
調査対象

市内在住の18歳以上

の市民3,000人

有効回収数

調査概要

　定住意識は、「住み続けたい（永住したい＋当分の間、住みたい）」は一貫して

増加傾向で、本調査では71.5％と７割強を占めています。一方、「移転を考えて

いる（できれば移転したい＋移転する）」は平成25年と同率で12.3％です。

　住みよさ意識は、「住みよい（住みよい＋まあ住みよい）」は一貫して増加傾向

で、本調査では56.3％で５割台半ばを占めています。一方、「住みにくい（やや住

みにくい＋住みにくい）」は一貫して減少傾向にあり、本調査では12.6％です。

　鎌ケ谷らしさを感じさせるものは、「名産の梨や梨

ワインなどのふるさと産品」が39.6％で最も高く、約

4割を占めており、次いで「ファイターズタウン鎌ケ

谷」（29.2％）、「交通の便のよさ」（27.8％）、「豊かな

自然」（20.3％）と続いています。

感じさせるものは「名産の梨や梨ワインなど
のふるさと産品」が39.6％で最多

　子育て環境を整備するために必要な施策は、「子どもの医療費助成などの経

済的支援の充実」が48.3％で最も高く、5割弱を占めており、次いで「一時保

育、延長保育などの多様な保育サービスの充実」（39.0％）、「待機児童解消に

向けた保育サービスの拡充」（38.8％）と続いています。

必要とされる施策は「子どもの医療費助成
などの経済的支援の充実」が48.3％で最多

永住したい 当分の間、住みたい できれば移転したい 移転する わからない 無回答
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【経年変化】 単位：％

通報できない理由は、「通報してよい状態かどう
か分からない」が81.5％で最多

　小・中学校における教育環境の充実に必要な施策は、「いじめや不登校等へ

の対応」が54.1％で最も高く、5割台半ばを占めており、次いで「児童生徒に合

わせた、きめ細かな指導の充実（少人数教育指導教員・きらり先生など）」

（41.5％）、「道徳教育の充実」（36.7％）と続いています。

必要とされる施策は「いじめや不登校等への対応」
が54.1％で最多

　児童虐待を受けている子どもを見つけたとき、市役所や児童相談所、警察な

どに「通報できる」は54.5％で５割台半ばを占めており、次いで「分からない」

（40.4％）、「通報できない」（3.8％）と続いています。

　なお、「分からない」、「通報できない」と回答した理由は、「通報してよい状態

かどうか分からない」が81.5％で最も高く、8割強を占めています。

問広報広聴室
　☎445・1088
問広報広聴室
　☎445・1088

単位：％【経年変化】 

住みよい まあ住みよい 普通 やや住みにくい 住みにくい 無回答

14.114.1 31.231.2 36.536.5 12.612.6 4.44.4
1.21.2

13.813.8 38.438.4 30.830.8 10.010.0 3.43.4
3.63.6

15.815.8 40.540.5 28.528.5 8.38.3 4.34.3
2.52.5

平成30年

平成25年

平成20年

「住み続けたい」は71.5％に増加 「住みよい」は56.3％に増加

　市の施策・サービスへの満足度が高い項目は、「ごみ・し尿処理対策」、「消

防力の充実」、「新しい市街地の整備」と続いており、今後の重要度が高い項目

は、「道路の整備」、「保健・医療の充実」、「地震などの防災対策」と続いています。

　なお、現在の満足度が低く、さらに今後の重要度が高いとされた施策・サー

ビスは、「道路の整備」、「魅力ある商店街づくり」、「駅周辺の整備」、「交通安

全対策」、「既成市街地の整備・再開発」などとなっています。

今後の重要度が高いとされた施策は
「道路の整備」、「保健・医療の充実」など

「鎌ケ谷市に住み続けたい」が「鎌ケ谷市に住み続けたい」が

鎌ケ谷らしさ

教育環境

子育て環境

定住意識 住みよさ意識

市の施策・サービスの

満足度・重要度

　市政についての不満が「特にない人」は39.2％で最も高く、約4割を占めて

おり、不満が「ある人」の23.6％を上回っています。

不満が「特にない人」は39.2％市政についての

不満の有無

森谷 宏 議長 中村 潤一 副議長

児童虐待

71.5％71.5％
　市民意識調査は、市民の皆さんの声を今後のまちづくりに反映させることを

目的に、5年ごとに実施しています。

　昨年8月に実施した市民意識調査の結果がまとまりましたので、主な結果に

ついてお知らせします。

※全ての調査結果は、情報公開コーナー（市役所3階）、まなびぃプラザ、図書館、市ホーム

　ページで閲覧できます

※回答率は、数値の四捨五入による端数処理や複数回答を可とする場合に、合計が100％と

　ならないことがあります

市議会 新議長・新副議長を選出しました

　5月21日に開催された

「令和元年鎌ケ谷市議会定

例会令和元年5月会議」で、

議長に森谷 宏氏（61歳・3

期目）、副議長に中村 潤一

氏（64歳・2期目）がそれぞ

れ選出されました。

問議会事務局☎445・1191

1,729件(57.6％)

市民意識調査結果の報告
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　第38回東葛飾支部消防操法大会が6月30日（日）（予備日：7月7

