
　任期満了に伴う千葉県議会議員選挙は3月29日（金）に告示され、4月7日（日）に投票、また鎌ケ谷市議会議員選

挙は4月14日（日）に告示され、4月21日（日）に投票が行われます。

　当日、投票に行けない人のために、期日前投票を市内2カ所で行います。棄権しないで投票しましょう。

※入場整理券が届いている人は持参してください。また、あらかじめ入場整理 

　券裏面の｢宣誓書｣に記入しておくと、スムーズに投票を行うことができます

①平成13年4月8日までに生まれた

　人で、平成30年12月28日までに

　鎌ケ谷市に転入の届け出をして、

　引き続き3カ月以上住民基本台帳

　に登録されている、日本国籍を有

　する人

②平成30年12月29日以降に鎌ケ谷

　市から県内の市区町村に転出した、

　鎌ケ谷市の選挙人名簿に登録され

　ている人

※②の場合は、投票の際に、市区町村

　長が発行する「引き続き県内に住

　所を有することの証明書」の提示が

▷秋元病院 ▷東邦鎌谷病院 ▷初富保健病院 ▷第二北総病院 ▷鎌ケ

谷総合病院 ▷シルバーケア鎌ケ谷 ▷慈祐苑 ▷鎌ケ谷翔裕園 ▷幸豊

苑 ▷ハッピーライフ菜の花館 ▷初富の里 ▷さつまの里 ▷あかり

　次のいずれかに該当する人は、郵便による不在者投票ができます。

●次の身体障害者手帳をお持ちの人

　▷両下肢・体幹・移動機能の障がいが1・2級

　▷心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の

　　障がいが1・3級

　▷免疫・肝臓の障がいが1〜3級

●次の戦傷病者手帳をお持ちの人

　▷両下肢・体幹の障がいが特別項症〜第2項症

　▷心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝

　　臓の障がいが特別項症〜第3項症

●介護保険被保険者証をお持ちで要介護5の人

　　　　
　鎌ケ谷市の選挙人名簿に登録さ

れている人へ世帯ごとに郵送しま

す。届いたら開封し、記載内容を確

認の上、本人の分を切り離して投票

所に持参してください。

　　　　　 
　投票日当日の21時から、福太

郎アリーナで開票します。

※参観人の受け付けは20時30分

　からです

　　　　 
　候補者の政見などを掲載した選

挙公報を、県議4月3日（水）および

市議4月17日（水）の日刊紙（朝日・

産経・千葉日報・東京・日経・毎日・

読売）の朝刊に折り込む予定です。

※市役所・各コミュニティセン

　ター・学習センター（各公民

　館）・図書館本館などの公共施

　設でも配布します

問市選挙管理委員会事務局☎445･1539

鎌ケ谷市議会議員選挙鎌ケ谷市議会議員選挙千葉県議会議員選挙千葉県議会議員選挙

千葉県議会議員選挙 　　3月30日(土)～4月6日(土) 市役所1階 市民ホール 東部学習センター1階
レインボーホール横鎌ケ谷市議会議員選挙 4月15日(月)～４月20日(土)

期日前投票

不在者投票 手続きに時間がかかるため、希望する人は早めに申請してください

統一地方

　都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人ホームなど

に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができますので、

入院・入所先にお問い合わせください。

7時

20時7744 日日 212144
日日

投票時間投票時間

8時30分　20時投票時間投票時間 9時　19時投票時間投票時間

おもいのせ みらいをたくす とうひょう日

　仕事や旅行などの予定があり、投票日当日に投票へ行けな

い人は、右の2カ所の施設で期日前投票ができます。お近くの

期日前投票所にお越しください。

　有効期限を確認して、県

議4月3日(水)、市議4月17

日（水）までに市選挙管理委

員会に投票用紙を請求して

ください。お持ちでない場

合はご連絡ください。

　　　
　希望する人は投票所の受付に

申し出てください。

　出産や長期出張などにより鎌ケ谷市を離れている人は、滞在先の

選挙管理委員会で投票できる不在者投票をご利用ください。なお、

投票用紙などの請求が必要です。

　　　　　 休館日

4月6日（土）〜7日（日）および

4月20日（土）〜21日（日）

　　　　臨時休館施設

▷北部・南部公民館（いずれも図書

　館分館を含む。南部公民館は自

　動交付機も休止）

▷南初富・北中沢・道野辺中央・粟

　野コミュニティセンター（4月6

　日・20日（土）は利用申し込み

　のみ受け付け）

　必要となりますので、事前に交付を

　受けて投票所に持参してください

　平成13年4月22日までに生まれ

た人で、平成31年1月13日までに鎌

ケ谷市に転入の届け出をして、引き続

き3カ月以上住民基本台帳に登録さ

れている、日本国籍を有する人。

※今年1月14日以降に鎌ケ谷市に転

　入した人および選挙日までに市外

　に転出した人は投票する

　ことができません

投票できる人

郵便による投票（身体障がいにより外出が困難な人など）

市内の不在者投票指定施設

他の市区町村での投票（長期間市外に滞在中の人など）

病院や施設での投票（入院・入所している人など）

選 挙

選挙公報

選挙に伴う施設の臨時休館

入場整理券 開　票

投票所への移動に関する支援

代理投票・点字投票
千葉県議会議員選挙

鎌ケ谷市議会議員選挙
　
　次の対象者は、自宅などから投

票所（期日前投票所を含む）への

移動について、支援が受けられる

場合があります。詳しくは、県議4

月1日（月）、市議4月15日（月）ま

でにお問い合わせください。

①身体障がい・知的障がい・精神

　障がいのある人、難病認定を受

　けている人

②介護保険の「要支援」または「要

　介護」の認定を受けている人

問①の人=障がい福祉課　　　　

　☎445・1305

　②の人=高齢者支援課

　☎445・1380

「郵便等投票証明書」が
必要です

県議と市議の二つの選挙に投票しよう！

児童センターで子育て仲間をつくりませんか？…2　　31年度 市民活動応援補助金…3　　フリーマーケット 出店者募集…3　　大人の風しん予防接種費用を助成…7主な内容
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　 全 国 瞬 時 警 報 システム

