
　地震・津波などの災害やミサイル攻撃などの緊急情報を、人工衛星から瞬時

に伝達する全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の情報伝達試験を行います。防

災行政無線で次の試験放送を流します。

在宅障がい者向け各種手当のご利用を…3　　　　　「お化け屋敷」をプロデュース！ 出演者などを募集…4　　 　　北海道士幌町から交流団がやってきました！…4主な内容
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Ｊアラート全国一斉の
情報伝達試験を実施

　鎌ケ谷の特産品「ありのみ（梨の別名）」の季節となりました。今年も甘く

ておいしい梨が収穫され、直売所やスーパーの棚に並べられています。

　鎌ケ谷で梨が栽培され始めたのは江戸時代末期と言われます。鎌ケ谷

周辺の梨栽培は、江戸時代に八幡（現在の市川市八幡）の川上善六という人

が、美濃国大垣（現在の岐阜県大垣市）の梨の枝を譲り受けて栽培したの

が始まりです。梨を江戸へ出荷したところ好評を博し、栽培が鎌ケ谷を含

む周辺の村々に広がりました。

　鎌ケ谷の梨の歴史は150年以上も前から続くものですが、日本全体で

みればもっと古く『日本書紀』には7世紀末に持統天皇が「全国に桑・紵（か

らむし）・梨・栗・あおななどの草木を植えるよう勧めた」との記述もみられ

ます。梨は古代から日本人に愛されてきた果物です。

　その日本の梨は現在、香港、台湾、ベトナム、タイなどへ輸出されていま

す。鎌ケ谷産の梨も2016年にシンガポールとマレーシアに輸出されまし

た。翌年からはマレーシアに送られています。今年も9月にマレーシアに向

け豊水、新高、あきづきの3種類が各1トンずつ船で運ばれる予定です。

　毎年、現地のスーパーで試食販売を行っている鎌ケ谷市梨業組合の時田

將（すすむ）組合長は「試食した人からはジューシーでデリシャスだと好評。

今年も頑張って売ってくる」と張り切っています。

　南国の果物は、ドリアンやパパイヤなどのようになめらかな舌触りと濃

厚な甘さのものが多いようです。一方、シャキシャキした歯ごたえとさっぱ

りした甘さの梨は、現地の人には新鮮に感じられるでしょう。鎌ケ谷の梨

は「日本の味」として外国の人の舌も楽しませています。

対象●3歳児〜5歳児クラス

　　●0歳児〜2歳児クラスで住民税非課税

　　　世帯

注意給食費・延長保育料・教材費など、実費と

して徴収している費用は、引き続き保護者の

負担となります（これまで保育料に含まれて

いた場合も、保護者負担)。詳しくはお問い合

わせください

　保護者が支払った利用料について、申請に基づいて助成額を算出し、

保護者に給付します。

対象市内在住で、私立幼稚園※1に通う満3歳児以上の、保育の必要性が

あると認定された子ども※2

※1：市が預かり保育事業の確認を行っていない幼稚園は除く

※2：満3歳児（満3歳に達する日以後、最初の3月31日までの間）は住民

　　税非課税世帯のみ対象

助成額日額450円に利用日数をかけた金額か、実際に支払った費用の

うち、低い方の金額（月額上限11，300円。満3歳児は月額上限16，300円）

対象市内在住で、私立幼稚園に通う満3歳以上の子ども

上限額1カ月当たり25，700円まで

注意給食費・教材費・バス代・制服代など、実費として徴収している費用は、

無償化の対象外です。詳しくは市ホームページをご覧ください

納期限は9月2日（月）納期限は9月2日（月）
●市・県民税　　　　　  （第2期）

●国民健康保険料　　 　（第3期）

●介護保険料　　　　 　（第3期）

●後期高齢者医療保険料 （第2期）

※納付・納税は口座振替が便利です

※納期限を過ぎると延滞金がかかります

　市役所からの還付は、絶対に
ＡＴＭは使いません。不審に思った
ら、必ず市役所に確認しましょう。

ＡＴＭ
振り込め詐欺

ストップ!

