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日

に 行 い ま す ︒︵ 敬 称 略 ︶問 秘書広報課☎445・1080

市 政 功 労 者・善 行 者 の 功 績 を た た え
人 と 団 体 を 表 彰 感謝状は︑ 人と 団体に

月

真宏
︵消防団員︶
信弘
︵消防団員︶
昌和
︵消防団員︶
智則
︵消防団員︶
裕介
︵消防団員︶
昌平
︵消防団員︶

消防功労

尾形
佐藤
鈴木
山口
石原
渋谷

善行表彰

鎌ケ谷市梨業組合
︵寄附︶
有限会社岩井製作所
︵寄附︶
株式会社ノジマ
︵寄附︶
德田訓康
︵寄附︶

感謝状

鮫島 亘
︵元身体障がい者相談員︶
秋谷 久美
︵元生涯学習審議会委員︶
田中 順子
︵元生涯学習審議会委員︶
篠宮 一男
︵元自治会役員︶
京葉瓦斯株式会社
︵寄附︶

長 年 に わ た り 市 政 の 発 展 に 功 績 の あ っ た 人 や ︑市 民 の 模 範 と な る 行 い の あ っ た

人・団 体 の 表 彰 式 を

功労表彰

自治功労

武藤 明
︵自治会役員︶
︵故︶
村田 博
︵元自治会役員︶

依田 ゑみ子
︵自治会役員︶
皆川 志津江
︵統計調査員︶

交通安全功労

漆間 宏子
︵交通指導員︶
皆川 量治郎
︵交通指導員︶

社会福祉功労

︵故︶
佐々木 光三
︵元身体障がい者相談員︶
池田 ケイ子
︵障がい者介護給付費等審査会委員︶
小島 弘子
︵障がい者介護給付費等審査会委員︶
小野 仁彦
︵障がい者介護給付費等審査会委員︶
米良 康史
︵障がい者介護給付費等審査会委員︶
三和 理恵
︵障がい者介護給付費等審査会委員︶
秋葉 聡
︵障がい者介護給付費等審査会委員︶
小田桐 清志
︵民生委員児童委員︶
松丸 光彦
︵保護司︶

学
︵学校歯科医︶
光譽
︵廃棄物減量等推進審議会委員︶
勝
︵廃棄物減量等推進審議会委員︶
亮
︵予防接種医︶
智恵
︵予防接種医︶
雅央
︵予防接種医︶
チエ
︵食生活改善推進員︶
隆子
︵食生活改善推進員︶
民子
︵食生活改善推進員︶

保健衛生功労

皆川
和田
伊藤
三木
丸山
丸山
西村
横井
藤浪

体育功労

栗川 正美
︵体育協会役員︶
大関 道子
︵体育協会役員︶
加納 進
︵体育協会役員︶

アクロスモール 新 鎌 ケ谷と連 携し、
新鎌ケ谷駅周辺の街をイルミネーション
で鮮やかに彩ります。
期間 11月18日（日）〜 31年2月17日
（日）の各16時30分〜24時30分
場所 新鎌ケ谷駅北口駅前広場、
アクロスモール新鎌ケ谷
クリスマスワー
ク
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これ から冬にかけて、
空気が澄んでさらに良い
眺 め を見られます。す て
きな景色を写真に収めま
せんか？
かまがやスカイビュー 富士山フォトコンテスト
最優秀作品

※雨天の場合は、しんかまにぎわい広場でのクリ
スマスマーケットは中止します。また、点灯式
をアクロスモール新鎌ケ谷店内で開催します

軽食を楽し
ンや
め
イ

す
ま

ホット
ワ

イルミネーション点灯式
「大切な人への手紙」表彰式を行います。
時間 16時30分から
場所 アクロスモール新鎌ケ谷 正面階段

4

市役 所の屋上は、市内を一望できるビュースポットです。
屋上からの 景 色をより多くの 皆さんに楽しんでもらうため、屋上
の開放時間を17時45分までに延長します。
天気 が良い日は、きれいな富士山や 筑 波山の 他、夕日に染まる空
に富士山と東 京スカイツリーが並 ぶ 景 色を見られます。また、夜は
ライトアップされた東京スカイツリーや市内の夜景も楽しめます。
延長期間 11月〜31年3月（（土）
・
（日）
・
（祝）
・年末年始を除く）
開放時間 8時30分〜17時45分
問 企画政策室☎4 45・1073

問 企画政策室☎445・1073

ワークショップや飲食物販売を行います。
時間 12時〜18時
（一部16時まで）
場所 アクロスモール新鎌ケ谷店内、
しんかまにぎわい広場

（木）

市役所屋上からの景色をお楽しみください

イルミネーション

クリスマスマーケット

1

3

屋上の開放時間を延長します!

新鎌ケ谷駅前

11月18日
（日）開催

11

34

市庁舎に設置されている免震オイルダンパーについて
市庁 舎の 免 震改修工事に伴い設 置した免 震オイル ダンパーについ
て、国土 交 通 大臣認 定に 適 合していない可能 性 が あることが 判明し
ました 。国 土 交 通 省の見 解 では 、仮に不 適 合な 製 品 が 使 用さ れてい
たとしても 、大きな 地 震に 対して倒 壊 する恐 れ は ないとのことで す
が、市民 の 安 全・安心に万全を期す ため、不安が 完全に払しょくさ れ
るまで、ダンパーの製 造 元に対して早急な対応を求めてまいります。
問 契約管財 課☎4 45・1092
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市の 業 務 について 行 政 評 価を 行 いました

行財政運営❹
行財政運営❹

市役所のさまざまな業務について、行政評価を行い、どのような効果が上がっているのかを毎年振り返
ることで、より良いまちづくりに向けて検討を行っています。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

市の業務体系

問企画政策室☎445・1073

政策の評価
各施策の状況を把握した上で、政策の評価を行いました。また、各施策について優先度を判断し、
「重点的に実施する
施策」を政策ごとに一つずつ選定しました。

市では、下図のように福祉や教
育など１１の政策
（市が目指す方向
や目標）
に基づき、
42の施策
（政策
を達成するための方策）を位置付
け、
その施策に基づき、
約400の事
務事業を各部署で行っています。

