
場所

対象

定員
費用

申し込み

30年度市民文化賞・市民スポーツ賞・市民賞…2　　一緒に運動してみませんか？ちょ筋教室…4　  0歳から入場可♪おやこでたのしむオペラ「美女と野獣物語」…4

〇認知症初期・中期・後期ごとの症状、

　受けられるサービス情報

〇相談窓口の案内

〇地域包括支援センターの紹介 など

　「認知症ケアパス」とは認知症の症状に応

じた対応や支援体制などの目安を示したパン

フレットです。認知症の進行状態ごとのサー

ビスを紹介しています。

　各地域包括支援センターや各公共施設、医

療機関、市ホームページで配布しています。

　家庭の絆を一層深めてもらうきっかけとして、小学校６年生と

中学生を対象に家庭をテーマとした川柳を募集したところ、

1,536句の応募がありました。

　主な優秀作品は次のとおりです（敬称略）。

　料理教室や地域の祭りなどで「食」を通じた健康づくりの啓発、各年代に合

わせた食育の推進などを行い、市民の健康づくりを栄養面から支援するボ

ランティアです。次の養成講座修了後、市長から委嘱を受けて活動します。

　自身の家族や財産、地域の人々を火災から守るために、

住宅用火災警報器を設置しましょう（全ての住宅に設置

が義務付けられています）。 住宅用火災警報器の電池の

寿命はおおむね10年です。正常に作動するか小まめに

点検しましょう。

　あわせて、大地震時に起こり得る電気火災を

防ぐため、感震ブレーカーを設置しましょう。

全国各地で火災が多発し、尊い命が失われています。

鎌ケ谷市も例外ではなく、年明けの1カ月間で6件の火災が発生しています（昨年1月は2件）。

これからも空気が乾燥し、火災が拡大しやすい季節が続くので、火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