日（日））に、流山スポーツフィールドで開催され、鎌ケ谷市代表とし

て消防団第3分団（中沢地区）が出場します。

　入賞を目指して、仕事を終えた夜間に第四中学校校庭で厳しい訓

練に励んでいる消防団第3分団に声援をお願いします。

※消防操法大会とは、消防団員によるポンプ車操法の技術やタイム

　を競い合うものです

指揮者　大野 将司

１番員　野﨑 人義

２番員　浅海 祐樹

３番員　大野 達也

４番員　飯田 裕樹

東葛飾支部消防操法
大会に第3分団が出場！

試験日 ●第一次試験＝7月28日（日）

　　　●第二次試験＝8月下旬

試験区分など下表参照

受験案内・申込書人事室窓口（市役所3階）および市ホームページで配布

申し込み必要書類を6月5日（水）〜19日（水）（消印有効）に、人事室窓口

（（土）・（日）を除く9時〜17時）に持参／ゆ〒273-0195

問人事室☎445・1057

社会福祉士

試験区分 受験資格 予定人員

若干名

精神保健福祉士

市職員採用試験令和元年10月1日採用

　公共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、次の施設の指定管理者を募集します。

　詳しくは募集要項をご覧ください。

指定期間令和2年4月1日〜令和7年3月31日

応募資格 コミュニティセンターに類する施設におけ

る管理業務の実績を有する法人または団体

募集要項 6月3日（月）〜14日（金）の各9時〜17時に

市民活動推進課（市役所１階）窓口で配布

申し込み 7月8日（月）〜16日（火）に同課窓口へ提出

問市民活動推進課☎445・1252

施設概要浴場・プール・トレーニングルーム など

主な業務●施設の運営　●施設設備の維持管理補修　

　　　 ●付加的サービスの提供 など

募集要項 6月11日(火)〜21日(金)の9時〜17時

（12時〜13時を除く）に柏・白井・鎌ケ谷環境衛生

組合窓口で配布

問柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合周辺整備室☎442・

4517

指定管理者を募集

令和元年度 特別会計予算の概要令和元年度 特別会計予算の概要行財政運営❸シリーズ 行財政運営❸シリーズ

昭和５4年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉
士の資格を有する人

昭和５4年４月２日以降に生まれた人で、精神保健
福祉士の資格を有する人

鎌ケ谷・南初富・道野辺中央コミュニティセンター

さわやかプラザ軽井沢

代表出場操作員（敬称略）

後期高齢者医療

　国民健康保険は、病気やけがのとき、安心して医療を受けられるよう、加入

者がそれぞれの収入額に応じて保険料を負担し、県への納付金などに充てる

制度で、自営業の人や社会保険に加入していない人約25,000人が加入して

います。医療費を抑えるためにも、生活習慣病を見直し、栄養・運動・休養をバ

ランスよくとり、定期的に健診を受けるなど、日頃から、健康管理にご注意く

ださい。

　昨年度予算と比較すると2億7,100万円（2.5%）減となっています。主な要

因は、国民健康保険の加入者が減少したことに伴い、保険給付費が減少した

ためです。

　特定の事業の収支を明確にするため、一般会計と区別している会計を特別会計

といいます。特別会計予算について詳しくは、市ホームページ、図書館（分館を含

む）、情報公開コーナー（市役所3階）にある「予算書」で見ることができます。

　後期高齢者医療制度は、75歳以上（65歳以上で一定の障がいがあり、認

定を受けた人を含む）の人を対象とする医療制度で、約15,000人が加入し

ています。市は保険料の徴収などを行い、県内の市町村で構成する「千葉県

後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。

　市が広域連合に納付する広域連合納付金は、医療費や高額療養費の支給

といった保険給付や、健康診査や人間ドック費用の助成といった保健事業

などの制度全体を維持するための財源となります。

　昨年度予算と比較すると4,600万円（3.6%）増となっています。主な要

因は、加入者の増加により予算規模が拡大したためです。

国民健康保険 問問保険年金課☎445・1204

問問保険年金課☎445・1207

問消防本部警防課

　☎444・3235

　結婚50年目に当たる金婚式を迎えるご夫婦へ、記念品を贈呈します。

対象 昭和44年9月1日〜45年8月31日の間に、結婚（入籍）した市内在住の

夫婦(44年8月31日以前に結婚し、過去に申請していない人も対象)

申し込み 7月31日（水）までに戸籍謄本（3カ月以内に交付されたもの）を持参

して、高齢者支援課窓口（総合福祉保健センター２階）

問高齢者支援課☎445・1375

（戸籍謄本の交付については市民課☎445・1187）

記念品を贈呈します

結婚50年目を迎えるご夫婦へ

公共下水道事業
　公共下水道は、家庭や事業所から出た汚水を下水道管に集め、終末処理

場できれいな水に変えて河川や海に放流するもので、私たちが衛生的で快

適な生活を営む上で欠かせない施設です。

　市の下水道普及率は、30年度末で約66%であり、今後も下水道の整備に

積極的に取り組んでいく必要があります。しかし、下水道の整備には多くの

費用と時間がかかるため、計画的に事業を行っています。

問問下水道課☎445・1474

特別会計 当初予算額 対前年度比

国民健康保険 105億 2,300万円 ▲2.5%

後期高齢者医療 13億 2,600万円 3.6%

公共下水道事業 23億 4,100 万円 11.1%

介護保険 72億 2,200 万円 2.4%

令和元年度 
特別会計予算

　介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度で、40歳以上の人

が保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部を支払って

介護サービスを利用できます。

　昨年度予算と比較すると1億6,600万円（2.4%）増となっています。主な

要因は、高齢化により介護サービスの利用者が増加したことに伴い、保険給

付費が増加したためです。

介護保険 問問高齢者支援課☎445・1380
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　商店や工場・病院などで、商品の売

