円
●高校生＝2,000円 ●親子＝2,500円
●一般＝3,000円
※返金不可
定員 2000人
（申込先着順）
申し込み 市役所1階総合案内・福太郎アリーナ・
まなびぃプラザ・学習センター（各公民館）で配
布している募集要項（払込取扱票通信欄）に必
要事項を記入して、11月30日（金）までに参加
費を郵便局で支払う

当日運営ボランティア 同時募集
内容 走路整理・会場内整理・受け付け・手荷

物預け・広報・駐車場整理など
申し込み 11月16日
（金）までにマラソン大会
実行委員会事務局☎445・1531

夜間・休日の急病診療▶ ☎445・2300

二次元コードを読み取ることで接続できます
古紙パルプ配合率70%
再生紙を使用

普段は恥ずかしくて直接伝えられないことも、手
紙にすると素直に伝えることができますよね。この機
会に、時間を作って手紙をしたため、普段伝えられな
い気持ちを手紙に込めてみませんか？
優秀賞受賞者は11月18日（日）に開催するイルミ
ネーション点灯式当日に表彰を行い、ふるさと産品
（3,000円相当）を贈呈します。
応募方法 100〜200字程度の手紙
（1人1点）を、市役
所1階総合案内の横および各児童センターに設置す
る「受付BOX」へ11月2日（金）までに投函（とうか
ん）または、企画政策室窓口（市役所3階）へ持参／
ｍkikakuseisaku@city.kamagaya.chiba.jp
※受付BOX脇にある記入用紙を使用することも可
その他 ●優秀作品は、
広報かまがや・市ホームページ
などで公表します（予定）
●応 募作品の著作権は
市に帰属します
●応募規定・過去の優秀
作品などは市ホームペー
ジでご覧ください
問 企 画 政 策 室☎4 45・
1073

火災などの情報▶ ☎445・5251

市ホームページ

かまがや 安心 eメール

トップページに
接続します。

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。

【下総基地の米軍機使用絶対反対】

防災行政無線内容▶ ☎0800・800・2760
住民基本台帳人口 109,989人（前月比+50）
男 54,455人 女 55,534人
世帯数
49,170世帯（前月比＋71）
〔30.9.1現在〕