● 火元から目を離さない
● 燃えやすいものを家の
　 周りに置かない
● 火遊びをしない
● 住宅用火災警報器の
　 設置および定期的な
　  点検をする

　32年度からヘルスメイトとして活動するために、講義や

調理実習などで栄養について学びます。

　　市内在住で、次の日時のうち10回以上参加できる人

　　総合福祉保健センター

　　30人（申込先着順）

　  テキスト代

　　 まなびぃ100対象

　　　 3月22日（金）までに健康増進課☎445・1546

●イオン鎌ケ谷ショッピングセンター＝3月1日（金）〜6日（水）

●東部学習センター＝3月8日（金）〜17日（日）

●まなびぃプラザミニギャラリー＝3月19日（火）〜31日（日）

※この他、市ホームページでも公開しています

　自殺は、原因やきっかけはさまざまでも、その多くは何らかの悩みや

問題によって、心理的に追い詰められた末の死です。市内では、自殺者

のうち男性が女性の約2倍多く、30〜50歳代が全体の約半数を占め

ました（25〜29年度自殺総合対策推進センターの統計より）。

　大切な人が悩みを抱えていることに気付

いたら、まず声を掛けましょう。話を否定し

たり安易に励ましたりせず、悩みに耳を傾

け、相談窓口を紹介しましょう。

●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時間対応）

※健康増進課（総合福祉保健センター1階）、公共施設に設置している

　「主な困った時の相談窓口」のチラシもご活用ください

3月は自殺対策強化月間

お気軽にご相談ください

食生活改善推進員（ヘルスメイト） 募集

栄養大学 食生活改善推進員養成講座

あなたも地域住民の健康づくりを支えてみませんか？ 「家庭川柳」優秀作品

3月1日～7日は春の全国火災予防運動

主な内容

①4月9日（火）　 ②5月24日（金）　③6月26日（水）　 ④7月18日（木）

⑤8月30日（金）　⑥9月26日（木）　⑦10月29日（火）　⑧11月21日（木）

⑨12月17日（火）　⑩32年1月29日（水）　⑪2月13日（木）

⑫ヘルスメイトの活動体験（日時未定）

※①⑪＝10時〜12時、②〜⑩＝10時〜14時

日 時

小学生の部
金賞

サンタさんぼくはずーっと子供です 　 佐藤 洵希（鎌ケ谷小６年）

銀賞

いつ戻るママに預けたお年玉　　　　 竹内 叶笑（東部小6年） 

母さんに今日も言えない「お疲れ様」      宮坂 流香(北部小６年) 
おかえりと言われるだけでほっとする    谷ヶ崎 脩伍（中部小6年）

中学生の部
金賞

お父さんあなたの背中が僕の夢  　　 南雲 悠太郎（第四中2年）

銀賞

サンタさん予算っていくら？父に問う 　  吉村 瑛莉（鎌ケ谷中1年）

飛び起きるアラームよりも母の声  　　 関根 綾乃（第二中1年）

ラインよりもらうと嬉しい年賀状  　　　中嶋 香織（第五中2年）

応募作品を公開・展示します

その他

火災が多発しています！  火の取り扱いにはご注意を！

ぼく・わたしの大好きな家族

認知症ケアパス
認知症で受けられるサービスを

一覧にしました
段階ごとに受けられる
サービスが分かります

火災を防ぐための注意点 住宅用火災警報器・感震ブレーカーで火災を予防しましょう

◀市ホームページ

問健康増進課☎445・1405

問高齢者支援課☎445・1384

問生涯学習推進課☎446・1111

問消防本部予防課☎444・3273

主な内容
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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。

　　　　　  　 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

脳トレ いきいきサロン

30年度 市民文化賞・
市民スポーツ賞・市民賞

　市では、毎年、芸術文化活動やスポーツ活動など、ふるさと

意識および文化の高揚に寄与した活動で優秀な成果を収め

た高校生以上の皆さんを表彰しています。今年度、表彰され

た皆さんを紹介します(敬称略)。

　なお、今年度の市民賞受賞者はいません。

問生涯学習推進課☎446・1111

大石芽吹

　第16回高校生科学技術チャレンジ（ＪＳＥＣ2018） 

　[化学]優秀賞

金子琳音

　第31回全国マーチングコンテスト高等学校以上の部 

　金賞

近藤小雪

　第7回日本学校合奏コンクール2018全国大会

　グランドコンテスト高等学校の部 銀賞

鈴木萌

　弘法大師奉賛第53回高野山競書大会 高野山管長賞

波多野勝夫

　第49回元陽展 内閣総理大臣賞

馬場はるか

　第10回千葉県高校生かるた大会（春季大会） 第3位

福田栞

　第7回日本学校合奏コンクール2018全国大会

　グランドコンテスト高等学校の部 金賞

サロン名

火曜サロン

金曜サロン

木曜サロン

場 所

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

場 所

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

時 間

10時〜12時のうち40分間

10時〜12時のうち40分間

13時30分〜16時のうち40分間

時 間

10時〜12時のうち40分間

10時〜12時のうち40分間

13時30分〜16時のうち40分間

祝日などのごみの収集・自己搬入

●初小＝4日(月)　　　　●南部小＝7日(木)

●鎌小＝8日(金)　　　　●道小＝11日(月)

●中部小＝13日(水)　　●北部小＝18日(月)

●五本松小＝20日(水)　●東部小＝25日(月)

●西部小＝28日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

3月の有価物回収

●収集しません・自己搬入できません＝3月

　21日(木)