11の政策
①③⑦⑧は重点政策

評 価

① 誰もが健康に暮らせる生涯福祉社会をつくります
② 生きがいのある暮らしができる生涯学習社会をつくります
③ 人間性豊かな子どもの育成環境をつくります

11の政策

42の施策

各部署で行う約４００の事務事業

今後の方向性
成果 コスト

重点的に実施する施策

一部未達成

向上

増加

健やかに子どもが育つ児童福祉の推進

未達成

向上

増加

生涯スポーツ・レクリエーションの振興

一部未達成

向上

増加

生きる力を育てる義務教育の充実

④ 個人が尊重しあう多様な市民交流をつくります

一部未達成

向上

維持

個性豊かなコミュニティづくり

⑤ 人と自然にやさしい地域社会をつくります

一部未達成

向上

維持

環境保全の促進

⑥ 快適な暮らしの環境をつくります

一部未達成

向上

増加

うるおいある河川・水路の整備

⑦ 安全に暮らせる社会システムをつくります

おおむね達成

向上

維持

防災対策の強化

⑧ 魅力あふれるまちづくりを進めます

おおむね達成

向上

増加

広域交流拠点の整備

⑨ 都市活動を支える交通網整備を進めます

一部未達成

向上

増加

安全でゆとりある道路の整備

⑩ 活力ある産業を育成します

一部未達成

向上

増加

活力ある工業の育成

⑪ 計画の実現のために

一部未達成

向上

維持

効率的で健全な行財政運営の推進

市の重点政策（①③⑦⑧）の成果目標値

事務事業の評価
施策ごとの「めざす姿」を実現するために取り組 んでいる約
400の事務事業の評価結果をお知らせします。
評価区分

事務事業数

備考

終了
廃止
休止
縮小
改善
精査・検証
拡充

16
9
1
7
3
321
51

事業が完了したので終了
事業を廃止
一旦事業を休止するが、将来事業を再開
事業規模を縮小
事業実施方法などについて改善した上、継続
業務手法などについて精査・検証の上、継続
重点的に資源を配分し、規模を拡大

行財政改革の実績は
どうなっているの？

「政策評価」は、
「 後期基本計画」で掲げた約90の「成果目標値」の達成状況か
ら評価結果を決定しました。
一例として、市の四つの重点政策の成果目標値の一部結果をお知らせします。
政策
指標名
設定時(20年度) 目標 (32 年度 )※2 実績(29年度)
① 保育所待機児童数
63人
0人
0人
特別支援教育推進指導教員
③
10人
17人
14人
※1
配置数
（ほほえみ先生）
1,334人
11,523人
⑦ 防災訓練参加延べ人数
10,300人
（１日当たり）
82,823人
101,206人
⑧ 新鎌ケ谷駅乗降客数
100,000人

※1：通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒に対し教育的支援を行う先生
※2：32年度目標は後期基本計画策定時に定めた数値です

市では、
28年度から32年度までの5年間を計画期間とする
「みんなで考え、
実行する 鎌ケ谷市行財政改革推進プラン」
を進めています。
29年度の実績は次のとおりです。

29年度の数値目標に対する達成状況
項目
生み出した財源
（行財政改革効果額）
通常の収入の中で通常の支出を
賄う割合(経常収支比率）
貯金（財政調整基金残高）
国の定める財政の健全度基準
(財政健全化判断比率）

目標

実績

状況

約6,470万円

約3億5,900万円

達成

95％未満

94.9％

達成

18億円以上

約22億1,900万円

達成

早期健全化基準未満

早期健全化基準未満

達成

行財政改革効果額
実績の主な内訳

項目
市税の収納率向上
国民健康保険料の収納率向上
保育料の収納率向上

効果額
約 3 億1,400万円
約 1,380 万円
約 1,100 万円

経常収支比率は95％未満の目標を達成していますが、
27年度の91.2％に対
し、
29年度は94.9％と3.7ポイント上昇、
28年度から0.1ポイント上昇している
ことから、
健全な財政運営を維持していくため、
今後も注視する必要があります。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間
11月12日〜25日は
殴る、蹴るの他、次のようなものも「暴力」に含まれます

問男女共同参画室☎445・1277

●大声で怒鳴る ●交 友関係を制限する ●勝手に相手の電話・Eメールをチェックする ●生活費を渡さない
●外で働くことを禁止する ●性的行為を強要する ●物を投げ付ける ●GPSなどで監視し続ける など
「 自 分 が 悪 か った 」
「 自 分さえ我 慢
す れ ば…」と考えることで、繰り返した
り、
抜け出せなくなったりすることがあ
ります。
「つらい」
「 何かお かしい」と感じた
ら、一人で 悩み を抱え 込まず、まずは
ご相談ください。
安心した
生活を送れるように、
問題
解決までの方法を一緒に
考 え ま す 。な お 、相 談 内
容の秘密は厳守します。

相談窓口
男女共同参画室☎445・1277
女性のための相談
相談日時 毎週
（水）
9時30分〜14時20分
（1人50分程度）
申し込み 男女共同参画室☎445・1277
県女性サポートセンター ☎ 043・206・8002（24 時間365日
対応）
NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと☎043・251・8500
（
（月）
〜
（金）の各9時〜21時、
（土）の9時〜17時） ※時間外の緊急
対応も可

身に危険が迫っているときは☎110番または警察署へ

「納税通知書送付用封筒」に
掲載する広告の募集
31年4月〜6月に発送する固定資産
税、
市・県民税、
軽自動車税の納税通知書用
封筒の裏面に広告を掲載しませんか？
募集枠 1枠 掲載料 85,000円以上
発送予定数 85,000通
申し込み 12月7日
（金）
までに広告掲出申
込書、広告原 稿（案）、企業 概要（パンフ
レ ットな ど ）を 課 税 課 窓 口（ 市 役 所2
階）
／ゆ〒273-0195
その他 詳しくは市ホームページをご覧く
ださい
問課税課☎445・1096
印刷色
2色
（青・赤）

封筒（表）
納税通知書在中

パープルリボンツリーに
飾り付けをしませんか？

女性に対する暴力根絶運動のシンボルである「パープルリボン」。男女共
同参画推進センターのツリーにリボンを飾り付けて、この問題について考
えてみませんか？詳しくは同センターホームページをご覧ください。

広告枠
18cm

6cm

（裏）

広告原稿
文字または図
（写真不可）

広報
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給認定」を
事前に「支 あります
要が
受ける必

保育園などの利用申し込み を受け付けます

31年度

公立保育園

問 幼児保育課☎445・1363

支給認定の対象者
次のいずれかの条件に該当する人。
●1日4時間以上かつ月15日以上の労働をしている
●介護・看護・就学している
●妊娠中である、または出産後間もない
●疾病・負傷、心身の障がいにより家庭保育が困難である
●求職活動を継続的に行っている
●災害復旧、虐待・ＤＶにより家庭保育が困難である