買や各種証明に使う計量器は、計量法

により検査が義務付けられています。

定期検査

時6月17日（月）〜19日（水）の各10時

30分〜15時（12時〜13時を除く）

所総合福祉保健センター１階

持計量器・定期検査申請書・検査手数

料（「定期検査対象特定計量器調査

票」を参照）

注対象の計量器をお持ちで、定期検

査申請書が送付されていない場合は

お問い合わせください

問商工振興課☎445・1240

計量器（はかり）の定期検査
〜2年に1度の検査が必要です〜

　総務省では、電波を正しく利用して

もらうための周知・啓発活動、不法無

線局の取り締まりを強化します。

問●不法無線局による混信・妨害＝総務

    省関東総合通信局☎03・6238・

    1939

  ●テレビ・ラジオの受信障害＝同局

    ☎03・6238・1945

  ●地上デジタルテレビ放送の受信相

    談＝同局☎03・6238・1944

6月1日〜10日は電波利用環境保護
周知啓発強化期間

　中小企業・小規模事業者が抱える問

題の解決と夢の実現について、専門ス

タッフが無料で相談に応じます。

対県内の中小企業者・小規模事業者

時6月21日、9月20日、12月20日、

2年3月27日の各（金）10時〜16時

所市役所3階

申商工振興課☎445・1240

市役所内によろず支援拠点サテライト
相談所を開設

　二酸化炭素排出量の抑制や、電気

料金の削減、防犯灯の一元管理体制の

構築を目的として、2年度に市内の防

犯灯・道路照明灯約8,200灯をLED

化します。

　今年度は、既設防犯灯などの位置や

設備の調査のため、腕章を着用し身分

証明書を携帯した調査員が、写真撮影

などを行います。

問安全対策課☎445・1285

防犯灯・道路照明灯の管理・LED化の
推進に向けた調査にご協力を 　安心して暮らすためには、建築物が

安全であることが大切です。建築基準

法では、生命・健康・財産を保護するた

め、地震や火災などに対する安全性に

関する基準を定めています。現在所有

している建築物について建築士に相談

するなどして、日頃から点検を心掛け

ましょう。

建築物を新築や増改築などする際は

　建築確認申請書を提出し、確認済証

の交付を受けてから工事に着手してく

ださい。工事完了後は、検査済証の交付

を受けるため、完了検査申請書を提出

し完了検査を受ける必要があります。

問建築住宅課☎445・1466

建築物の完了検査、受けていますか？

　税理士が無料で相談に応じます。

時6月13日・27日、7月11日・25日、8

月22日、9月12日・26日、10月10日・

24日、11月14日・28日、12月12日、2

年1月23日、2月13日・27日、3月12日

の各（木）10時〜12時、13時〜15時

所松戸商工会館

問県税理士会松戸支部 税務支援セ

ンター☎047・366・2174

税金の問題で困ったときは…

情報ひろば
お知らせ・相談

人と猫にやさしい地域を目指して

飼い主のいない猫の
不妊・去勢手術費を助成（前期分）

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、市では人も猫も住みやすい環境で共生することができる

「人と猫にやさしい地域」を目指し、不妊・去勢手術費を助成します。

    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

●猫を保護し、指定された動物病院で不妊・去勢手術を受けさせ、元の場所へ

　戻せる

●不妊・去勢手術後も猫を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

※猫は、市内に生息している飼い主のいない猫に限る

       予算額（前期分）に達するまで（申込先着順）

      事前に猫の頭数・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

　猫の捕獲方法や生態などについて困ったら、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」の永井秀明さん（みちのべ動物病院）、東尾直

樹さん（ひがしっぽ動物病院）が、専門的な見地からアドバイスします。相談を

希望する場合は、環境課へお問い合わせください。

　動物は、次のことに注意して飼いましょう。

●飼う前に、飼える環境かどうか家族でよく考え、責任を持って

　最後まで面倒をみましょう

●犬の放し飼いは禁止されています。散歩するときは、犬を制御

　できる人が短い引き綱で行いましょう。また、しつけや訓練を

　して、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑を掛け

　たりしないようにしましょう

●猫は屋内で飼いましょう。他人への迷惑を防止できる他、

　病気や交通事故などの危険から猫を守ることができます

●犬や猫に、公の場所や人の敷地内で排せつさせるような迷惑

　行為をさせないようにしましょう。犬や猫には、排せつ場所の

　しつけをすることができます

●生後91日を経過した犬を飼う場合、市に登録が必要です。ま

　た、犬猫合わせて10頭以上飼う場合は保健所に届け出が必

　要です

●災害時に、飼っている動物と同行避難できるよう準備をしま

　しょう

●適正に飼えない犬や猫を増やさないため、不妊・去勢措置を

　しましょう

問●習志野健康福祉センター☎475・5151

　●県動物愛護センター東葛飾支所☎04・7191・0050

　本調査は、国内全ての事業所の活動

状態などを明らかにすることを目的に

行われます。

　　　　6月から調査員証を携帯した

調査員が事業所・企業の活動状態を

外観などで確認します。新たに把握し

た事業所などには調査票を配布しま

すので、郵送またはパソコン・スマート

フォンから回答してください

問行政室☎445・1056

「経済センサス-基礎調査」にご協力を

調査方法

　柏レイソル選手会から、チケットが

寄贈されました。この機会に柏レイソ

ルの試合を観戦してみませんか？

対市内在住で、小学校4〜6年生の子

どもがいる家庭

　　対ヴァンフォーレ甲府（7月7日

（日）19時から、三協フロンテア柏スタ

ジアムで）

定6組（2人1組。多数抽選）

申はがき（1組につき1枚）に「Ｊリーグ

観戦チケット応募」と住所・保護者氏

名・電話番号、児童の氏名・学校名・学

年を記入して、6月14日（金）まで（必

着）にこども支援課ゆ〒273-0195

※チケットの発送をもって当選発表と

　します

問同課☎445・1320

小学校高学年の子どもがいる家庭へ
Ｊリーグ観戦チケットをプレゼント

試合

6 月は「
動物の正しい飼い方推進月間」

動物を適切に飼いましょう

鎌ケ谷市

●板谷動物病院　

●イトウペットクリニック　

●西原動物病院　

●みちのべ動物病院　

●ひがしっぽ動物病院

●くらした動物病院

柏市

●京葉動物保護協会動物診療所

船橋市

●さきがおか動物病院　

●三咲動物病院　

●中村動物病院

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

対象

助成件数
その他

　教科書を手に取って見てみませんか？

誰でも閲覧できます。

時6月14日（金）〜27日（木）の各9時〜

16時30分

所図書館本館

※休館日も開催

問指導室☎445・1518

教科書展示会

飼い主のいない猫について      に応じます相
談
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児童手当・特例給付
現況届　の提出はお早めに現況届