ペット用サークル（トレー付き）

取りに来られる人に無料で。

問18時以降に渡邉☎446・3878

鎌ケ谷中学校女子制服

取りに来られる人に無料で。

問塚本☎070・4816・7487

ゆずります

　　おおむね65歳以上の人

　　月4回で、4月〜9月の６カ月間（下表参照）

　　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

対象
日程
費用
申し込み

金子魅玖人

　30年度第22回関東高校選抜新人陸上

　競技選手権大会　男子800ｍ 第2位

鎌ケ谷シャウエッセン

　第22回関東エルデストソフトボール

　大会 準優勝

小杉真生

　30年度第22回関東高校選抜新人陸上

　競技選手権大会　女子3,000ｍ 優勝

佐久間朝陽

　30年度関東高等学校体育大会フェン

　シング大会千葉県予選会個人対抗　

　男子フルーレの部 優勝

柴田裕次郎

　第30回全国高校生銃剣道大会

　関東ブロック大会 第3位

瀧川光

　30年度第71回千葉県高等学校総合体育

　大会柔道　男子個人90ｋｇ級の部 優勝

谷健太朗

　30年度全国高等学校総合体育大会第

　86回日本高等学校選手権水泳競技

　大会　水球競技 第3位

古谷拓郎

　30年度春季千葉県高等学校野球大会

　準優勝

三浦理子

　30年度第71回関東高等学校陸上競技

　大会　女子三段跳 第5位

南出朱梨

　第27回千葉県高等学校女子サッカー

　選手権大会 優勝

湯川野乃

　30年度第71回千葉県高等学校総合

　体育大会陸上競技大会　女子1,500ｍ 

　第3位

市民スポーツ賞市民文化賞

会員募集催しなど
▶第25回 ぶらり鎌ケ谷
東初富の桜と「ひょうたん」と「赤道

（あかどう）」を巡る。時3月30日（土）

9時市制記念公園集合〜15時定20

人（申込先着順）費保険料など100円

持飲み物・弁当　　歩きやすいもの

申ぶらり鎌ケ谷 上開地☎445・7868

（留守番電話の場合は、住所・名前・電

話番号を要録音）

▶無料太極拳教室
対初心者時3月4日（月）10時〜12時

所くぬぎ山コミュニティセンター定10

人（申込先着順）申ふれあい太極拳 

中村☎090・6520・7768

▶鎌ケ谷朗読「はなしの小箱」
広報かまがやなどを録音し、視覚障

がい者に届ける音声訳ボランティア。

時●定例会＝第1・3（火）10時〜13

時●録音など＝随時所総合福祉保健

センター他●説明会・入会手続きは

3月13日（水）10時30分から同セン

ター4階で●講習会は4月2日・9日・

16日・23日の各（火）10時から（会

場は説明会時にお知らせ）申河永

☎047・385・8581

▶生花すみれ教室
生け花。時第2・4（火）10時〜12時

所道野辺中央コミュニティセンター

定5人月1,000円費1回1,000円

（花代）申伊藤☎446・0248

▶鎌ケ谷市太極拳同好会
対市内在住で健康な成人時毎週

（金）16時〜18時所中央公民館定若

干名入1,000円月3,000円申藤城

☎080・1175・9019

▶一木会
首都圏の街歩き。対60歳以上の人

時第1（木）9時30分〜14時定5人

入1,000円年1,000円費保険料年

額1,200円申黒木☎443・1234

▶陳式太極拳無料体験講習会
時3月9日・16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

▶こども合唱体験会
対幼稚園児（年中）〜中学生とその保

護者時3月23日（土）16時30分〜18

時30分所中央公民館定10人程度

（申込先着順）申鎌ケ谷少年少女合唱

団 中村☎090・4931・5733

▶民謡と踊りの愉快な仲間たち 八葉会
民謡と踊りの発表。時3月24日（日）

10時30分〜16時所きらりホール

定500人（当日先着順）問同会 平栗

☎090・4940・1688

服装

を記入して、3月9日（土）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

お知らせ・伝言板 平成31年（2019年）3月1日号広報広報2

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！



相談名など

酒害相談

心配ごと相談

就学相談予

心の相談 予

精神保健福祉相談 予

認知症相談 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　 ※4予

精神障がい相談 予

知的障がい相談予

時3月19日（火）〜23日（土）(20日

(木)を除く)の各10時〜17時（最終日

は16時まで）

所流山市生涯学習センター

問同学園 浜野☎090・3105・5883

30年度千葉県生涯大学校東葛飾学園
陶芸コース卒業記念作品展

　2020東京オリンピック競技「ボル

ダリング」のルールを知って体験して

みよう！

対小学生とその保護者

時3月28日（木）13時〜15時

所クライミングジム・インフィニティ

（西佐津間）

定15組（申込先着順）

師インフィニティ代表の矢島隆明さん

費1組500円（保険料など）

持動きやすい服装・室内運動靴・タオ

ル・水筒など

申3月1日(金)9時以降に北部公民館

☎446・1076／窓口

春休み 子どもチャレンジ
「親子で体験！スポーツボルダリング」

　パパと子どもの触れ合い遊びや、パ

パ同士で情報交換をしましょう。

内親子で手形スタンプ取り・自由遊び

対未就学児とその父親

時3月9日（土）10時〜11時30分

所粟野児童センター

問同センター☎441・7066

パパと遊ぼう！パパサロン

　地域で集って親睦を深めませんか？

内懇談・音楽など

時3月９日（土）10時〜14時

所鎌ケ谷コミュニティセンター

申シルバー人材センター☎443・4145

市民サロン

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3月23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