（J-ALERT）の受信機を更新

し、かまがや安心ｅメール（防災

情報）や市公式ツイッターなどで

地震や気象情報などを自動で配

信して、より早く市民に情報を伝

達できるようになりました。

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！

　親子でお友だちを作ったり、おしゃべりをしたりしませんか？

下表のサロン・広場では、親子で遊びながら子育てのこつや

ちょっとした悩みを保護者同士で情報交換できます。各セン

ターには保育士や子育てアドバイザーがいるので、子育てや子ど

もの成長に関する相談もできます。体操や触れ合い遊びを楽し

む時間もあります。

　いずれも、開催時間内の入退場は自由です。気軽に遊びに来て

ください。

※駐車場については各センターにお問い合わせください

　公の施設の管理に民間事業者などの能力・ノウハウを活用し、サービスの向上と経費削減

を図るため、きらりホールおよび中央公民館の管理・運営を行う指定管理者を募集します。

応募資格文化ホールまたは公民館などの公共施設の管理・運営の実績がある法人またはそ

の他団体

指定期間32年3月1日〜37年3月31日（5年1カ月）

申し込み市ホームページで配布する募集要項にある必要

書類を5月13日（月）〜24日（金）（（土）・（日）を除く）の

9時〜17時に、中央公民館窓口へ持参

問中央公民館☎445・2012

くぬぎ山児童センター  ☎047・389・1401子育て支援センター  ☎441・8905

毎月第1〜4（金）9：30〜11：30

（初回4月12日（金））

毎月第4（水）9：30〜11：30

（初回4月24日（水））

年4回10：00〜11：30

（初回4月10日（水））

第二中学校

コミュニティルーム

道野辺中央

コミュニティセンター

鎌ケ谷

コミュニティセンター

鎌コミ

サロン

道コミ

サロン

二中

サロン

未就園児

乳幼児

乳幼児

対　象 日　時 場　所

毎週（火）・（水）・（金）9:30〜15:00

（初回4月9日（火））

毎月第3（木）10：00〜11：30

（初回4月18日（木））

毎月第2（木）10：00〜11：30

（初回4月11日（木））

北中沢

児童センターとことこ

サロン

赤ちゃん

サロン

つどいの

広場

29年4月2日〜

30年4月1日生まれ

年５回（土）10:00〜11：30

（初回5月11日（土））

双子

サロン
双子の乳幼児

30年4月2日以降生まれ

乳幼児

対　象 日　時 場　所

毎週（火）・（水）・（木）9：30〜15：00

（初回4月9日（火））

毎月第3（金）10：00〜11:30

（初回4月19日（金））

30年4月2日

以降生まれ

中央児童センター
ぶどう

サロン

つどいの

広場
乳幼児

対　象 日　時 場　所

毎週（火）・（水）・（木）9：30〜15：00

（初回4月9日（火））

年11回９：30〜14：30

（初回4月16日（火））

年6回10：00〜11：20

（初回4月18日（木））

南児童センター

南部公民館

南児童センター
もこもこ

サロン

つどいの

広場

30年4月2日

以降生まれ

乳幼児

対　象 日　時 場　所

毎週（火）・（水）・（木）9:30〜15:00

（初回4月9日（火））

毎月第3（木）10：00〜11：30

（初回4月18日（木））

毎月第2（木）10：00〜11：30

（初回4月11日（木））

くぬぎ山

児童センター

とことこ

サロン

ベビー

サロン

つどいの

広場

29年4月2日〜

30年4月1日生まれ

30年4月2日以降生まれ

乳幼児

対　象 日　時 場　所

中央児童センター  ☎444・0144

南児童センター  ☎438・5040

毎週（月）・（水）・（金）9:30〜15:00

（初回4月8日（月））

月1回（木）10：00〜11：30

（初回4月18日（木））

毎月第4（土）10：00〜11：30

（初回4月27日（土））

粟野

児童センター

パパ

サロン

すくすく

サロン

つどいの

広場

乳幼児と父親

30年4月2日以降生まれ

乳幼児

対　象 日　時 場　所

粟野児童センター  ☎441・7066

防災情報を自動配信します！ きらりホール・中央公民館 指定管理者を募集

市公式

ツイッター

かまがや安心

eメール

空メールを送信後、

本登録をしてください

北中沢児童センター  ☎442・2011

マイホーム借り上げ制度

　シニアの皆さんのマイホームを、最長で終身にわたって借り上げて転貸し、家賃収入

を保証する「マイホーム借り上げ制度」。これにより、自宅を売却することなく、住み替

えや老後の資金として活用できます。

対象一定の耐震性が確保されている住宅を日本国内で所有する、50歳以上の人など

問●制度の概要、パンフレットの配布など＝建築住宅課☎445・1472／窓口（市役所４階）

　●制度の活用などの相談＝（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）☎03・5211・0757／

　　ｕhttp://www.jt-i.jp

●公的制度に基づく安定した

 家賃収入

●入居者との契約終了時に解

　約可能

●土地・建物は子どもに相続

●良質な借家の循環

●敷金なし、壁紙など自ら

 一定の改修可

●入居を継続したい場合は

　優先して再契約

内部準備金

安定した家賃収入を保証します
シニアの皆さんへ

賃貸物件を借りたい人

子育て世代など制度利用者

マイホームを貸したい人

借家契約

定期
借家契約

（一社）移住・住みかえ支援機構

賃借料支払い

準備金積立空き家保証

賃料収入

万が一の　 場合の保証

高齢者住宅財団の基金

空家等を所有している人へ

空家等の利活用について相談に応じます
　空家の耐震や改修に関することなどで悩んでいる場合は、

建築住宅課にご相談ください。（一社）千葉県建築士会（鎌ケ

谷支部）と連携して相談に応じます。

「空家等の利活用等の
対策に関する相談業務
の協定」を1月24日に締
結しました

建築士会 市

相談者

②相談業務依頼

問建築住宅課☎445・1472

無料!