保育園名

住所

道野辺保育園
南初富保育園
粟野保育園
鎌ケ谷保育園

道野辺中央5-7-10
東初富2-6-50
粟野740-1
鎌ケ谷6-8-26
初富82-1

ふじのこ保育園
りすのこ園
（ふじのこ保育園分園）

受け入れ年齢

電話番号
444・1885
443・2093

生後57日〜５歳児

443・1096
442・0525

生後３カ月〜5歳児

402・3811
443・3740

生後６カ月〜２歳児

おおぞら保育園
まるやま保育園
鎌ケ谷ピコレール保育園

初富354-1
丸山2-11-28
新鎌ケ谷1-13-3

441・9810
441・7070
445・5270

生後６カ月〜５歳児

申し込み方法

グローバルキッズ鎌ケ谷園

富岡1-1-1ショッピングプラザ
鎌ケ谷別棟

446・8833

生後57日〜5歳児

11月12日（月）から幼児保育課窓口（総合福祉保健センター2
階）で配布する申込書に記入して、12月27日（木）までに同課窓口
へ提出してください。
※申込書の郵送は行いません
※入園中の子どもに対しては、各保育園などを通じて継続利用の
確認をします
※他市町村の保育園を希望する場合、
希望先の市町村に締切日を確
認して、
その10日前までに鎌ケ谷市幼児保育課に申し込んでください

たかし保育園新鎌ケ谷
たかし保育園鎌ケ谷大仏
K’s garden鎌ケ谷保育園
あっとほーむママ・ほしのこ
あっとほーむママ・にじのこ
みちるkids園
初富スマイルキッズ
ふたば園
くるみ園
えんぜるナーサリー初富
あい・あい保育園 新鎌ケ谷園

初富919-15
鎌ケ谷5-8-55
東道野辺2-1-1NTT鎌ケ谷ビル１階
道野辺本町1-4-27
新鎌ケ谷3-1-19
新鎌ケ谷1-11-20-102
中央1-1-34
新鎌ケ谷1-10-29
道野辺本町1-4-34
中央1-3-20

スクルドエンジェル保育園
新鎌ケ谷園

新鎌ケ谷1-16-10
新鎌ケ谷駅前ビル2階

私立保育園

道野辺本町2-1-28
カーラシティ弐番館2階

選考（利用調整）と結果通知
「保育の必要性」
を点数化し、
希望園に空きがあれば、
点数の高い人
から入園が内定します。
結果は2月下旬までに保護者へ通知します。

駅チカあっとほーむ

12月8日
（土）
9時〜16時に休日受け付けを行います

436・8118
404・1140
404・9166
404・8644
440・8245
443・5015
498・7707
404・4021
441・0057
441・7666
402・2247

新鎌ケ谷1-10-5

生後６カ月〜５歳児

生後６カ月〜２歳児

生後３カ月〜２歳児

468・8282
生後57日〜２歳児

スクルドエンジェル保育園
鎌ケ谷1-5付近 ビル3階
鎌ケ谷大仏園(31年4月開園予定) （建設中）

03・6273・2760

秋の全国火災予防運動11月9日（金）〜15日（木）

第39回「火災予防ポスター展」入賞作品決定

忘れてない？ サイフにスマホに火の確認

問 消防本部予防課☎444・3273

優秀賞

優秀賞

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント 〜三つの習慣・四つの対策〜
三つの習慣

市内の小・中学生から662点の応募があり、
審査の結果、
次のとおり入賞作品が選ばれ
ました（敬称略）。入賞作品52点は、11月8日（木）17時〜15日（木）の間、イオン鎌ケ谷
ショッピングセンター2階に展示します。
問消防本部予防課☎444・3273

四つの対策

（一社）千葉県危険物安全協会
連合会長表彰
宮本琉（鎌ケ谷小3年）

○寝たばこは絶対にしない
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を
設置する
○寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐため
に、防炎品を使用する
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火
器などを設置する
○高齢者や身体の不自由な人を守るために、
隣近 所の協力体制（共助）
をつくる

（一社）千葉県消防設備協会長表彰
杉浦陸斗（第二中1年）

消防広場
内容 ●消火器の取り扱い ●煙体験

金賞

●三浦千優
（東部小5年） ●石橋花凛
（東部小6年） ●浅海恋司
（南部小4年）
●高木心汰
（北部小4年） ●齋藤嶺
（西部小1年） ●福田妃希
（中部小3年）
●竹下由菜
（中部小6年） ●草野瑠希
（初富小6年） ●佐藤晴海
（道野辺小2年）
●北原花恋
（五本松小4年）●笹山奈々花
（第五中2年）

●子ども消防隊に変身して記念撮影
●鎌ケ谷ファイアーフレンズ（音楽
隊）の演奏 など
日時 11月10日
（土）9時30分〜13時
（雨天中止）
場所 イオン鎌ケ谷ショッピングセンター
南側駐輪場（市役所側）

クイズに答えると、懐中電灯や
アルミブランケット、ホイッスルなど
が入った防災グッズ「エマージェン
シーボトル」がもらえます
（1家族1個で先着150個）

市営住宅の入居者募集
入居資格 次の要件を全て満たす人

住宅名

所在

階数

間取り（畳）

募集
戸数

家賃

備考

●市内に住所または勤務場所を有する
鎌ケ谷
鎌ケ谷
1 万 1,100 円〜
２階 6/4.5/3/DK ２戸
単身入居可※
6-8-29
市営住宅
2 万 1,800 円
●現に同居している、または同居しようとする
長谷津
中央
1 万 1,700 円〜
親族がいる
１階 6/4.5/3/DK １戸
単身入居可※
市営住宅Ｆ棟 2-22-6
2 万 2,900 円
●現に住宅に困窮している
長谷津
中央
1 万 6,700 円〜
１階 6/6/4.5/DK １戸
老人世帯向け※
市営住宅Ｄ棟 2-22-4
3 万 2,800 円
●連帯保証人がいる
粟野
粟野
2 万2,400 円〜
●申し込む本人および同居しようとする親族が
４階
6/6/6/DK １戸
市営住宅１号棟 562-3
4 万 4,000 円
暴力団員でない
初富
南初富
2 万 1,900 円〜 身体障がい者
１階 6/6/4.5/DK １戸
●収入基準以内である
市営住宅
4-17-60
4 万 3,000 円
世帯向け※
入居時期 31年2月下旬
（予定）
※：
「単身入居」
「老人世帯向け」
「身体障がい者世帯向け」の入居資格は、
募集内容 右表参照
他と異なる条件があります。詳しくは募集案内をご覧ください

募集案内配布・
申し込み受け付け
11月2日（金）〜15日（木）
（最終日は12時まで）
に、
建築
住宅課窓口
（市役所４階）
で。
その他 応募多数の場合は、
鎌
ケ谷市市営住宅入居者選考
委員会の意見を聞いた上で
入居者を決定します
問建築住宅課☎445・1472