　児童手当・特例給付の受給者は、引き続き受給要件を満たしているかを

審査するため、現況届を提出する必要があります。提出書類など詳しくは、

受給者の皆さんに送付した案内をご覧ください。

　　　　6月28日（金）まで（消印有効）に、原則として返信用封筒（送付し

た案内に同封）で郵送

　　現況届の提出がない場合は、6月分以降の支払いが差し止めになります

問こども支援課☎445・1325

注意

提出方法

くずし字にチャレンジ！
鎌ケ谷古文書講座（中級）

        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

定員
費用

場所

講師

注意

その他
持ち物

エクセル夜間講座（申込番号　）

　Excelの応用を学びます。

　　市内在住・在勤・在学でExcel基本操作ができる人

　　6月17日(月)〜20日(木)の各19時〜21時（全4回）

　　まなびぃプラザ3階 研修室2

　　26人（申込先着順）

　　2,000円（返金不可）

　　まなびぃパソコン普及会　　　　USBメモリー

　　　●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

　くずし字の判読とともに、古文書に記され

た内容の背景なども解説します。

　　市内在住・在勤・在学の人

　　6月21日、7月19日、8月9日、9月27日、

10月18日の各(金)13時30分〜15時30分

　　図書館本館3階 集会室

　　30人（申込先着順）

　　　まなびぃ100対象

　　　　郷土資料館☎445・1030／ｆ443・

4502

内里山活動に関する講座（全6回）

所県内各地　

定25人（申込先着順）

費8,000円

他詳しくはNPO法人ちば里山セン

ターホームページを参照

申6月20日（木）までに同センター

ｍinfo@chiba-satoyama.net

問同センター☎0438・62・8895

ちば里山カレッジ
「森を知ろう・森に学ぼう」

情報ひろば

内心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど

対中学生以上

時6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）

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

　防火管理者として必要な資格を取得

します。

時7月9日（火）・10日（水）の各9時50

分から（9時20分から受け付け。全2回）

所まなびぃプラザ

定70人（申込先着順）

費7,500円

他詳しくは（一財）日本防火・防災協会

ホームページを参照

注公共交通機関でお越しください

申消防本部・各消防署で配布する申込

書に記入して、6月10日(月)・11日

(火)の9時〜12時・13時〜16時に県

消防設備協会ｆ043・223・6610

問●県消防設備協会☎043・306・

　　3871

　●消防本部予防課☎444・3273

甲種防火管理 新規講習会
対市内在住の60歳以上で、シルバー

人材センターでの就業意欲がある人

時6月18日（火）・19日（水）の各9時

30分〜15時（全2回）

所社会福祉センター

定15人（申込先着順）

申6月3日（月）9時以降にシルバー人

材センター事務局窓口

問シルバー人材センター☎443・4145

「除草・刈り払い機」技能講習会

対市内在住で60歳以上の人

時6月20日・27日、7月11日・25日の

各（木）13時30分〜16時（全4回）

所社会福祉センター

定20人（新規受講者優先）

費1,000円

師市陶芸クラブの川上昇さん

持タオル・手拭い・筆記用具・メモ帳

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・性別・電話番号を記入して、

6月10日（月）まで（必着）に同セン

ター「陶芸教室係」ゆ〒273-0121初

富802-116

問同センター☎444・0121

陶芸（初級）講座

　一般廃棄物の減量および適正な処

理に関する事項などについて調査・審

議します。

対次の要件を全て満たす人

●年2回程度の審議会に出席できる

●市内在住で、応募日現在満20歳以上

　　7月25日〜3年7月24日

定2人　　　1日6,800円

申作文「家庭のごみ又はし尿・生活排水

（公共下水道を除く）の減量及び適正

な処理」（800字程度）と、住所・氏名・

性別・生年月日・電話番号・職業・自ら

の学識・経験および所属団体などを記

入した書面を6月21日（金）まで（必

着）にクリーン推進課窓口／ゆ〒273-

0195／ｆ445・1400／ｍkurin-kei

kaku@city.kamagaya.chiba.jp

他●選任された場合、氏名が公表され

　　ます

　●応募書類は返却しません

問同課☎445・1222

廃棄物減量等推進審議会委員

　東葛飾教育事務所管内（鎌ケ谷・松

戸・柏・野田・流山・我孫子市）の小・中

学校に勤務を希望する講師を募集し

ています。

申県教育庁東葛飾教育事務所に電話

連絡の上、面談日を予約

他詳しくは県ホームページを参照

登録会を開催します

時6月26日(水)9時30分から（9時か

ら受け付け）

所東葛飾合同庁舎6階（松戸市）

問同事務所☎047・361・2124

小・中学校の先生（講師）

　各種統計調査で調査票の配布・回

収・整理などをする調査員を募集しま

す。特に令和2年には、国勢調査実施

のため、多くの調査員の協力が必要で

す。詳しくは、お問い合わせください。

問行政室☎445・1056

統計調査員

6

募集

　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。

対創業予定者または創業して間もな

い人

時7月6日・13日・20日・27日の各

（土）10時〜16時

所浦安市中央公民館

定30人（申込先着順）

申県信用保証協会ホームページ／

☎047・311・5001

無料創業プラン作成スクール

講座・講演
任期

報酬

◀
こ
の
字
は
な
ん
と
読
む
で
し
ょ
う
？

 Eメール

今から始めよう！終活セミナー
～私のため、家族のため～

※いずれも13時30分〜15時30分(１日のみの参加可)

日にち

7/2(火)

7/8(月)