みんなのスポーツDay

　生け花の基礎から「自由花」「行事

花」を学びます。

対初心者、ブランクのある人歓迎

時4月13日〜32年3月14日（8月を除

く）の原則第2・3（土）の各10時〜12

時（全21回）

所まなびぃプラザ

定10人（申込先着順）

月1,000円　

費花代1回約1,500円

師小原流の廣瀬秋香さん

申住所・氏名・年齢・電話番号と「市民

いけ花教室参加希望」を記入して、4月

6日（土）まで（消印有効）にはがきで

市華道協会 大場ゆ〒273-0115東道

野辺3-12-39／ｆ446・1619

問同協会 大場☎446・1619

市民いけ花教室

　茶道の基礎や立ち居振る舞いを学

びませんか？

対小学校4年生〜中学校3年生

時4月〜32年3月（1月を除く）の第3

（日）の各10時〜12時（全11回）

所中央公民館

定10人（申込先着順）

月1,000円

師市茶道協会の戸﨑宗貴さん

申住所・氏名・学年・電話番号を記入し

て、3月25日（月）まで（必着）にはがき

で同協会 細川ゆ〒273-0105鎌ケ谷

6-1-3／ｆ444・9214

問同協会 細川☎444・9214

子ども茶道教室

講座・講演

スポーツ

イベント

　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上

時3月16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（3月10日（日）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

保育

　講話とグループディスカッションを

行います。

対子育て中の人

時3月7日（木）10時30分〜12時

所まなびぃプラザ

定30人（申込先着順）

費200円

　　あり（要申込）

申家庭倫理の会鎌ケ谷市 高橋☎080・

1185・5073

子育てセミナー「反抗期は成長期」

保育

　　「狩俣ぬくいちゃ」、「子猫のポル

カ」、「美女と野獣」など

時3月21日（木）14時から（13時30

分開場）

所きらりホール

問同校☎443・3410（予約可）

第五中学校ギター部 定期演奏会 
曲目

情報ひろば

お知らせ・相談

　東葛飾旅券事務所での申請受け付

けが、3月15日（金）で終了します。受

付終了日までに申請した人は、旅券引

換書に記載された事務所で受け取って

ください。3月18日（月）以降に申請す

る場合は、県内の他の旅券事務所また

は市民課窓口で手続きしてください。

　なお、パスポートは発行日から6カ

月以内に受け取らないと失効します。

早めに受け取りましょう。

問同課☎445・1195

東葛飾旅券事務所での旅券（パス
ポート）申請の受け付けを終了します

　：1日(金)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　※3：20日(水)のみ、12時30分〜16時20分　※4：HIV検査のみ即日通知

福 習注 予

日　時 場所／問い合わせ

　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／高齢者支援課

☎445・1384

福

　センター５階／市社会福祉協議

会☎444・6921

福

①＝図書館本館　②＝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

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）

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

●中央児童センター＝2日（土）12時から・4日（月）　●南児童センター＝4日（月）　●くぬぎ山児童セ

ンター＝1日（金）・2日（土）13時から　●北中沢児童センター＝1日（金）12時から・2日（土）13時から

●社会福祉センター＝毎週（火）、21日（木）　●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＝29日（金）　●図書館＝毎週（月）、29日（金）　●郷土資料館＝毎週（月）、21日（木）

!3月のお知らせ

18日（月）13時〜15時

13日（水）10時〜12時

18日（月）13時〜16時

15日（金）10時〜15時

28日（木）13時〜16時

14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※3

19日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

毎週（火）13時〜17時

①17日（日）13時〜15時30分

②21日（木）18時〜20時30分

③26日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

12日（火）13時30分から

27日（水）14時から

12日（火）13時〜15時

8日（金）9時30分から

13日（水）９時30分から

26日（火）９時から

毎週（月）〜（金）９時〜17時

◀
命
を
救
う
行
動
を

　
学
び
ま
す

　万葉集の中の歌で詠まれた野生植

物をボタニカル・アート（植物細密画）

で紹介します。

時3月6日（水）〜15日（金）(最終日は

12時まで)

所東部学習センター

問環境課☎445・1227

野生植物展「万葉植物の世界」

婦
負
の
野
の 

薄
お
し
な
べ 

降
る
雪
に

　