4 情報ひろば・お知らせ

情報ひろば
お知らせ・相談
第57回鎌ケ谷市都市計画審議会
の傍聴
時11月7日（水）14時から
所市役所6階
定5人
申都市政策室☎445・1422
戦没者追悼式
先の大戦で犠牲になられた方々に
哀悼の誠をささげ、その尊い犠牲を無
にすることがないよう、世界の恒久平
和を願い、挙行します。誰でも参列で
きます（平服可）。
時 11月21日（水）13時30分〜14時
30分（13時開場）
所総合福祉保健センター6階
問社会福祉課☎445・1286

広報
裁判員制度
〜名簿記載通知を発送します〜
31年の裁判員候補者名簿に登録さ
れた人には、11月中旬に名簿に登録さ
れたことの通知（名簿記載通知）を送
ります。
問千葉地方裁判所☎043・333・5238
30年分 年末調整説明会

日にち

場 所

11／6（火）

松戸市民会館

11／7（水）

流山市文化会館

11／8（木）

鎌ケ谷市
総合福祉保健センター

※時間はいずれも13時15分〜16時（12
時45分開場）

注公共交通機関などでお越しください
問松戸税務署法人課税第2部門☎047・
363・1171
標準営業約款制度「Ｓマーク」を
ご存じですか？

12月10日（月）〜19日（水）は
図書館全館を休館します
蔵書点検とシステム更新のため、分
館を含め全ての図書館を12月10日
（月）〜19日（水）の間、休館します。
図書館ホームページの閲覧について
休館期間中は、本の検索や予約を行
うインターネットサービスを含め、図
書館ホームページの閲覧ができませ
ん。なお、閲覧停止期間は前後するこ
とがあります。この 期 間は市ホーム
ページでお知らせします。
休館期間に本を返却する場合
図書館本館の返却ポストをご利用
ください。
問図書館本館☎443・4946
自動車税の納付はお済みですか？
自動車税の未納額の縮減のため、
10月から翌年5月までを滞納整理強
化期間とし、給与・預金・自動車などの
差し押さえを一層強化しています。未
納の場合は、至急納付してください。
問●県松戸県税事務所☎047・361・
2193 ●県 税務課☎ 043・223・
2127

厚生 労 働 大 臣 が 認 可した 約 款に
従って営業する理容店・美容店・クリー
ニング店・麺類飲食店・一般飲食店で
は、店頭にＳマークを掲げています。
登録店は、安全・清潔・
安心を約束する店です。
問（公財）千葉県生活衛生
営業指導センター
☎043・307・8272

借金問題・出会い系サイト・金融商
品などの消費者問題の相談に応じま
す。次の６市に在住の人なら、どの会場
でも相談できます。
日にち

11/12（月）
11/13（火）
11/14（水）
11/15（木）
11/17（土）

場 所
予約先（各市消費生活センター）
我孫子市消費生活センター
☎04・7185・1469
松戸市教育委員会6階
☎047・366・7329
流山市消費生活センター
☎04・7158・0999
野田市役所1階
☎04・7123・1084
鎌ケ谷市役所1階
☎445・1240
柏市消費生活センター
☎04・7163・5853

※時 間 は いず れも10 時 〜16 時 のうち
1件1時間

定各12人
申11月2日（金）以降に予約先へ電話

11月〜12月は
「労働保険適用促進強化期間」
農林水産業の使用労働者5人未満
の個人事業を除き、労働者を1人でも
使用する事業主は、労働保険に加入す
る必要があります。未加入事業の事業
主は至急、手続きをしてください。
問 ●千葉 労働局労働 保 険 徴収 課
☎043・221・4317 ●ハローワーク
船橋☎431・8287（21＃）
全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間
人権擁護委員が相談に応じます。
時 11月12日（月）〜16日（金）の各8
時30分〜19時、17日（土）
・18日（日）
の各10時〜17時
相談先 ☎0570・070・810
問県人権擁護委員連合会事務局
（千葉
地方法務局内）☎043・247・3555

申し込み 10時〜21時に、
まなびぃプラザ
☎446・1111／窓口または ｍ syogaisuisin
@city.kamagaya.chiba.jp

その他 ●まなびぃ100対象

●Windows10、Of f 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
注意 車での来館はご遠慮ください

税を考える週間における
税の無料相談会
時11月13日（火）10時〜15時
所アクロスモール新鎌ケ谷2階
相談員 県税理士会松戸支部所属税理士
問同支部☎047・366・2174

児童相談所全国共通3桁ダイヤル☎189
保護者が「しつけ」のつもりでも、子どもの身体や心を傷つけ、子ども
の健やかな成長に悪影響を与えるものであれば、虐待となります。

子育て中の人へ
子育ての不安や辛さを１人で抱え込んでいませんか？こども総合相談
室では、困っていることや子育ての方法について一緒に考え、必要なサー
ビスや適切な相談機関をご案内します。

地域の皆さんへ
「虐待かも？」と疑問に思ったら、ためらわずすぐにご連絡ください。連
絡をした人の秘密は守られ、通告が誤りであったとしても責任を問われ
ることはありません。

相談・連絡先
●こども総合相談室☎445・1328
●市川児童相談所☎047・370・1077
●こども家庭110番（24時間365日対応）
☎043・252・1152

緊急時は迷わず
110番へ

問こども総合相談室☎445・1328

11月は動物による危害防止対策強化月間
次のことに注意して、動物による事故や迷惑を防止しましょう。
●飼い犬が人をかんだ時は保健所へ

●特定動物（ヘビ・サルなど）を飼う場

届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑い

合は、あらかじめ保健所長の許可が

がないかどうか獣医師の検診を受

必要です

けさせることが必要です

講師 まなびぃパソコン普及会

耐震診断と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 11月24日（土）10時〜15時（1件
40分程度）
所くぬぎ山コミュニティセンター
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 11月12日（月）までに建築住宅課
窓口（市役所4階）／☎445・1466／
ｍsidou@city.kamagaya.chiba.jp

未来へと命を繋ぐ189（いちはやく）

●ペットがいなくなったらすぐ探し、

●犬を飼う場合、登録と年１回の狂犬
Eメール

木造住宅の無料耐震診断・相談会

11月は児童虐待防止推進月間

厚生労働大臣認可

まなびぃプラザ パソコン講座

インターネット講座 ※申込番号 13
内容 検索・調査・Webデータ活用
対象 市内在住・在勤・在学の18歳
以上で簡単な文字入力とマウス操
作ができる人
日時 11月15日
（木）
・16日（金）の
各13時30分〜16時30分（全2回）
場所 まなびぃプラザ3階 研修室2
定員 26人
（申込先着順）
費用 1,000円
（返金不可）