7/18(木)

7/24(水)
くぬぎ山ファミリークリニック医師の細田亮さん

在宅でみる終末期医療

市・社会福祉協議会職員

知って納得！介護保険と社会福祉協議会

千葉県支部相談役司法書士の酒井伸明さん

(公社)成年後見センター・リーガルサポート

普通の人が要注意！相続と遺言の落とし穴

(一社)日本エンディングサポート協会理事長の佐々木悦子さん

私のために、家族のために 〜エンディングノートの書き方〜

講 師

内 容

対象

場所
定員

申し込み
その他

日時

答え　右：道野辺村
　　　左：佐津間村

　元気な今こそできる準備があります。一緒に考えてみませんか？

　　下表参照

　　総合福祉保健センター6階

　　　　●高齢者支援課☎445・1384

　　　　●市社会福祉協議会☎444・2231／ｆ446・4545

場所
日程

申し込み

佐々木悦子さん
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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

家庭で楽しむ絵本の講座

さくらんぼぐみ　

対0〜2歳程度

時6月12日・26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6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6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6月8日（土）15時〜15時30分

小学生のためのおはなし会

内ロープ遊び（綱渡り・ブランコ）、竹

馬、バンブーダンス、ものづくりなど

対小学生（3年生以下は保護者同伴）

時6月9日・30日の各（日）11時〜15時

所市制記念公園

子どもたち大集合！
あそびのプレーパーク

問●雨天時の開催可否＝

　　開催日の9時以降に

　　同公園管理事務所

　　☎445・0285

　●その他＝こども支援

　　課☎445・1320

内自衛隊の艦艇一般公開、装備品展示

など

時6月8日（土）・9日（日）

所京葉食品コンビナート（船橋市）

他詳しくは、自衛隊千葉地方協力本部

ホームページをご覧ください

問同本部☎043・251・7151

マリンフェスタ2019
in FUNABASHI

対既婚または35歳以上の未婚の女性

で構成されたチーム

時6月30日（日）9時から

所福太郎アリーナ

費1チーム3,000円

申6月14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）

問同課☎445・1531

家庭婦人バレーボール（9人制）
前期市民大会

　お茶を飲みながら、英語で軽いお

しゃべりを楽しみませんか？

時6月23日（日)13時30分〜15時30

分（13時15分から受け付け）

所総合福祉保健センター6階

定30人（申込先着順）

費800円（会員割引あり）

申（月）・（水）・（土）の各9時〜12時・

13時〜16時に市国際交流協会☎442・

1860／ｍevent@kifa.gr.jp

第1回英会話サロン
〜部屋に一歩入ればそこは英語の世界〜

対県大会レベルの成績などがあり、次

のいずれかの条件を満たす人

●4月30日以前に鎌ケ谷市に住民登

　録して、引き続き居住している

●県内に居住していて、市内の小・中

　学校を卒業した

時8月26日（月）〜10月27日（日）

　　●夏季＝水泳・ヨット・ボート

　　●秋季＝バレーボール（男子）・体

　　　操・相撲・ハンドボール・ボクシン

　　　グ・フェンシング・レスリング・ラ

　　　イフル射撃・クレー射撃・銃剣道・

　　　自転車・山岳・ホッケー・ウエイト

　　　リフティング・なぎなた・馬術・

　　　カヌー

他最近の成績などにより市体育協会

が選考します

申大会の成績などを持参して、6月19

日（水）までに文化・スポーツ課窓口

（市役所5階）

問同課☎445・1531

第69回千葉県民体育大会
夏季・秋季大会

　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6月15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

「おもちゃの病院」がやってくる！

時6月23日（日）13時〜17時

所中央公民館

定30人

費600円（当日持参）

師徳江雅子さん

持はさみ・待ち針・メジャー

申市国際文化交流会 太田☎444・

5505

異文化交流の祭典 手毬づくり（初級）

　土の上のカーリングと呼ばれるペタ

ンクを基本から学びます。

時6月9日（日）9時30分〜12時（雨天

中止）

所五本松小学校 校庭

定20人（申込先着順）

費100円（当日持参）

申6月7日（金）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

　アメリカン方式、予選4ゲーム総トー

タルピンで競います（年齢・性別による

ハンディキャップ有り）。

対市内在住・在勤の人

時6月30(日)10時30分から（10時か

ら受け付け）

所ときわ平ボウリングセンター（松戸市）

費2,000円（当日持参）

申6月23日（日）までに同センター窓

口または、21日（金）までに文化・ス

ポーツ課☎445・1531

市民ボウリング大会

　バドミントン、バッゴー、インディア

カなどを楽しもう。

対市内在住・在勤・在学の人

時6月16日（日）13時〜15時30分

所道野辺小学校体育館

持飲み物・室内履き

問文化・スポーツ課☎445・1531

軽スポーツ

時6月7日（金）〜13日（木）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

問市絵画同好会 田中☎090・3314・

4104

第35回鎌美展（絵画の展示）

全国大会で
優秀な成績を収めました

市内小学生が全国で躍動！

　4月2日〜3日に駒沢オリンピック公園総

合運動場体育館（東京都）で行われた「第33

回ジュニアクイーンズカップレスリング選手

権大会」で、優秀な成績を収めた児童を紹介

します（敬称略）。

種目および結果

小学3、4年の部＋33㎏級 優勝　保坂樹奈

（道野辺小4年）　

問文化・スポーツ課☎445・1531

対小学生(保護者同伴であれば5歳から可）

時6月15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6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
「七夕かざりをつくろう！」