①
相
談申込③

相
談

問安全対策課☎445・1278
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出店料

出店料

開催日時

申し込み

申し込み

第69回 千葉県消防大会 表彰

特別功労章　　　　川上 英明（団本部）

永年勤続功労章　　仲田 敦行（4分団）

　　　　　　　　　齊藤 健治（8分団）

内助功労感謝状　　仲田 洋子

勤続章　　飯田 喜治（団本部）

功績章　　鈴木 肇（2分団）

精績章　　石井 幸一（6分団）

特別功労章　　　　石井 伸和（団本部）

内助功労感謝状　　石井 真理子

永年勤続功労章　　川上 昭彦（7分団）

　　　　　　　　　浅海 高信（3分団）

内助功労感謝状　　川上 恵美

　　　　　　　　　浅海 奈津子

問商工振興課☎445・1240

問議会事務局☎445・1191

後期基本計画第4次実施計画（補正版）を
策定しました
後期基本計画第4次実施計画（補正版）を
策定しました

行財政運営❶シリーズ 行財政運営❶シリーズ

　3月20日に県青葉の森公園芸術文化ホールで第69回千

葉県消防大会が開催され、地域の安全と安心を守るために

活動している消防団員およびその家族が表彰されました

（敬称略）。

5月から「通年議会」が始まります

問企画政策室☎445・1073

　議会改革の推進を図るため、会期をおお

むね１年間とする「通年議会」を導入します。

　毎年5月に市長が定例会を招集

し、議会が会期を決定します。会

期は毎年5月から翌年4月までを

基本とし、会期中は、年4回（6月・

9月・12月・翌年3月）開かれる定

例の会議で、議案などの審議や一

般質問を行います。この他、必要

に応じて臨時に会議を開きます。

●議会が長期間にわたり活動能

　力を有することで、議会機能の

　充実・強化を図り、大規模災害

　時などの緊急時でも迅速に対

　応できる体制が整えられます

●二元代表制の観点から議会の

　判断で本会議を開催する権利

　が確保できます

　出店初心者大歓迎♪気軽な気持ちで出店してみませんか？詳しくは、

「しんかまにぎわい広場」ホームページをご覧ください。

　　　　4月28日、5月26日、6月23日、10月27日、11月24日、

32年3月22日の各（日）10時〜15時

　　　日額500円

　　　　申込書類に記入して、希望する開催日の10日前まで（必着）に

商工振興課ゆ〒273-0195／窓口（市役所2階）

　飲食業・小売業などを1日から出店できます（年末年始を除く12時〜23時）。

　　　●月額18,000円　●日額1,500円　※お試し出店無料（１回）

　　　　申込書類に記入して、希望する開催日の15日前まで（必着）に

商工振興課ゆ〒273-0195／窓口

議会の活性化・議会改革を目指して

通年議会の目的 通年議会の流れ

　23〜32年度の10年間における、市のまちづくりの基本的な方向性

を示した計画です。将来都市像である「緑とふれあいのあるふるさと 

鎌ケ谷」を目指し、四つの重点政策「福祉」「教育」「安全･安心」「魅力あ

るまちづくり」を定めています。

　この計画では施策ごとに「ねらい（めざす姿）」を掲げており、市では

その実現のために、さまざまな取り組みを行っています。

　後期基本計画で掲げた「ねらい」を実現するために、31〜32年度の2

年間に実施する具体的な取り組みを示したものです。

市ホームページ・情報公開コーナー（市役所3階）・各コミュニティセン

ター・各児童センター・まなびぃプラザ・学習センター（各公民館）・図書

館本館

閲覧場所

「しんかまにぎわい広場」
ホームページ

464新京成線　　　　
　
　

交番

しんかま
にぎわい広場

北総線新
鎌
ケ
谷
駅

↑

ショッピング
センター

ショッピング
センター

千葉県知事表彰 日本消防協会長表彰

千葉県消防協会長表彰

ひとり親家庭を応援します

　　ひとり親家庭の母親または父親で、20歳未満の子どもを扶養してい

て、児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準の人

　　いずれも、講座受講・入校前に、こども総合相談室へ相談が必要です

自立支援教育訓練給付金

　雇用保険法による指定教育訓練講座（介護職員初任者研修講座・医療事

務講座など）を受講し、修了した人に支給します。

　　　受講費用の60％（20万円以内）

高等職業訓練促進給付金

　就職に有利な資格（看護師・准看護師・介護福祉士・保育士など）を取得する

ため、養成機関において1年以上修業する人に支給します（通信制を含む）。

　　　　修業期間の全期間（上限3年）

　　　１カ月当たり70，500円(非課税世帯の場合は100,000円)

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

　ひとり親家庭の父母や子ども（20歳未満）が、高等学校

卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合、講座

修了時と認定試験合格時に受講費用の一部を支給します。

　　　●講座の受講修了時に受講費用の20％

　　　●認定試験合格時に受講費用の40％（合計15万円以内）

問こども総合相談室☎445・1349

対象

注意

支給期間

支給額

支給額

支給額

就業支援

問消防本部警防課☎444・3235

　市民公益活動団体が市内の地域で抱える課題の解決のために実施する活動に

対し、補助金を交付します。

対象構成員が5人以上で、市内に活動場所または事務所などを有する団体

※市民活動推進センターへの団体登録が必要です

補助額対象経費の80％以内

※団体が単独で実施する場合は上限30万円、他の団体・

　自治会・市などと協働で実施する場合は上限50万円

審査方法書類審査・ヒアリング

申し込み4月26日（金）までに、市民活動推進課へ電話連絡(☎445・1274)の上、

窓口（市役所１階）へ必要書類を持参

※詳しくは、同課窓口・市ホームページで配布する募集要項を参照

〇傾聴ボランティア養成講座の開催

〇軽度認知障害の早期診断・対応のための医師とのネットワークづくり

〇学生と市内企業が一緒に商品開発

市民活動応援補助金31年度

問市民活動推進課☎445・1274

市民公益活動に対して補助金を交付します

こんな事業に補助金を交付しました

「後期基本計画」とは？「後期基本計画」とは？

「第4次実施計画（補正版）」とは？
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　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上

時4月20日（土）●9時〜12時＝市民

向け　●9時〜13時＝一定頻度者向け

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(お持ちの場合)