弁護士による消費者問題無料相談会

11/10（土）

源泉徴収義務者を対象に、年末調整
の 事 務 手 続きや 法 定 調 書 の 提 出 方
法、消費税の軽減税率制度などについ
て説明します。

平 成 3 0 年（ 2 0 1 8 年 ）11 月 1 日 号

病予防接種は、法律に定められた

保健所、警察、動物愛護センターに
電話などで届け出ましょう

飼い主の義務です。事故を起こさな

●動物は責任をもって最後まで面倒

いようなしつけを行い、来訪者の届

をみましょう。やむを得ない事情で

かない場所で飼いましょう。また、

飼えなくなった場合は新しい飼い

公園などを含め、犬の放し飼いは禁

主を探してください。保健所・愛護

止されています

センターもお手伝いします

●猫は屋内で飼いましょう

問●県習志野健康福祉センター

●飼い主のいない猫の世話は、猫が増

☎475・5151

えないよう考慮し、過度の触れ合い

●県動物愛護センター

でかまれたりしないよう注意しま

☎0476・93・5711

しょう

●県動物愛護センター東葛飾支所

●犬猫合わせて10頭以上飼う場合、

☎04・7191・0050

保健所への届け出が必要です

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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平 成 3 0 年（ 2 0 1 8 年 ）11 月 1 日 号

イベント

PTNA PIANOステップ
鎌ケ谷ポピュラー地区

ニュージーランドを英語で学ぼう！
〜ALTと英語に触れよう〜
姉妹都市であるワカタネの紹介や、
外国語指導助手（ALT）によるニュー
ジーランドの紹介を英語で行います。
対中学生〜大学生
時11月18日（日）14時〜15時30分
所かまがやワールドプラザ
定12人（申込先着順）
申 氏名（ふりがな）
・電話番号を記入し
て同プラザｆ442・1851／ｍkama
gaya.tabunka@bz04.plala.or.jp
または☎442・1850
ぶらり鎌ケ谷
「南鎌ケ谷の歴史と自然景観を感じ、
豪雨時の避難について考える」
一緒にまちを歩き、災害時の避 難
ルートを考えましょう。体育館での避
難所ミニ体験もあります。
時11月24日（土）9時道野辺小学校集
合〜13時（荒天中止）
定20人（申込先着順）
費100円
持弁当・飲み物、上履き・雨着など
服装 歩きやすいもの
申 11月17日（土）までに鎌ケ谷災害
救援ボランティアネットワーク 小林
☎047・386・1383（留守番電話の
場合は、
住所・氏名・電話番号を要録音）
秋〜冬 森の体験会1
「竹の間伐 ボランティア」
森や田畑を侵食する竹を間伐しま
す。希望者は、間伐した竹を持ち帰れ
ます。
時 11月10日（土）9時30分市制記念
公園入口集合〜12時
定20人
（申込先着順）
持軍手・タオル
服装 作業ができるもの
申粟野の森の会 小出☎090・6309・
4379

ピアノの発表会。
時12月22日（土）10時〜20時
所きらりホール
定540人（当日先着順）
問 P T N A 鎌 ケ 谷 ポピュラーステ ー
ション 齊藤☎441・8555
鎌ケ谷WAKU×WAKU
ワールドフェス
世界の音楽、伝統舞踊と料理が勢ぞ
ろい！みんなで世界の空気を感じてみ
ませんか？
時11月10日（土）11時〜16時
所しんかまにぎわい広場
問（一社）鎌ケ谷青年会議所 佐々木
☎080・5049・3425

対市内在住で60歳以上の人
時 11月10 日（ 土 ）、31年1月13日
（日）、3月17日（日）の各9時30分〜
12時
所社会福祉センター
定30人（申込先着順）
申 各実施月の１日（1月は4日（金））以
降に本人が社会福祉センター窓口へ
問同センター☎444・0121
つくしバザー
時11月21日（水）10時〜12時
所 県立つくし特別支援学校（松戸市）
問（土）
・
（日）を除く9時〜13時30分
に同バザー実行委員会☎047・394・
6055

内 インディアカ、シャッフルボード、ト
ランポリン、卓球、バドミントン、バッ
ゴー、オーバルボールなど
時 11月17日（土）13時30分〜16時
（13時から受け付け）
所福太郎アリーナ
持飲み物・室内履き
問文化・スポーツ課☎445・1531
親子ドッジボール
対 市内在住・在勤・在学の保護者とそ
の子ども
時11月18日（日）9時30分〜11時30
分（9時から受け付け）
所鎌ケ谷小学校体育館
持室内用運動靴・飲み物
問文化・スポーツ課☎445・1531

スポーツ

友和園祭
内模擬店、手作り品販売（手芸品・紙す
き製品など）、ゲーム、ソーラン踊りの
発表など
時11月10日（土）11時〜15時
所福祉作業所友和園
問同園☎445・7777
すまいる祭り
12月3日〜9日は障害者週間
障がい者福祉について理解を深め
るために、障がいがある人もない人も
一緒に楽しめるイベントを開催しま
す。かまたん、であふ、チーバくんも遊
びに来ます。
内 手作り品・食品の販売、ダンス・歌・
ハーモニカなどの発表、サンドアート
パフォーマンスと体験会、ビンゴ大会
時12月1日（土）12時〜15時40分
所総合福祉保健センター6階
問市社会福祉協議会☎444・2231／
ｆ446・4545

秋の市民大会
チャリティーダンスパーティー
ミキシング・トライアル、サークル発
表の他、お楽しみ抽選会もあります。
時11月3日（土）12時〜16時
所福太郎アリーナ
定300人（当日先着順）
費500円（当日持参）
問市ダンススポーツ協会 石井☎４46・
1273
グラウンドゴルフ初心者講習会
対市内在住・在勤・在学の人
時11月11日（日）9時30分〜12時（9
時から受け付け。小雨中止）
所道野辺小学校グラウンド
持飲み物
服装 動きやすいもの
注車での来場はご遠慮ください
問文化・スポーツ課☎445・1531

市民バスケットボール大会
対市内在住・在勤・在学の17歳以上の
人で編成された、審 判（2人）
・オフィ
シャル（3人）ができるチーム（男女混
成チームでの出場は不可）
時12月23日（日）9時から
所福太郎アリーナ
費1チーム5,000円
（当日持参）
申 申 込 用 紙に記 入して 、11月10日
（土）まで（必着）に、吉田昭ゆ〒2730115東道野辺4-9-19（申込用紙は
文化・スポーツ課 ｍ spor t s@cit y.
kamagaya.chiba.jpに請求）
問9時 〜21時 に 同 大 会 実 行 委員 会
吉田☎090・3690・0901
大堀川ウォーキング＆ポールウォー
キング体験会〜大堀川を自由散策！〜
時11月10日（土）9時〜9時30分に流
山おおたかの森駅コンコースを随時ス
タート、12時最終ゴール（荒天中止）
他ポールの貸し出しあり（要申込）
問文化・スポーツ課☎445・1531