スポーツイベント

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。

折り畳み式お膳（2種類）

取りに来られる人に無料で。

問渡辺☎444・2310

ゆずります

種目

　読み聞かせの意義や絵本の選び方について学びま

す。おすすめの絵本の紹介もします。

　　6月30日（日）13時30分〜15時

　　図書館本館3階 集会室

　　20人(申込先着順）

　　図書館司書

　　未就学児、先着5人（6月15日（土）までに要申込）

　　　　6月1日(土）11時以降に図書館本館☎443・

4946

読み聞かせ で伝えましょう

絵本の楽しさ

保育

　1980年代に一世を風靡（ふうび）した人気コメ

ディシリーズの最新作。ニューヨークを舞台に

女性ばかりの幽霊退治人「ゴーストバスターズ」

の活躍を描く。

時6月22日（土）15時〜17時

シネマトーク付き上映会
映画「ゴーストバスターズ（吹き替え）」

所東部学習センター

定40人（申込先着順）

申6月1日（土）11時以降

に図書館本館へ電話

定員
講師

申し込み

日時
場所
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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



　　　　　  　 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

寄せられた善意

▶童謡・唱歌を楽しむ会
コーラス。対女性時第1・3・5（木）

10時〜12時所中央公民館定若干

名入1,000円月1,500円申藤吉

☎445・0340

▶ロンデ
社交ダンス。対初心者時月4回（月）

13時〜15時所北部公民館入1,000

円月3,000円申澁谷☎090・3451・

1580

▶アマビーレ
カラオケ。時第1・3（木）13時〜15時

所北部公民館入500円月800円

申澁谷☎090・3451・1580

▶カラオケ みよし会
カラオケ練習と親睦。時毎週（火）13

時〜16時所道野辺中央コミュニ

ティセンター定若干名入1,000円

月700円申竹内☎497・8730

会員募集催しなど
▶さあ、はじめよう地域活動！
　〜健康で輝く人生を送るために〜
時6月8日（土）11時30分〜12時30分所総合福祉保健セ

ンター6階師白井市職員の松岡正純さん問NPO法人ニッ

ポンアクティブライフクラブ ナルク東葛拠点 ありのみの

会 古河☎445・9619

▶無料太極拳教室（令和組）
対初心者時6月3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

▶フライパン パンレッスン
調理実習（持ち帰り有り）。対成人時6月15日（土）14時〜

17時所粟野コミュニティセンター定5人（申込先着順）

費5,000円申和食シェフの料理講習会 種田☎090・

4539・7105

▶講演会「心の生涯学習」
時6月16日（日）13時〜16時所総合福祉保健センター6

階定50人（申込先着順）申鎌ケ谷モラロジー事務所 佐藤

☎446・3850

▶好評の「マイバッグ作り」
傘生地を利用したマイバッグ作り。時6月15日（土）12時

45分〜16時所まなびぃプラザ定12人費200円申18

時以降にエコネットかまがや 小山☎443・4915

▶大人のための初夏語り
いろいろな国の昔話やおはなしの素語り。対中学生以上

時6月8日（土）10時30分から（10時15分開場）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

▶ヨガ体験
対成人女性時6月7日（金）10時〜11時30分所東部学習

センター定若干名（申込先着順）費500円申ヨガサークル 

nadi 平沼☎080・4057・1369

▶2019年度ロボット工作教室・説明会
説明会とロボットの展示・デモンストレーション。対小学校

4年生以上（成人可）時6月2日（日）16時〜18時所中央公

民館定12人程度他同教室は6月8日（土）から順次開催

申NPO法人かまがや地域情報の窓 川俣☎412・2580

▶第24回関東幼児レスリング大会
対未就学児時8月17日（土）9時30分〜12時30分所福太

郎アリーナ費1,000円申6月30日（日）までにNPO法人

全国少年少女レスリング連盟 小玉☎090・9325・8026

　たばこの煙が最初に通過する口は、喫煙

の悪影響が最初に貯留する器官です。たば

こを吸うことによって、歯や歯茎はどのよう

な影響を受けるのでしょうか。

歯周病にかかりやすくなる

　たばこに含まれるニコチンは、血流を悪く

し、歯茎に酸素や栄養を行き渡りにくくする

だけでなく、細菌から体を守る白血球など

の免疫細胞の働きを悪くし、病原菌に対す

る抵抗力を弱めるので、歯周病菌に感染し

やすくなります。

歯周病の発見を遅らせる

　ニコチンや一酸化炭素には血管を収縮さ

せる作用があり、出血や腫れなどの症状が

現れにくく、歯周病が進行していても気付か

ぬうちに悪化していることがあります。

着色・口臭の原因となる

　喫煙で歯茎にメラニン色素が沈着して黒

ずんでしまったり、ニコチンとタールが口臭

の原因になったりします。唾液分泌量が低

下することも口臭につながります。

がんの危険性が高まる

　たばこを吸わない健康な人と比べると、口

腔がんに罹患（りかん）するリスクが約2.4

倍に増加するという研究結果が出ています。

　たばこは、吸っている本人のみでなく、副

流煙を吸ってしまう周りの人たちにも影響

を与えます。自分と周りの大切な人の健康

のために、喫煙について考えてみてください。

健康増進課

たばこが口腔(こうくう)内に
及ぼす影響

●鎌ケ谷巧業株式会社からひとり親家庭

　への支援のために、ファイターズ鎌ケ谷

　スタジアムで行われる北海道日本ハム

　ファイターズのホームゲームのチケットを

（財政室）

ご存じですか？“たばこ”の新ルール

多くの人が利用する施設は原則として禁煙に

　他人のたばこの煙（蒸気を含む）を吸ってしまう「受動喫煙」を防止するため、

健康増進法が改正されました。

問健康増進課☎445・1405

未成年者は受動喫煙による健康への影響が大きいため、2年4月1日から喫煙可能エリ

アに立ち入ることができなくなります！

●保護者は未成年者を連れて入ってはいけない

●施設管理者などは、客・従業員を含め未成年者を立ち入らせてはいけない

●未成年者は、喫煙可能な部屋で働いたり入ったりしてはいけない

●あおい海 桜を愛でる会から社会福祉

　のために7,277円を

●鎌ケ谷吹奏楽団から社会福祉のために

　18,444円を

（社会福祉課）

●花まつりをもっと身近にキャンペーンか

　ら福祉活動のために22,197円を

（市社会福祉協議会）

　学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁

舎などが敷地内禁煙になります。

　この法律は、下表のとおり3回に分けて段階的に施行されます。

なお、違反した場合は罰則があります。

　詳しくは、「なくそう！望まない受動喫煙。」ホームページ（右の二

次元コード）をご覧ください。

健康だより

第2段階

令和元年
7/1

第3段階

令和2年
4/1

　喫煙者は、周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮すること、特

に子どもや患者などのそばでは喫煙をしないよう配慮することが求

められるようになりました。

　事務所・工場・宿泊施設・飲食店（経営規模により経過措置あり）な

どを含む施設・機関で屋内全面禁煙となります。喫煙を認める場合

は、①「煙の流出防止措置がとられた専用室

を設置する」、②「店内喫煙可能と掲示し、未

成年の立ち入りを禁止する」のいずれかを選

択しなければいけません。
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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



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

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　 ※3予

精神障がい相談 予

知的障がい相談予

　：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　　　　　　　　　　　　　　●鎌ケ谷・南初富・道野辺中央＝3日（月）・24日（月）　●くぬぎ

山・北中沢・粟野＝24日（月） 　　　　　　　　　　●粟野＝8日（土）午前、24日（月）　●中央・南・くぬぎ山・北中沢＝24日（月）

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

習福

　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＝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

設なしねっと☎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）

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　 ※2予

女性のための相談　 ※2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

●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）　●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=28日（金）　●図書館＝

毎週（月）、28日（金）　●郷土資料館＝毎週（月）
!6月のお知らせ

17日（月）13時〜15時

12日（水）10時〜12時

17日（月）13時〜16時

27日（木）13時〜16時

3日（月）10時〜12時、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）13時30分から

26日（水）14時から

11日（火）13時〜15時

21日（金）13時30分から

12日（水）９時30分から

25日（火）９時から

毎週（月）〜（金）９時〜17時

各児童センターの休み

各コミュニティセンターの休み

●初小＝3日(月)　　 ●南部小＝6日(木)

●道小＝10日(月)　　●中部小＝12日(水)

●鎌小＝14日(金)　　●北部小＝17日(月)

●五小＝19日(水)　　●東部小＝24日(月)

●西部小＝27日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

6月の有価物回収

大人と子どもの虫歯予防

6月4日〜10日は 歯と口の健康週間

　一口に「虫歯」と言っても、子どもと大人では

なりやすい部位が異なります。

大人

露出した歯根

　歯茎が下がってくると、柔らかい歯の根の部

分が露出してきます。歯の根は、虫歯になりや

すい部位です（根面う蝕）。

治療した歯

　一度治療して詰め物やかぶせ物がある場

合、年数が経つにつれて歯と詰め物の間にず

れが生じ、その隙間や段差に汚れが残ること

で、虫歯になりやすくなります。

子ども

歯と歯茎の境目

　特に、上の前歯は、ジュースなどを頻繁に飲

んでいると、虫歯になりやすくなる部位です。

奥歯のかむ面の溝

　お菓子などが詰まりやすい部位です。

　歯の質を強くするためには、フッ素入りの歯

みがき剤を使用しましょう！また、歯みがき剤

を使用した後のうがいは少ない水で1回にす

ると、口の中にフッ素が残り、より虫歯予防効

果が期待できます。

問健康増進課☎445・1394

交通事故相談　 ※1予 21日（金）10時〜15時

6月19日、7月3日の各（水）

9時30分〜10時30分

内①第１部＝講演「IBDマネージメントの肝」

　②第２部＝患者同士の交流会

時6月29日（土）１3時〜１6時

所千葉市生涯学習センター

定80人　費500円（当日持参）

師杏林大学医学部消化器内科学教授の久松理一

さん

申詳しくは、ちばＩＢＤホームページを参照

問12時〜13時にちばＩＢＤ 竹井☎080・7203・

7872

第14回ちばＩＢＤ
潰瘍性大腸炎＆クローン病医療講演会

栄養士による個別相談
時6月3日（月）・27日（木）の各9時〜12時、6月

12日（水）・21日（金）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

　麻しんはかかると症状が重く、合併症を起こす

ことがあるため、2回接種を受けましょう。

対①1期＝1歳〜2歳未満

　②2期＝平成25年4月2日〜26年4月1日生まれ

　　②＝令和2年3月31日

問☎445・1390

早めに受けましょう
麻しん・風しん混合（ＭＲ）予防接種

内①妊娠中の生活・子育て情報編　②食事編　

③歯の健康編　④出産・育児編

対初めてお母さんになる妊婦（妊娠5カ月以上を

推奨。第2子以降の人は要相談）

※④は両親での参加可

時①＝6月17日（月）9時15分〜12時　②＝7月

3日（水）9時15分〜12時　③＝7月11日（木）13

時15分〜15時30分　④＝8月31日（土）9時15

分〜12時（いずれも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

Welcome Baby School　マタニティ教室

　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6月25日（火）10時〜11時30分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