申中央消防署☎444・3222

問消防本部警防課

☎440・8125

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ

対市内在住・在勤・在学の人

時5月〜32年4月（7・8・1月を除く）

の第2・4（火）18時〜20時（全18回）

所東部学習センター

定5人（申込先着順）

月2,000円

師表千家不白流の細川宗畢さん

申はがきに住所・氏名・電話番号を記

入して、4月15日（月）まで（必着）に市

茶道協会 細川ゆ〒273-0105鎌ケ

谷6-1-3／ｆ444・9214

問同協会 細川☎444・9214

茶道教室（初歩）

対申請する業種で1年以上の実績が

ある、市内に本店のある法人または、

市内に住所を有し市内で営業している

個人事業者

※市競争入札参加資格審査申請をし

　ている場合は対象外

　　　　　　6月1日（土）から2年間

申4月5日（金）から契約管財課（市役

所3階）で配布する申請書に記入して、

4月26日（金）までに同課へ提出

問同課☎445・1090

簡易修繕・工事業務登録制度
31・32年度分参加資格申請を受け付け

　下図の事業認可区間（        ）約

280mは、県が事業主体となり事業を

行っていますが、この事業期間を31年

3月末から36年3月末までに延伸しま

した。

　事業期間延伸についての関係図書

は、道路河川整備課窓口（市役所4階）

で縦覧できます。

問同課☎445・1435

都市計画道路３・４・５号船橋我孫子
バイパス線の事業期間を延伸

　4月20日（土）始発から構内通路が

切り替わります。改札口やホームの変

更はありません。詳しくは、駅の掲示

物をご覧になるか、駅係員にお尋ねく

ださい。

問新京成電鉄（株）連立事業課

☎047・389・9985

新京成線連続立体交差事業に伴い
新鎌ケ谷駅構内通路を変更します

　32年度の小学校入学に向けて、特

別支援学級などの学習の場について

説明します。

対32年4月に小学校に入学する子ど

もの保護者

時4月23日（火）10時30分〜12時

所総合福祉保健センター6階

問指導室☎445・1518

32年度特別支援学級等制度説明会

　市では、市税・使用料・手数料などの

収納業務を次の事業者などに委託し

ています（【 】内は担当課）。

収納業務の委託先

●市税（固定資産税・都市計画税、軽自

　動車税、個人市・県民税）・国民健康

　保険料・後期高齢者医療保険料（5

　月7日から）・介護保険料（5月7日か

　ら）＝（株）エヌ・ティ・ティ・データ

　【収税課・保険年金課・高齢者支援課】

●し尿処理手数料＝鎌ケ谷市清掃事

　業協同組合【クリーン推進課】

●病後児保育利用料＝（医）木下会【幼

　児保育課】

●放置自転車等移送保管手数料＝常

　陸警備保障（株）【道路河川管理課】

●市制記念公園児童用電気自動車使

　用料＝（公社）鎌ケ谷市シルバー人材

　センター【公園緑地課】

31年度 市税などの収納業務委託先

　建物を安心して利用するため、屋内

消火栓設備・スプリンクラー設備・自

動火災報知設備が未設置である建物

を公表する「違反対象物公表制度」が

4月1日から開始されました。

　違反のある建物の名称・所在地・違

反内容を市ホームページおよび消防

本部・各消防署で閲覧できます。

　　　　●不特定多数の人が利用する

建物（飲食店・物品販売店・ホテルなど）

●1人で避難することが困難な人が利

用する建物（病院・福祉施設など）

問消防本部予防課☎444・3272

違反対象物の公表制度が始まりました情報ひろば
講座・講演

お知らせ・相談

カイヅカイブキ スカイロケット

名産の梨を赤星病から守りましょう
市内ではビャクシン属の植栽は禁止されています

市国際交流協会 外国語講座

　鎌ケ谷市は県内屈指の梨の産地として知られ、品質も栽培農家の努力

により全国的に高い評価を得ています。しかし、梨は病害虫に弱く、特に

赤星病が発生すると壊滅的な被害を受けてしまいます。

市内全域でのビャクシン類の植栽・保有を禁止しています

　ビャクシン類が梨園の半径約2km以内にあると、必ずといってよいほ

ど赤星病にかかります。赤星病にかかると、梨の葉が次第に枯れていき、

壊滅的な被害を受けてしまいます。

主なビャクシン類

ハイネズ・カイヅカイブキ・タマイ

ブキ・シンパク・スカイロケット・

一部のコニファーなど

資格有効期間

対象建物

　所有する土地や家屋の評価が適正

であるかを判断するため、土地価格等

縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿

を閲覧できます。

対市内にある土地・家屋の固定資産税

納税者

　　　　5月7日（火）まで

　　　　課税課窓口（市役所2階）

持●本人確認書類（運転免許証・縦覧

　　の対象となる納税通知書など）

　●印鑑　

　●委任状（委任を受けた場合）

　●メモ用紙など

注プライバシー保護の観点から、所有

以外の評価内容について説明できま

せん

問同課☎445･1104／

☎445･1105

31年度固定資産税の縦覧

縦覧期間
縦覧場所

子ども英会話講座「スマイリーキッズ」

　　小学生

　　5月25日〜32年3月14日の原則毎

週（土）でクラスごとに次の時間で実施予

定（全30回）

●低学年クラス＝9時30分〜10時20分

●中学年クラス＝10時30分〜11時20分

●高学年クラス＝11時30分〜12時20分

　　まなびぃプラザ

　　各15人程度（多数抽選）

　　年間25,500円（会員割引あり。テキ

スト代・保険料などは別途）

　　　　往復はがきに「スマイリーキッズ

申し込み」と、住所・氏名（ふりがな）・電話

番号・Eメールアドレス・学校名・学年・会

員番号（会員の場合）と返信宛先を記入し

て、4月19日（金）まで（必着）に市国際交

流協会ゆ〒273‒0101富岡1‒1‒3

対象

場所
定員
費用

日時

申し込み

外国語研修講座

　　市内在住・在勤・在学で高校生以上の人

　　下表参照（いずれも全30回の予定）

　　各20人（多数抽選）

　　　　往復はがきに「外国語研修講座」と、住所・氏名（ふりが

な）・電話番号・会員番号（会員の場合）と希望するコース名（併願

の場合は、第1・第2希望を併記）、返信宛先を記入して、4月19日

（金）まで（必着）に市国際交流協会ゆ〒273‒0101富岡1‒1‒3

対象

定員
申し込み

日程

Progress English講座

　　働きながら学ぶ人や学生のための中

級講座

　　5月24日〜32年3月6日の原則月2

回（金）19時20分〜20時50分（全20回）

　　まなびぃプラザ

　　15人（多数抽選）

　　年間20,000円（会員割引あり。テキ

スト代・保険料などは別途）

　　　 往復はがきに「Pro g r e s s  

English申し込み」と、住所・氏名（ふりが

な）・年齢・電話番号・Eメールアドレス・会

員番号（会員の場合）と返信宛先を記入し

て、5月11日（土）まで（必着）に市国際交

流協会ゆ〒273‒0101富岡1‒1‒3

申し込み

場所
定員
費用

日時

内容

英語初級

英語中級

韓国語入門

韓国語会話

中国語

5月21日〜32年3月10日の毎週(火)

13時〜14時30分（90分）

日 時コース 場 所 年間受講料

5月21日〜32年3月10日の毎週(火)

14時40分〜16時10分(90分)

5月21日〜32年3月10日の毎週(火)

9時〜10時30分(90分)

5月21日〜32年3月10日の毎週(火)

10時30分〜12時(90分)

5月13日〜32年3月23日の毎週(月)

10時〜11時30分(90分)

まなびぃ

プラザ

中央

公民館

24,000円

(テキスト

代別途)