屋
戸
借
る
今
日
し 

悲
し
く
思
ほ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
市 

黑
人
） 薄（ススキ）

●4月3日（水）＝　　

●4月17日（水）＝

　＝9時30分〜10時30分

　＝17時15分〜18時15分夜

昼

昼

昼 夜
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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



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31年（2019年）3月1日号

住民基本台帳人口      109,961人（前月比-11）

男　54,360人　女　55,601人

世帯数　 49,289世帯（前月比+20）

〔31.2.1現在〕

    市内在住の65歳以上の人で、介護保険の認定を受けていない、また

は要支援1・2で介護保険のサービスを利用していない人

※過去に高齢者支援課が主催する運動講座（ちょ筋教室・ニチイ運動講

　座・のびのび倶楽部）に参加した人は参加できません

    4月8日以降の毎週（月）14時〜16時（全10回）

※全日程参加してください

    中央公民館 学習室１

    15人（申込先着順）

      運動ができる服装、飲み物

        高齢者支援課☎445・1384

　「椅子に座った状態から何かにつかまらないと立ち上がれない」

「転んだり、つまづいたりしないか不安」「固い物が食べにくくなった」

などに心当たりはありませんか？室内でできる運動を一緒に行い、生

活に必要な筋肉づくりをしましょう。

０歳から入場可♪おやこでたのしむオペラ

「美女と野獣物語」

　「美女と野獣」の話をもとにした、子どもから大人まで楽しめる、オリジナ

ルストーリーのオペラ公演です。公募で集まった子どもたちも出演します。

親子でオペラ鑑賞デビューしてみませんか？

    3月17日（日）●11時から　●14時30分から（各回30分前に開場）

    ●3歳以上中学生以下＝500円　●一般＝1,500円　●親子ペア＝

１組1,700円（2歳以下膝上無料）

    河内夏美（ソプラノ）、松本やすこ

（メゾソプラノ）、藤戸カリオラ明子（ソ

プラノ）他

     ●全席指定　●開演１時間前か

らロビーで、公演中に使う「ローズタク

ト」が作れます

☎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

日時
費用

出演

その他

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

絵本の読み聞かせ

さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度

時3月13日・27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3月3日（日）11時〜11時30分

いちごぐみ

対小学校低学年以下

時3月10日（日）

14時〜14時30分

所図書館東部分館

対小学生(保護者同伴であれば5

歳から可）

時3月16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3月1日（金）10時以降に図書

館本館へ電話

　「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3月9日（土）15時〜15時30分

小学生のためのおはなし会

創作教室 ザ・チャレンジ
「はねるおもちゃをつくろう！」

　テレビアニメ「セサミストリート」の人気キャラ

クター「エルモ」の冒険を描いた作品。CGキャラ

クターと実写俳優たちが共演。お気に入りの毛布

を取り戻すため、エルモが飛び込んだごみ缶の中

に広がる世界とは？

時3月23日（土）13時30分〜14時45分

所東部学習センター

定40人（申込先着順）

申3月1日（金）11時以降に図書館本館へ電話

シネマトーク付き上映会
映画「エルモと毛布の大冒険（吹き替え）」

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

対男性は17〜69歳、女性は18〜

69歳（65歳以上は60〜64歳に

献血経験があること）で、体重が

50キロ以上の健康な人

    ●3月8日（金）14時〜16時

     30分＝鎌ケ谷総合病院1階

    ●3月11日（月）10時〜11時

     45分・13時〜16時＝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

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3月15日（金）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

時●3月4日（月）・20日（水）の各

    9時〜12時

　●3月12日（火）の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

　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。希望者は口腔（こうくう）

ケア体験も受けられます。

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7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〜

　体力測定と自宅でできる体操

を、理学療法士が指導します。

対市内在住・在勤の人（介護をし

ていない人も歓迎）

時3月15日（金）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）

師介護老人保健施設しんかま リ

ハビリ担当者

申西部地域包括支援センター

☎441・2007または高齢者支

援課☎445・1384

介護者教室
〜健康を保つための運動や
　口腔体操を学びましょう〜

ちょ筋教室
してみませんか？
一緒に運動

対象

日時

場所
定員
持ち物
申し込み

65歳
以上向け

日程
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