第13回 鎌フィル・鎌吹とその仲間
たちによるアンサンブルコンサート
時11月23日（金）14時から（13時30
分開場）
所東部学習センター
定200人（当日先着順）
問鎌ケ谷吹奏楽団 荒井☎050・5247・
7580

みんなのスポーツDay

社会福祉センター カラオケ発表会

砂で絵を描く「サンドアート」の
体験もできます

図書館ボード

寄せられた
善意

●株式会社ノジマから地域社会や
地球環境保全のために省エネ製品
10点を
（財政室）

記載がないものは所図書館本館
問図書館本館☎443・4946

図書館のクリスマス会

絵本の読み聞かせ

小学生のためのおはなし会

絵本の読み聞かせやエプロンシアター・パネル
シアター・人形劇など楽しい出し物がいっぱい。
サンタクロースやかまたんも遊びに来るよ！
対小学生以下の親子
時12月6日（木）
●3歳まで=11時〜11時30分
●4歳〜小学生=15時〜16時
定各30組
持利用者カード
他 利用者カードは、住所が確認できるもの（保険
証・運転免許証など）があれば当日に発行可
申11月1日（木）11時以降に図書館本館へ電話

さくらんぼぐみ
対0〜2歳程度
時11月14日（水）
・28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11月4日（日）14時〜14時30分
いちごぐみ
対小学校低学年以下
時11月11日（日）14時〜14時30分
所図書館東部分館

「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11月10日（土）15時〜15時30分
創作教室ザ・チャレンジ
「クリスマスかざりをつくろう！」
対小学生（保護者同伴であれば5歳から可）
時11月17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11月1日（木）10時以降に
図書館本館へ電話

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！

6 情報ひろば・伝言板

情報ひろば
講座・講演
環境講座「親子で楽しむガーデニン
グ！クリスマスやお正月を演出しよ
う 〜おしゃれ だけど eco〜」
親子でできる簡単なミニガーデニ
ング講座です。寄せ植えや、身近な材
料を使った飾り付けで、クリスマスや
正月を楽しみましょう。
対市内在住・在勤・在学の保護者
（1人）
と子ども
時11月17日
（土）
13時30分〜15時
所市役所地下
定10組（申込先着順）
師グリーンアドバイザーの平田純一さん
持軍手・筆記用具
服装 汚れてもよいもの
他●実習で作った寄せ植え（１組１個）
をプレゼント
●まなびぃ100対象
申環境課☎445・1227

自分だけの飾り付けをしましょう！

犬の正しい飼い方・しつけ方教室
基礎講座
内 犬のしつけ方の講義やモデル犬に
よる実演など
時 11月27日（火）13時30分〜15時
30分（13時から受け付け）
所市役所地下 定20人（申込先着順）
注飼い犬の同伴不可
申●習志野健康福祉センター☎475・
5154
●市環境課☎445・1229
講座「少年と非行問題」
青少年の非行などの問題行動につ
いて、最近の傾向とその対応について
考えてみませんか？
時 11月13日（火）10時50分〜11時
50分
所きらりホール
師千葉保護観察所長の原沢和茂さん
問社会福祉課☎445・1286

広報

北部シルバーカレッジ公開講座
「伝統芸能『浪曲』を生で見て、聴い
て、親しんでみませんか？」
演目 ●清水次郎長伝 石松三十石船

●地べたの二人おかず交換
時 11月17日（土）13時30分〜15時
30分（13時開場）
所北部公民館
定50人（申込先着順）
演者 浪曲師の玉川太福さん
他まなびぃ100対象
申同館☎446・1076

玉川 太福さん

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ
心肺蘇生法、AEDの取り扱いなど
対中学生以上
時11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）
申中央消防署☎444・3222
問消防本部警防課☎440・8125

4日間で創業計画を作る創業スクール
創業に関するノウハウの取得や創業
プランの作成を行います。特定創業支
援事業の対象事業です。
対創業予定がある、または創業して間
もない人
時31年1月12日・19日・26日、2月2
日の各（土）10時〜16時（全4回）
所蘇我コミュニティセンター（千葉市）
定30人（申込先着順）
申 県信用保証協会ホームページ予約
フォームまたは同協会☎047・311・
5001

伝言板

平 成 3 0 年（ 2 0 1 8 年 ）11 月 1 日 号

講演会「認知症と認知症予備軍の早
期診断・早期対応」
時11月25日（日）13時〜16時
所東部学習センター
定200人（当日先着順）
師 津田沼中央総合病院副医院長の砂
田荘一さん
問 鎌 ケ 谷スマートエイジング 村 井
☎090・7819・7861
子育てセミナー
「イライラしない育児の
コツ 〜気持ちの余裕どうすれば〜」
講話とグループディスカッションを
行います。
対子育て中の親
時11月17日（土）10時30分〜12時
所東部学習センター
定30人（申込先着順）
費200円
保育 あり
（要申込）
申家庭倫理の会鎌ケ谷市 高橋☎080・
1185・5073

募集
鎌ケ谷総合病院運営協議会委員
協定事項の進行管理や、市民の意見
などを、地域医療の中核を担う鎌ケ谷
総合病院の運営に反映させることを
目的に、同病院と市が共同で運営する
本協議会の委員を募集します。
対市内在住で20歳以上の人
会議 原則年１回 定２人 保育 あり
申鎌ケ谷総合病院についての意見・考
え（800字以内）と、住所・氏名・生年月
日・電話番号を記入した書面を11月
14日（水）までに健康増進課窓口（総
合福祉保健センター１階）へ持参
問同課☎445・1390
31年度 県生涯大学校学生
対原則60歳以上の県内在住の人
募集期間 11月9日
（金）
〜12月28日
（金）
願書配布 生涯大学校各学園、
市高齢者
支援課、県ホームページなどで配布
※郵送希望者は、
お問い合わせください
問同校事務局☎043・266・4705

保健推進 員 を 募集
保健推進員は、ボランティアとして市から委嘱を受け、生後2〜3カ月ご
ろの赤ちゃんのいる家庭を訪問し、子育ての話を伺い、子育て情報を提供
するなどして、保健師と連携しながら子育ての応援をしています。
対象 65歳未満の子育て経験のある女性
定員 10人程度
任期 31年4月1日〜33年3月31日
次の日程で説明会を行います。
お気軽にご参加ください。
日時 12月6日
（木）
・17日（月）、31年1月15日
（火）の各10時〜12時（全3回）
申し込み 健康増進課☎445・1393