共通事項

　　定員に満たない講座は中止になる場合があります
その他(祝)、夏休み・正月休みは、休講の場合あり

問（月）・（水）・（土）の各9時〜12時・13時〜16時に市国際交流協会☎442・1860／

ｍmain@kifa.gr.jp

注意

問農業振興課☎445・1233
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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

　「ふれあいサービス」とは、高齢者や

障がい者、産前産後の世帯へ家事援助

などのサービスをボランティア（有償）

で提供する在宅福祉サービスです。次

の研修会終了後に会員登録ができます。

　「たすけあい活動」に参加しませんか？

研修会

時4月9日（火）13時30分〜15時30

分、6月27日（木）10時〜12時、7月

19日（金）10時〜14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

対小学校3年生以上（初心者歓迎）

時4月27日、5月11日、6月15日、7月

6日の各（土）10時〜11時30分（全4回）

所粟野児童センター

定12人（申込先着順）

他まなびぃ100対象

申同センター

☎441・7066／窓口

こども体験教室「卓球体験」

対市内在住の応募日現在18歳以上

（高校生を除く）で、年4回程度開催す

る会議に出席できる人

　　7月1日〜33年3月31日（予定）

定2人　　　会議1回6,800円

他会議中の保育あり

申作文「男女共同参画社会を実現する

ために（800字程度）」と、住所・氏名・

生年月日・性別・電話番号を記入、顔

写真を貼付して、5月10日（金）まで

（必着）に男女共同参画室ゆ〒273-

0195／窓口（市役所1階）へ持参

問同室☎445・1277

市男女共同参画計画策定委員会委員

対次の要件を全て満たす人

●年2回程度開催する会議に出席できる

●市内在住で応募日現在20歳以上

●同保険の被保険者で、保険料を完納

　している

●任期中に75歳に到達しない

　　7月1日から3年間

定1人　　　会議１回6,800円

申作文「国民健康保険についての意見

（800字程度）」と、住所・氏名・生年月

日・性別・電話番号・職業・学識・経験

などを記入して、4月22日（月）まで

（必着）に保険年金課ゆ〒273-0195／

ｆ445・1400／ｍkokuhokyufu

@city.kamagaya.chiba.jp／窓口

（市役所1階）へ持参

他書類選考後、面接を実施

問同課☎445・1204

市国民健康保険事業の運営に関する
協議会委員

市民ソフトボール大会（一般男子）

さくらんぼぐみ　

対0〜2歳程度

時4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4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4月14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4月13日（土）15時〜15時30分

小学生のためのおはなし会

　赤ちゃんの時から本への関心を呼び覚まし、そ

の後の読書活動につなげていくため、利用登録を

する際に希望者に次の4点をプレゼントします。

①利用者カード（シール付き）

②としょかんパスポート（借りた本を記録できます）

③赤ちゃんがいる人向け利用案内

④赤ちゃん絵本リスト

対2歳以下の子ども（隣接5市を含む）

所図書館本館・分館

赤ちゃんの利用登録をして絵本を借りよう！
〜4月2日（火）から登録セットをプレゼント〜

対小学生(保護者同伴であれば5歳から可）

時4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4月2日（火）10時以降に図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「五月かざりをつくろう！」

イベント

-〜対 時 所 内 定 入 月 年 費

師 持 保 他 終 始 注 申 問さ-〜☎ｆ ｍ ゆ

対市内在住・在勤・在学の人

時4月20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4月18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

服装

対市内在住・在勤の人で構成された

チーム

時4月28日（日）8時30分から（予備

日5月5日（日））

所東野少年野球場

費１チーム3,000円（当日持参）

申4月12日（金）17時までに文化・ス

ポーツ課窓口（市役所5階）（申込時に、

チーム名、全員の住所・氏名・電話番

号・背番号を記入）

他代表者は、4月13日（土）19時から東

部学習センターで行う抽選会に要出席

問レディースソフトボール連盟 瀬間

☎090・5800・7536

市民ソフトボール大会（一般女子）

スポーツ募集

任期

　春いっぱいの粟野の森を、全身で味

わってみませんか？

　　4月7日・21日の各（日）9時30分

粟野コミュニティセンター集合〜12

時（大雨時は室内）

定各20人（申込先着順）

費100円

申粟野の森の会 小出☎090・6309・

4379

春の植物観察会

日程

報酬

①有資格職員（幼稚園教諭・保育士）

　　　　子育てサロンでの相談など

　　　　週2〜4日程度(シフト制)で8

時30分〜16時30分(うち休憩1時間)

　　　　子育て支援センター

　　時給1,150円(交通費支給)

②無資格職員

　　　　窓口対応・事務・遊びの指導

　　　　週1〜2日程度(シフト制)で8

時45分〜17時15分(うち休憩１時間)

　　　　南児童センター

　　時給940円(交通費支給)

共通事項

　　決まり次第〜32年3月31日(勤

務状況により変更あり)

他見学歓迎

申4月12日(金)までに希望するセン

ターに写真を貼った履歴書を持参

問①＝子育て支援センター☎441・

　　　 8905

  ②＝南児童センター☎438・5040

児童センター職員（非常勤）

任期

賃金

勤務日時
業務内容

勤務場所

賃金

勤務日時
業務内容

勤務場所

任期
報酬

        10時〜21時に、まなびぃプラザ☎446・1111／

　　　　窓口またはｍsyogaisuisin@city.kamagaya.