離乳食教室「離乳中期（2回食）の食事について」

期限

時6月20日（木）9時30分〜11時30分

所総合福祉保健センター3階　

定50人

師市精神保健嘱託医の大塚芳克さん

　　未就学児（要申込）

他まなびぃ100対象

申6月14日（金）までに☎445・1405

精神保健学習会
「パニック障害、強迫性障害について」

保育

　　　　有効期間が

●9月30日までの人＝7月1日（月）〜31日（水）

●12月31日までの人＝7月1日（月）〜9月30日（月）

他窓口での集中受付日については、更新案内をご

確認ください

申必要書類を習志野健康福祉センターへ郵送

問同センター☎475・5153

特定医療費（指定難病）受給者証
更新手続き

更新期間

　　　　6月12日（水）〜7月22日（月）

　　　●習志野健康福祉センター＝6月は（月）〜

　　　　（金）、７月は（月）・（水）・（木）の各9時〜

　　　　12時（郵送可）

　　　●鎌ケ谷連絡所（総合福祉保健センター

　　　　4階）＝（月）〜（金）の各9時〜15時

問習志野健康福祉センター☎475・5153

小児慢性特定疾病医療受給者証
更新申請手続き
更新期間
提出先

令和元年（2019年）6月1日号広報広報 健康・福祉・6 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

令和元年（2019年）6月1日号

住民基本台帳人口      110,001人（前月比+51）

男　54,337人　女　55,664人

世帯数　 49,605世帯（前月比+137）

〔R1.5.1現在〕

8

一緒に演奏する弦楽器奏者を募集！

問市民会館☎441・3377問市民会館☎441・3377

    次の条件を全て満たす小学生以上の人

●募集楽器の演奏経験がある（プロ・アマチュア不問）

●練習日に原則2日以上参加できる

　▷9月21日（土）18時30分〜20時

　▷9月23日（月）18時〜19時30分

　▷9月27日（金）19時〜20時（リハーサル）

    保険料など800円

    楽器の貸し出しはしません

       きらりかまがやホームページ、市民会館・学習センター（各公民館）窓口で配布する申込書（チ

ラシ裏面）に記入して、7月15日（月）17時まで（必着）に市民会館へ持参／ファクス／Eメールで提出

KAMAGAYA KIRARI HALL

　本庄篤子（（公財）千葉交響楽団名誉コンサートマス

ター）主宰の「リマト室内合奏団」による、弦楽合奏のコ

ンサート。クラシック音楽や映画音楽をお届けします。

    9月28日（土）15時から（14時30分開場）

    きらりホール

    一般2,000円、小・中・高校生1,000円

    先着5人（要申込）

      全席指定、親子席（先

着8席、要申込）に限り未就

学児入場可

    本庄篤子さん、植草ひ

ろみさん 他
本庄篤子 植草ひろみ

日時

出演

場所
費用
保育
その他

対象

費用
注意
申し込み

バイオリン 14人

ビオラ 6人

チェロ 6人

コントラバス 3人

ヴィヴァルディの「四季」から映画音楽まで

　学校給食センターのミッション（調理員体験）と健康増進課の栄養士の話を聞きながら、

給食メニューをアレンジした簡単朝食の試食をしてみませんか？

    市内在住の小学生と保護者

    7月24日（水）9時20分、総合福祉保健センター入口前集合（市バスで移動）

    学校給食センター

    20組40人（多数抽選）

    保険代1人50円

      上履き

    小麦（表示義務・推奨27品目中）のアレルゲン

を含んだ試食があります。詳しくはお問い合わせく

ださい

       6月14日（金）までに、往復はがきに住所・

氏名・学校名・学年・電話番号を記入して、学校給食

センターゆ〒273-0131軽井沢2049-4または

ｍkyusyoku@city.kamagaya.chiba.jp

※Eメールで申し込んだ後、数日経っても受け取り

　確認メールがない場合はご連絡ください

問●試食について＝健康増進課☎445・1546

  ●その他＝給食管理室☎445・5640

☎441・3377

    〒273-0101富岡1-1-3

    https://www.kirari-kamagaya.jp

場所
URLKAMAGAYA 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

きらりかまがや第２回アーティスト発掘プロジェクト受賞者記念コンサート

　2月に開催した「きらりかまがや第2回アーティスト発掘プロジェクト」で「優秀賞」

「審査員特別賞」を受賞したアーティスト達による、記念コンサートを開催します。

    小学生以上      6月16日（日）14時開演（13時30分開場）     Trio Irisee、

金子綾 他　※都合により、審査員特別賞「み家」の出演は中止        全席指定

きらり☆シネマvol.13「探偵物語」

　早世した孤高の俳優「松田優作」と当時19歳のアイドル「薬師丸ひろ

子」が36年ぶりにスクリーンに帰ってくる。ドジな中年探偵とお嬢様女子

大生コンビが、本物の殺人事件に

巻き込まれて犯人探しに奔走す

るが…。

    8月3日（土）●10時から（9

時30分開場）　●14時から（13

時30分開場）      500円

    各回先着5人（要申込）

     ●全席指定　●親子席（8席。

要申込）に限り未就学児入場可

　大昔に生きた縄文人はどのような生活をしていたのでしょ

うか？火おこしや布づくりの体験や、本物の縄文土器に触れる

こともできます。

　　●縄文土器に触れる

　　●古代の布づくり（アンギ

      ン編み）体験

　　●火おこし体験

　　小学校6年生

※保護者の付き添い可。対象学

　年以外は応相談

　　6月16日（日）10時〜12時

　　図書館本館3階 集会室

　　30人（申込先着順）

　　保険料50円

　　動きやすく、汚れてもよい

もの

　　　 郷土資料館☎445・

1030／ｆ443・4502

それ行け
！

学校給食
センター

日時
対象

場所
定員
費用

注意
持ち物

申し込み

対象 日時 出演
その他

日時

費用
保育
その他

大むかしの人のくらしを体験しよう！6年生
対象

火おこし体験

郷土資料館子ども講座
「縄文人の生活ウォッチング」

内容

対象

日時
場所
定員
費用
服装

申し込み

募集楽器・人数
（多数選考）

ペットボトルを食材に

見立てた釜混ぜ体験

※夏休みの清掃・消毒前のため、

　特別に調理室へ入ることができます

優秀賞

Trio
Irisee

審査
員特別賞

金子綾

が出来るまでの

君は できるか？

を

ク リ ア

ミッ ショ ン

給 食
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