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

会員募集

▶①第9回鎌倉街道を歩く ②江ノ島道を歩く
ミュニティセンター定5人（申込先着順）費300円申 太
対高校生以上の人時①＝11月3日（土）9時30分JR保土
極拳くぬぎ山同好会 吉田☎090・8174・0783
ケ谷駅集合②＝11月13日（火）
・18日（日）
（いずれも10
▶体 軽ゆるふわスッキリ体操
時JR藤沢駅集合）定各日30人程度費保険料など800
ストレッチ、足腰の老化予防体操など。対 成人時 11月
円問歴史たんぽ 楠窪☎445・5197
16日、12月7日・14日の各（金）10時〜11時所 東部学
▶社交ダンス無料講習会
習センター定10人（申込先着順）費1回800円申 17時
対初心者歓迎時11月10日（土）10時〜11時45分所鎌
以降にパル（骨盤体操）小川☎446・2941
ケ谷コミュニティセンター定5〜8人（申込先着順）持上
▶「第13回アートまなびぃ」展
履 き ま た はダ ンスシューズ 申 フレンド クラブ 谷 本
水彩画の展示。
時11月19日
（月）
〜25日
（日）
の各10時〜
☎090・5253・9953
16時（最終日は15時まで）所 きらり鎌ケ谷市民会館
▶社交ダンス無料講習会
ロビー問アートまなびぃ 鯖瀬☎447・9683
対 初心者歓迎時11月20日（火）13時〜15時所 鎌ケ谷
▶初心者麻雀教室体験
コミュニティセンター定5〜8人（申込先着順）持上履き
牌の並べ方から学び、楽しく脳トレにチャレンジ。時 11
またはダンスシューズ申スウィングクラブ 谷本☎090・ 月5日・12日の各（月）10時 〜12時所 さろんはっぴ 〜
5253・9953
（鎌ケ谷3-7-12）
（申込先着順）
定各10人
申さろんはっぴ〜
▶太極拳体験会
山田☎090・1709・7640
時11月7日（水）13時30分〜15時30分所 くぬぎ山コ
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

▶翔和会
日本舞踊、新舞踊。時 第1・3（水）10時〜
13時 所 中央公民館 定 2・3人入 1,000
円 月 2,000円 申 石井☎ 090・7221・
8320
▶カラオケ唱南会
対 市内在住で60歳以上の人時毎週（金）
9時〜12時所南部公民館定3人入1,000
円月500円申村松☎443・2268
▶鎌ケ谷市ペタンク協会

土の上のカーリングと呼ばれる軽スポー
ツ。時所 ①第1・5（木）＝福太郎アリーナ
②第3（木）＝中沢多目的グラウンド③第
2・4・5（日）＝五 本 松小学 校校 庭（いず
れも9時30分〜12時）定20人入1,000
円 年 1,000円 申 綾 部☎080・54 42・
4905

持：持ち物

他：その他

注：注意

申：申し込み

広報
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健 康・福 祉ボード

ワ ンコ イン！
クッキン グ

申 問 宛先の記載のないものは健康増進課

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〜
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）
期限 2期は31年3月31日
（日）
問☎445・1390

30年度高齢者のインフルエンザ予防接種
〜体調の良い時に受けましょう〜
対 接 種 当日に 満 65歳 以 上の人 、および
60〜64歳で心臓・腎臓・呼吸器などの内
部疾患のため身体障害者手帳1級を持って
いる市民で希望する人
期間 12月31日
（月）まで（指定医療機関の
休診日を除く）
回数１回 費1,000円
方法 健康保険証、
身体障害者手帳などを持
参して、市内指定医療機関で接種
他やむを得ない事情により市外で接種を希
望する場合は、ご連絡ください
注 休診や予約の有無などを医療機関に確
認の上、受診してください
問☎445・1390
地区健康相談
乳幼児から高齢者まで誰でも健康に関
する相談ができます。
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
所 ●11月15日（木）＝北中沢コミュニティ
センター
●11月28日
（水）
＝くぬぎ山コミュニティ
センター
（いずれも9時30分〜11時受け付け）
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

すこやかライフ講座
3〜5歳児の朝食・おやつ
食生活の基礎が身に付く幼児期の朝食と
おやつについて学び、家族でバランスの良
い食生活に取り組みましょう。
内●管理栄養士の講義
●朝食メニューの試食
時11月27日（火）10時〜12時
所総合福祉保健センター3階
定30人 持筆記用具
他まなびぃ100対象
申☎445・1546
栄養士による個別相談
時●11月8日・22日の各（木）9時〜12時
●11月16日
（金）
・27日
（火）
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人まで（申込先着順）
申☎445・1546
離乳食教室
「離乳中期（2回食）の食事について」
食材の種類・量の増やし方や調理法など
について栄養士が教えます。保護者による
試食もあります。
時12月11日（火）10時〜11時30分
所総合福祉保健センター3階
申☎445・1546

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

時

行政相談 予

14日（水）10時〜12時

住宅増改築修繕相談 予

19日（月）13時〜16時

交通事故相談 予 ※1

16日（金）10時〜15時

行政書士相談 予

22日（木）13時〜16時

人権擁護相談 予

8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）

簡単クッキング
初心者からレパートリー
内容 を増やしたい人まで誰
でも参加できます
鶏もも肉の赤ワイン風
メニュー
味など
11月29日（木）
日時
10時〜14時
コース

場所

東部学習センター

定員

20人

●南部小＝1日(木)
●初小＝5日(月)
●鎌小＝9日(金)
●道小＝12日(月)
●中部小＝14日(水)

日

時

場所／問い合わせ

就学相談 予

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

①15日（木）18時〜20時30分
②18日（日）13時〜15時30分
③27日（火）18時〜20時30分

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

22日（木）14時から

福 センター3階／ 習 センター
☎475・5152

13日（火）14時から

習 センター／ 習 センター
☎475・5152

療育相談 予

9日（金）9時30分から
20日（火）9時15分から

20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

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

●11月15日（木）
＝昼
●12月6日（木）
＝昼 夜
昼 ＝13時〜14時
夜 ＝17時15分〜18時15分

精神障がい相談 予

14日（水）９時30分から

知的障がい相談 予

27日（火）９時から

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

注 ：1日(木)8時30分から予約開始
（先着順） 予：要予約

※2：場所は予約時にお知らせ

※3：HIV検査のみ即日通知

福 センター：総合福祉保健センター

各児童センターの休み

●北部小＝19日(月)
●五小＝21日(水)
●西部小＝22日(木)
●東部小＝26日(月)