　　　　chiba.jp

申し込み

まなびぃプラザ パソコン講座

日 時 費 用 持ち物

ー
エクセルＭＯＳ対策講
座についての説明会

4月14日(日)13：30から
エクセル
ＭＯＳ対策 説明会

講座番号・講座名

パソコンの基本的な操
作と文字入力

4月24日（水）〜26日(金)
の各9：30〜12：30

無料

1,500円
ＵＳＢ
メモリー

1 パソコン入門

内 容

 Eメール

日程など
場所 定員
講師

注意

その他

　　　　下表参照　　　市内在住・在勤・在学の人

　　まなびぃプラザ3階 研修室2　　　各26人（申込先着順）

　　まなびぃパソコン普及会

　　　●Windows10、Office2016を使用します

　　　●まなびぃ100対象

　　　●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

　　車での来館はご遠慮ください

対象

　近年、使い捨てライターによるごみ収集車の発火事故や、刃物類で収集作業員が

けがをしそうになった事例が報告されています。危険・有害物類を安全に回収す

るために、ごみの出し方にご注意ください。 

安全にごみを回収するために

危険・有害物類の　　　　　　　にご注意を

　他の燃やさないごみと分け、それぞ

れ中身の見える袋に種類ごとに入れ

て、ごみの種類（「ライター」「乾電池」）

を袋に書いてください。

※使い捨てライターは、ガスを

　使い切ってください

　刃先を紙などで包み、他の

燃やさないごみと分け、中身

の見える袋に入れて、「刃物

類」と袋に書いてください。

　割れないよう紙などで包み、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）。

※割れている場合は他の

　蛍光管と分けてください

　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。

蛍 光 管

水銀体温計・水銀血圧計刃 物 類

使い捨てライター・乾電池

ごみの出し方

問クリーン推進課☎445・1223

対市内在住・在勤の人（高校生可）で構

成されたチーム

時5月5日・12日の各（日）8時30分か

ら（予備日6月16日（日））

所東野少年野球場

費１チーム3,000円

申4月12日（金）17時までに参加費を

持参して、文化・スポーツ課窓口（市役

所5階）（申込時に、チーム名、全員の

住所・氏名・電話番号・背番号を記入）

他代表者は、4月20日（土）19時から

東初富公民館で行う抽選会に要出席

問一般男子ソフトボール連盟 藤平

☎090・3210・6308
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　　　　　  　 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
会員募集 催しなど

医療機関

秋元病院(初富)

アクロスモール新鎌ケ谷クリニック

いそのクリニック(南鎌ケ谷)

飯ヶ谷内科クリニック(東道野辺)

石川整形外科クリニック(道野辺中央)

大石内科胃腸科医院(東初富)

片桐内科医院(道野辺)

かのう内科クリニック(道野辺中央)

かまがや診療所(東中沢)

鎌ケ谷整形外科・内科(南初富)

鎌ケ谷総合病院(初富)

くぬぎ山内科医院

くぬぎ山ファミリークリニック

さいきクリニック（東道野辺）

庄司内科医院(富岡)

電話番号

　446・8100

　401・1171

　498・5500

　445・8881

　441・8818

　498・5700

　446・2000

　446・7122

　446・3611

　444・2236

　498・8111

047・388・5931

047・712・1511

　439・3929

　445・9855

医療機関

白戸胃腸科外科(初富)

新鎌ケ谷駅前クリニック

新鎌ケ谷北口クリニック

仁愛医院(道野辺中央)

第２北総病院(初富)

東邦鎌谷病院(粟野)

中川内科胃腸科クリニック(道野辺本町)

のむらファミリークリニック(新鎌ケ谷)

初富内科医院(初富本町)

初富保健病院

原沢外科内科整形外科(鎌ケ谷)

まこと医院(東道野辺)

三田医院(右京塚)

みちのべクリニック(東道野辺)

道野辺診療所

電話番号

445・8001

441・3336

401・3376

442・0515

445・5552

445・6411

498・6661

401・3611

468・8103

442・0811

443・8226

489・1899

444・7122

446・5957

446・3307

▶①第3回大江戸散策　②第4回大江戸散策
対高校生以上時①＝4月6日（土）9時30分日比谷

線小伝馬町駅集合　②＝5月4日（土）9時30分南

北線赤羽岩淵駅集合定各60人（申込先着順）費保

険料など800円申歴史たんぽ 楠窪☎445・5197

▶無料太極拳教室
対初心者時4月8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

▶おもてなし料理レッスン
調理実習（持ち帰り有り）。対成人時4月14日（日）

15時から所粟野コミュニティセンター定5人（申

込先着順）費食材費5,000円申和食シェフの料理

講習会 種田☎090・4539・7105

▶レクダンスの体験教室
対成人時4月9日（火）10時〜12時所中央公民館

定若干名申レクダンスひまわりの会 上田☎444・

4169

▶はじめよう太極拳「太極拳入門講座」
簡化24式太極拳。時4月8日・15日・22日、5月6

日・13日・20日・27日の各（月）10時〜12時（全7

回）所東初富公民館定4・5人（申込先着順）費1回

500円（4月8日のみ無料）申和太極拳サークル 山

本☎090・4707・7417

▶エスポアール
ヨガ。対女性時毎週（木）13時30分〜15時所くぬ

ぎ山コミュニティセンター定5人入1,000円

月2,400円申上田☎047・392・5046

▶習字 梨香会
時第1〜3（土）13時〜16時所東部学習センター

定5人入1,000円月3,000円申田中☎090・

4549・1257

▶シンプルライフ
英会話。対高校生以上時月3回（土）19時〜21時

所東部学習センター入1,000円月2,500円申西

川☎090・7811・7783

▶木苺の会
俳句。対50歳以上時第2（木）13時〜16時所中央

公民館定5人入1,000円月1,000円申黒木

☎443・1234

▶吟瑛会
詩吟。時第1・3（木）12時30分〜15時30分所中央

公民館定若干名入1,000円月2,000円費月額

500円申平山☎090・2542・8930

▶鎌ケ谷ハイキング会
時定例会議は第1（土）10時〜12時所中央公民館

定10人程度年1,000円費保険料など年齢に応じ

て1,200〜1,850円申斉藤☎445・9321

▶手打ち蕎麦を楽しむ会
時第2（日）10時〜13時所南部公民館定2人費1回

2,000円申小西☎443・9423

▶鎌ケ谷将棋クラブ天狗会
時毎週（火）13時〜17時所南部公民館費1回100

円申塚田☎442・0854

▶雅び着付会
対女性時第1・3（木）14時〜16時所鎌ケ谷コ

ミュニティセンター定5人月2,000円申小山

☎444・6432

▶楽しいヨガ
対成人時毎週（木）19時30分〜21時所鎌ケ谷コ

ミュニティセンター定5人入1,000円月1,500円

（7月・12月は別途1,000円）申石塚☎447・8504

▶鎌ケ谷ゆる体操教室
体を緩めて解す体操。対中高年の人時第1・3（水）

11時10分〜12時10分所鎌ケ谷コミュニティセン

ター定若干名入1,000円月1,500円費随時

1,000円申麻野☎090・7843・6120

▶ヨーガ友の会
時第1〜3（水）9時30分〜11時所鎌ケ谷コミュニ

ティセンター定若干名入1,000円月2,200円

申河上☎443・6634

▶きらり太極拳クラブ
時毎週（土）13時〜16時所南初富コミュニティセ

ンター定若干名入1,000円月2,000円他体験あ

り申山本☎446・0605

▶鎌ケ谷将棋クラブ
対初心者可時毎週（日）13時〜17時所南初富コ

ミュニティセンター月500円費1回100円申高橋

☎090・2908・2874

▶駅前笑話会マージャンクラブ
対60歳以上（初心者歓迎）時毎週（日）13時〜17時

所道野辺中央コミュニティセンター定16人月500

円申木下☎080・3461・3059

高齢者肺炎球菌  予防接種

　　過去に肺炎球菌ワクチンを一度も接種し

たことがない、次のいずれかに該当する市民

①昭和30年4月1日以前に生まれた

②満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸

　器の疾患またはヒト免疫不全ウイルスによ

　る免疫機能の障がいがあり、このいずれか

　で身体障害者手帳1級を所持している

　　　　右表参照

※やむを得ない事情で他の医療機関での接

　種を希望する人は接種前にお問い合わせく

　ださい

　　　詳しくは個別通知をご覧ください（対象

者の①には送付済み）

※②は個別通知していないため、健康増進課

　へお問い合わせください

その他

接種場所

対象

問●診療時間・予約など＝各医療機関

　●その他＝健康増進課☎445・1390
65歳以上が対象

どうぶつふれあい方教室
ファイターズ鎌ケ谷スタジアムin

　ペットを連れて野球観戦ができる「わくわくどうぶつデー」に併せて、

ペットとの生活をより豊かなものにするポイントを、県動物愛護センター

の専門職員がモデル犬と楽しく実演します。

　　4月13日（土）10時15分〜11時15分

　　ファイターズ鎌ケ谷スタジアム 芝生広場

注意野球観戦は有料です

問環境課☎445・1229

場所
日時

無料
祝日などのごみの収集・自己搬入

●初小＝1日(月)　　　　●南部小＝4日(木)　　　●道小＝8日(月)

●中部小＝10日(水)　　●鎌小＝12日(金)　　　●北部小＝15日(月)

●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

4月の有価物回収

　4月末から始まる大型連休中のごみの収集・自己搬入については、

広報かまがや4月15日号でお知らせします。

：利用者のみ

利

利

ペット
同伴可
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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

Welcome Baby School
（パパママ教室）
内①生活・子育て情報編「妊婦体操・

　　出産の準備」

　②食事編「プレママクッキング」

　③歯の健康編「歯科健診・虫歯

　　予防」

　④出産・育児編「沐浴実習・妊婦疑

　　似体験」

対初めてお母さんになる人（妊娠5カ

月以上を推奨。第2子以降を妊娠中の

人は要相談。④は両親での参加可）

時①＝4月10日（水）9時15分〜12時

　②＝5月8日（水）9時15分〜12時

　③＝5月16日（木）13時15分〜15時

　　　30分

　④＝6月22日（土）9時15分〜12時

（各回15分前から受け付け。全4回。1

回から参加可）

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1393

予防しよう！生活習慣病
〜延ばそう健康寿命！〜

内●簡単脳トレ(鎌ケ谷学習療法普

　　及会協力)　

　●簡単柔軟性チェック　

　●柔道整復師による歩き方講座

　●お酒・タバコ・食事についての講座

　●理学療法士によるストレッチ講座

時4月28日（日）14時〜16時30分

所中央公民館

申（一社）鎌ケ谷青年会議所ｆ401・

5503／ｍtakekuri1981@gmail.com

問同会議所 竹内☎080・5379・

6541

高齢者よい歯のコンクール
　歯科医師が口腔（こうくう）内を診

査し、認定者には認定証を授与しま

す。また、優秀者には表彰状の授与を

行い、県のコンクールへ推薦します。

対80歳以上（昭和14年4月1日以前

に生まれた人）で、自分の歯（かぶせ

た歯・差し歯も可）が20本以上あり、

過去に参加したことがない人

時5月30日（木）13時30分〜15時

所総合福祉保健センター3階

申4月26日（金）までに☎445・1394

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4月25日（木）10時〜11時30分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

栄養士による個別相談
時●4月5日（金）・8日（月）の各9時〜

　　12時

　●4月16日（火）・23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（申込先着順）

申☎445・1546

31年度人間ドック等の費用を助成

広報かまがや
4月15日号は
14日（日）に発行

　40歳以上の国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者

に、特定健康診査の代わりに受検した人間ドック等の費用の自己負

担額の2分の1（上限15，000円）を助成します（年齢は32年3月末

時点）。

　　　　6月1日（土）〜12月31日（火）に受検する人間ドック等

　　●助成には、特定健康診査の項目に加え、胸部エックス線検査な

　　　どが検査内容に含まれている必要があります

　　●内容にがん検診（胸部・胃・大腸・乳・子宮）が含まれる場合は、

　　　健康増進課が実施する各種検診と重複しないよう、調整をお

　　　願いします

　　　　5月15日（水）から受け付け

※詳しくは、広報かまがや5月15日号をご覧ください

問●国民健康保険加入者＝保険年金課☎445・1418

　●後期高齢者医療制度加入者＝保険年金課☎445・1207

　●がん検診について＝健康増進課☎445・1390

　広報かまがやは、主に新聞折り込みにより皆さん

にお届けしていますが、次回発行日の4月15日（月）

は新聞休刊日のため、14日（日）に発行します。

問広報広聴室☎445・1088

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

思春期相談（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　 ※2予

精神障がい相談 予

知的障がい相談予

　：1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：場所は予約時にお知らせ　※2：HIV検査のみ即日通知　　　　　　　　　　　　　　●南初富・北中沢・道野辺中央・粟野＝6日（土）※・7日（日）・20日（土）※・21日（日）　※：利用申し込

みの受け付けのみ実施　　　　　　　　　　　●中央＝30日（火）　●北中沢・粟野＝6日（土）・7日（日）・20日（土）・21日（日）　●南＝13日（土）9時〜13時、30日（火）