問クリーン推進課☎445・1223

ピアサポート相談 予

家庭児童相談

ひ き肉 の 油 揚 げ 巻き
など
12月6日（木）
10時〜14時
総合福祉保健センター
3階
30人

11月の有価 物回収

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷
☎445・1240

毎週（月）〜（金）
●10時〜12時
●13時〜16時

おいしく調理で減塩す
るこつを伝えます

●収集しません・自己搬入できません＝11月3
日（土）
・23日（金）

毎週（月）〜（金）
●10時〜12時
●13時〜16時
●1４時

おいしい減塩クッキング

祝日などのごみの収 集・自己搬 入

精神保健福祉相談 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

飲んでいる汁物50cc程度
その他 ●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
申し込み 健康増進課☎445・1546

相談名など

毎週（火）13時〜17時
（30日を除く）
19日（月）13時〜15時

持ち物 筆記用具・エプロン・三角巾・布巾2枚、
家庭で

●社会福祉センター＝毎週（火）、3日(土)・23日（金） ●児童センター＝下部欄外 ●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＝26日（月） ●図書館＝毎週
（月）、30日（金） ●スポーツ施設（弓道場・アーチェリー場・中沢多目的グラウンドを除く）＝
16日（金） ●郷土資料館＝毎週(月)、3日(土)・23日（金）

各種相談など（相談は全て無料）
日

費用 各500円

時 11月15日（木）●第1子を妊娠中の人＝
13時〜13時15分受け付け ●第2子以降
を妊娠中の人＝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

11月のお知らせ !
相談名など

日程など 下表参照

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〜

習 センター：習志野健康福祉センター

●中央・南＝26日（月） ●北中沢＝9日（金）

習 センター／ 習 センター
☎475・5153

習 センター／ 習 センター
☎475・5154

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
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北海道日本ハムファイターズ

presents

コー
決定 ス
!!

鎌ケ谷ランフェスタ2018

問い合わせ ●鎌ケ谷ランフェスタ2018運営事務局ｍrunfesta@ambition-act.com

●ファイターズ鎌ケ谷スタジアム☎446・5586

定員 合計2,000人
（申込先着順）

日時

その他 ●参加賞
（大会オリジナルグッズ）あり

12月2日（日）9時15分から

北総線

●小中学生を対象とした運 動会イベン
トも実施します
●詳しくは 鎌 ケ 谷ランフェスタホーム
ページをご覧ください

場所

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

部門（コース）

マラソン大会に
参加したことがない人や
親子でも楽しめる
「3kmコース」

費用

高校生以上の部（10km）

3,800円

高校生以上の部（3km）

3,200円

小学校高学年の部（3km）
高校生以上と中学生ペアの部（3km）
高校生以上と小学校高学年ペアの部(3km)

中部小

4,200円

★
スタート
ゴール

高校生以上の男女ペアの部(3km)

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

詳しくはランフェスタホームページを参照

コミセン・学習センターの
イベント

馬の生態や人との関わりの歴史など馬の文化につ
いて、JRA競馬学校（白井市）を訪ね、現役教官や職
員から学びます。
内容 ●講座
「騎手の1日」
「 馬の靴屋さん」
「 競馬につ
いて」など
●競馬学校の施設見学（未来のジョッキーの
騎乗訓練見学、厩舎・寮食堂・歴代卒業生の
展示作品などの見学）
対象 小学校5年生以上
（中学生以下は保護者同伴）
日時 11月23日(金)または24日(土)の各9時市役所
集合〜16時帰着予定
※市のバスで移動
定員 各日60人
（多数抽選）
申し込み 11月8日
（木）17時まで（必着）に、希望日
（23日または24日）と希望人数（2人まで）、参加
希望者の氏名・年齢、代表者の 住 所・電話番号と、
件名に「馬 事文化」と記 入して、文化・ス ポーツ課
ｍbunka@cit y.kamagaya.chiba.jpまたは
☎445・1528

※車での来館はご遠慮ください

道野辺中央コミュニティセンターフェア

東部ふれあいまつり
サークル発表会
内容 編み物・洋裁・陶芸・絵画・書道・手芸・園芸・華
道などの展示、舞踊・太鼓・ダンス・コーラス・ウクレ
レなどの発表
日時 11月10日
（土）9時〜15時25分
福祉まつり
内容 老人クラブ・談話室の発表
日時 11月11日
（日）10時〜14時

内容 サークル発表会、
展示会、模擬店ほか
日時 11月4日
（日）10時〜15時

場所 道野辺中央コミュニティセンター

問道野辺中央コミュニティセンター☎445・6203

第28回北中沢コミセンまつり

共通事項
場所 東部学習センター
問東部学習センター☎441・0211

内容 サークル発表会
（体操・フラダンスなど）、作品

展示会（書道・木目込み人形・水彩画・フラワーアレ
ンジメントなど）、模擬店、バザー、抽選会
日時 11月10日
（土）10時〜16時
場所 北中沢コミュニティセンター
問北中沢コミュニティセンター☎442・2011

KAMAGAYA KIRARI HALL

☎441・3377

鎌ケ谷駅

市内全体を回れてアップダウンもある、
走りがいのある
「10kmコース」

6,000円

ボランティアスタッフ 募集

鎌ケ谷中

鎌ケ谷高

高校生以上と小学校低学年ペアの部(3km)

馬と人とのかかわり 〜ＪＲＡ競馬学校を訪ねて〜

集合住宅

1,200円

小学校低学年の部（3km）

鎌ケ谷馬事文化市民講座

初富駅

東武野
田線

第四中

中学生の部（3km）

北初富駅

線

新京成

東部学習センター軽音楽コンサート
出演 鎌ケ谷高校軽音楽部

日時 11月24日
（土）13時30分から（13時開場）
場所 東部学習センター

申し込み 東部学習センター☎441・0211

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

場所 〒273-0101富岡1-1-3

定員 200人
（申込先着順）

その他の
イベントも
チェック

URL https://www.kirari-kamagaya.jp

きらり☆シネマVol.11「さよなら、クロ」
長野の高校で番犬として10年余りの生涯を学校で過
ごし、夜警や職員会議にも参加した犬「クロ」の実話を映
画化。クロの死が伝わると何千人という人々が集い、学校
葬として校長が弔辞を読んだ。1匹の犬と、その存在に
勇気づけられた生徒や職員との交流を描いた感動作。
日時 31年1月19日
（土）●10時から（9時30分開場）
●14時から（13時30分開場） 費用 500円 保育 い
ずれも先着5人（要申込） その他 ●全席指定 ●親子
席（先着8席。要申込）に限り未就学児入場可

参加者にＪＲＡ二つの特典！
①スペシャル弁当（競馬学校の生徒が日頃食べ
ているメニュー）
②ＪＲＡ中山競馬場観戦ご招待（12月開催の
指定日。多数抽選）

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

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 109,962人（前月比-27）
男 54,437人 女 55,525人
世帯数
49,168世帯（前月比-2）
〔30.10.1現在〕