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

①③＝まなびぃプラザ　②＝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／まつど地域若者サポート

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）※1

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷

☎445・1240

市役所2階／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

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（予約優先）

就職相談

（39歳以下向け）

予

主な施設の
休み

※4月末から始まる大型連休中の施設の休みについては、広報かまがや4月15日号でお知らせします

●各コミュニティセンター＝下部欄外　●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週

（火）、29日（月）　●南部・北部公民館＝6日（土）・7日（日）・20日（土）・21日（日）　●図書館＝毎週

（月）（29日を除く）、26日（金）　●郷土資料館＝毎週（月）、30日（火）

!4月のお知らせ

15日（月）13時〜15時

10日（水）10時〜12時

15日（月）13時〜16時

25日（木）13時〜16時

11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

16日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

2日・9日・16日・23日の

各（火）13時〜17時
①18日（木）18時〜20時30分

②21日（日）13時〜15時30分

③23日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

9日（火）13時30分から

24日（水）14時から

9日（火）13時〜15時

12日（金）9時30分から

10日（水）９時30分から

23日（火）９時から

毎週（月）〜（金）９時〜17時

17日（水）9時30分〜10時30分

注意
助成対象

申し込み

6月1日以降に受検した人間ドック等が対象

～抗体検査が必要です～

問健康増進課☎445・1390 

　風しんワクチンまたはＭＲ（麻しん・風しん混合）ワクチンの費用を

助成します。

　　妊娠を希望する女性とその夫（未婚を含む）または妊婦の夫（未

婚を含む）で、風しん抗体検査で抗体価が十分でない※と判断された人 

※：HI法32倍未満、EIA法IgG8.0未満

　　　　　　4月1日〜32年3月31日

　　　　32年4月30日まで

　　　●風しんワクチン＝3,000円まで

　　　●ＭＲワクチン＝5,000円まで

※助成は1人1回。申請による償還払い

次の男性に抗体検査・ワクチン接種の無料クーポン券を送付します
　風しん抗体検査を行い、抗体価が十分でないと判断された人にＭＲ

（麻しん・風しん混合）ワクチンの接種をします。

　　昭和37年4月2日〜54年4月1日生まれの男性（今年度は昭和

47年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの人にクーポン券を送付します）

　　　　4月1日〜34年3月31日

対象

対象

接種期間

申請期限
対象接種期間

大人の風しん予防接種費用を助成します

助成額

各児童センターの休み

各コミュニティセンターの休み

平成31年（2019年）4月1日号広報広報 健康・福祉・4 月のお知らせ 7



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）4月1日号

住民基本台帳人口      109,975人（前月比+14）

男　54,355人　女　55,620人

世帯数　 49,355世帯（前月比+66）

〔31.3.1現在〕

今年は2カ月連続開
催！

　要介護状態の高齢者を

自宅で介護している皆さ

ん、悩みを相談できる人が

身近にいますか？

　リフレッシュや仲間づく

り、情報交換を目的に、介

護している人たちが集う場

です。看護師による血圧測

定や健康相談も行います。

    右表参照

   総合福祉保健センター

他

       市社会福祉協議会

☎444・2231

問高齢者支援課☎445・

1384

元気っ子ゼミナール　募集元気っ子ゼミナール　募集

女性のためのパソコンおしごと準備講座 ～パソコン検定3級を取得しよう～

    テキスト代2，160円

    ITサポートありのみスタッフ

    あり（要申込）

       A4用紙（縦）に住所・氏名（ふりが

な）・年代・電話番号・応募の動機（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、5月7日（火）までに男女共同参画

推進センター窓口に持参（選考結果は、5月10

日（金）までに連絡します）

　パソコン検定3級を取得して、就職に役立つ

スキルを身に付けたいと考えている女性のた

めの講座です。

    右表参照（全8回。時間はいずれも9時30

分〜12時30分）

    市内在住で、出産や結婚などで退職した

が再就職をしたいと考えている女性

    まなびぃプラザ3階 研修室1・2

    20人

●3級取得に向けてのウォーミングアップ　●Word入門

Word 1・2

コンピュータの知識・ネットワーク

Excel入門

Excel 1

Excel 2

お仕事発展講座

模擬試験　Q＆A

5/18(土)

5/22(水)

5/29(水)

6/5(水)

6/12(水)

6/15(土)

6/26(水)

5/15(水)

日にち 内　容

介護体験などの意見交換

詐欺被害寸劇

バスハイク

軽体操

手工芸①

調理実習

軽スポーツ

手工芸②

クリスマスコンサート

新年交流会

手工芸③

健康講演会

4/11（木）

5/15（水）

6/14（金）

7/16（火）

8/22（木）

9/12（木）

10/21（月）

11/15（金）

12/18（水）

1/21（火）

2/13（木）

3/9（月）

日にち 内　容

開講式、自己紹介、かるた

ウォークラリー（鎌ケ谷史跡めぐり）

カレー作り、野外活動

宿泊研修
（国立那須甲子青少年自然の家（福島県））

冒険プログラム
（班ごとに博物館などの見学）

城づくり、レクリエーション

壁新聞作り、お菓子作り、閉講式

5/12（日）9:30〜15:001

2

3

4

5

6

7

6/16（日）9:30〜15:00

7/14（日）9:30〜15:00

8/24（土）〜26日（月）※

10/20（日）※

11/17（日）9:30〜15:00

12/15（日）9:30〜15:00

日　時 内　容

問男女共同参画室☎445・1277

今年の
テーマは「歴史」

　自然体験や学校外学習体験など、さま

ざまな体験活動を通して社会性を培う

とともに「生きる力」を身に付けます。

    下表参照（予定）

    市内在住の小学校4〜6年生

    40人（多数抽選）

    8,000円（第4回の宿泊費を含む。

第5回の交通費は別途）

    南部公民館 他

       はがき（1人1枚）に住所・氏名

（ふりがな）・学校名・学年・クラス・性別・

電話番号・緊急連絡先を記入して、4月

17日（水）まで（必着）に生涯学習推進課

「元気っ子ゼミナール係」ゆ〒273‐0101

富岡2-6-1

    第1回は保護者同伴

問生涯学習推進課☎498・6101

※：時間は
　 後日連絡

友だちを
いっぱい
つくろう！

　ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで婚活する「スタ婚」を開催します。

試合を観戦しながら、理想の相手に出会うチャンスです！

    ①5月11日（土）12時〜16時30分

    ②6月1日（土）12時〜16時30分

    20歳以上で独身の人

    ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

    各日男女合計80人程度（多数抽選）

    ●市内在住・在勤の人＝男性8,800円、女性4,800円

    ●その他＝男性12,800円、女性6,800円

        ①＝4月21日（日）まで　②＝5月12日（日）までにｕhttps://

www.mi-kklife.com/kamakon4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）北海道日本ハムファイターズ、（株）マリッジイノ

       ベーション（婚活生活）、鎌ケ谷市の共同企画によるイベントです

問企画政策室☎445・1073

プロ野球を見ながら
婚活パーティー

対象
場所
定員
費用

日時

申し込み

その他

日程
場所

申し込み

日程
対象

定員
費用

場所
申し込み

注意

日程

費用
講師
保育

対象

場所
定員

申し込み

介護者の
つどいに参加してみませんか？

在宅介護のリフレッシュに

女性の就職促進支援事業

応募フォーム

キャンプファイア
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