（市魅力発信アドバイザー）

8月28日（水）
11時ごろ

①チャイム音
②「これは、テストです。」
　（3回繰り返し）
③「こちらは、
   防災かまがやです。」
④チャイム音

試
験
放
送

　9月以降に、在籍している幼稚園から配布される各申請書

に必要事項を記入して、幼稚園に提出（必要書類など詳しく

は、市ホームページをご覧ください）

　保育の必要性があることの認定が必要で

す。必ず事前に、市の認定を受けてください。

対象次の施設（事業）の利用者で、保育の必

要性があると認定された0〜5歳の未就学児

※0〜2歳の子どもは住民税非課税世帯のみ

　対象

●認可外保育施設（事業所内保育施設を含む）
●一時預かり事業　●病児保育事業
●ファミリー・サポート・センター事業
※認可保育所などに在園する子どもが併用

　する場合は対象外

上限額●3〜5歳の子ども＝1カ月当たり

　　　37,000円まで

　　　●0〜2歳の子ども＝1カ月当たり

　　　 42,000円まで

　市ホームページおよび幼児保育課

窓口（総合福祉保健センター2階）で

配布する申請書に記入して提出（必要

書類など詳しくは、市ホームページを

ご覧ください）

申し
込み

申し
込み

幼稚園 認可外保育施設等

（保育所(園)・小規模保育事業・認定こども園）
認可保育施設

メール・ツイッター・市ホームページにも
連動して試験送信

地域の子育てボランティア

日程●9月10日（火）9時30分〜12時＝市役所5階 501会議室

　　●9月17日（火）9時30分〜11時30分＝粟野コミュニティセンター2階

保育あり（要申込）

申し込み9月3日（火）までにファミリー・サポート・センター☎445・1354

研修

　保護者に代わって、通園・通学の引率や、その前後に自宅で子どもを預かる

提供会員を募集します。活動時間に応じて報酬が支給されます。

　次の全2回の研修を受けた後、会員登録を行います。

市ホームページ

ファミリー・サポート・センター
提供会員 募集

！！
申請受け付けが

9月から順次始まります
申請受け付けが

9月から順次始まります
幼児教育・保育の
無償化

！

　かまがや安心ｅメール（防災情報）、市公式

ツイッター、市ホームページトップページの

「緊急情報」欄でも同様に、Ｊアラートとの連

動機能を活用した試験送信を行います。

問幼児保育課

☎445・1363

無償化

問安全対策課☎445・1278

10月からスタート

通常の教育時間の保育料と入園料など 無償化

無償化、申請不要

助成預かり保育の利用料

　「保育の必要性がある」として認定

されるには、月60時間以上（1日4時

間以上かつ月15日以上）の就労など、

複数の条件があります。詳しくは、市

ホームページをご覧ください。

「保育の必要性の認定」について



情報ひろば

　高齢者の見守りや雇用促進などを

推進するため、（株）セブン-イレブン・

ジャパンが説明会を開催します。

内店舗での働き方の説明、個別相談

対60歳以上の人

時9月19日（木）14時〜15時30分

（13時40分から受け付け）

所市役所5階　定30人（申込先着順）

申（月）〜（金）の各9時30分〜17時

に、同社千葉地区事務所☎043・274・

6511

シニア従業員のお仕事説明会
in鎌ケ谷

時8月17日(土）13時〜16時(12時か

ら受け付け）

所京成ホテルミラマーレ ローズルー

ム（千葉市）

問県福祉人材センター☎043・222・

1294／ｆ043・222・0774

第2回 福祉のしごと就職フェア
inちば

　成年後見制度の内容や利用方法、遺

言書の書き方などの相談に応じます。

時8月29日(木）、9月10日（火）の各

10時〜15時(1人45分程度）

所総合福祉保健センター5階

　　　（公社）成年後見センター・リー

ガルサポートちば司法書士の福本隆

司さん

申市社会福祉協議会☎444・2231

専門家による成年後見・遺言個別相
談会 〜備えて安心・いざというとき
のために〜

相談員

　「勇気づけ」から始まる、家族の関係

づくりを学んでみませんか？

時9月15日（日）13時30分〜15時

（13時から受け付け）

所イオンモール千葉ニュータウン（印

西市）

定100人（申込先着順）

師（一社）日本支援助言士協会 理事

の鶴田恵美子さん

　　1歳以上の未就学児、先着6人（要

申込）

申8月30日（金）までに県男女共同参

画センター☎043・420・8411

 いいとこ探し”でいきいき家族
〜もっと☆ステキにコミュニケー
ション〜

　ソプラノ・テノールの歌、チェンバロによ

る古楽の演奏と、作曲者・曲についての話。

時8月31日（土）11時から

所かまがや木楽の家（初富本町）

定50人（申込先着順）

費3,000円

申同会 松岡☎443・0033

かまがや木楽の家 第13回コンサート
「魅惑の女性作曲家〜バルバラ・スト
ロッツィ 生誕400年記念〜」

時8月20日（火）10時から

所市役所地下　定5人

申都市政策室☎445・1422

第58回 都市計画審議会の傍聴

　震度5弱の地震発生を想定した避

難訓練を市内全小・中学校で行いま

す。1次・2次避難後、通学路の安全確

認をした上で下校を開始します。当日

は、保護者向けの緊急メールを配信

し、各学校のホームページで訓練状況

を掲載します。保護者、地域の皆さん

のご理解ご協力をお願いします。

時9月4日（水）14時〜16時ごろ

問学校教育課☎445・1141（内）469

市内小・中学校合同避難訓練に
ご協力を

　成年後見などに関する相談会。

時9月3日、10月1日の各（火）13時〜

15時30分

所喫茶「とまと・はうす」（総合福祉保

健センター2階）

定2人程度　費飲食代

問認定ＮＰＯ法人東葛市民後見人の

会鎌ケ谷支部 鈴木☎446・3317

鎌ケ谷後見相談サロン

　家計の収支状況など国民生活の実

態を明らかにするため、8月から身分

証明書を携帯した調査員が対象の家を

訪問します（個人情報は保護されます）。

問行政室☎445・1056

「2019年全国家計構造調査」に
ご協力を

対障害者手帳をお持ちの人

時8月29日（木）９時〜12時

所市役所1階

定3人(申込先着順)

申障害者就業・生活支援センターあか

ね園☎452・2718

障がいのある人の就労相談

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9月4日（水）・5日（木）（予備日6日

（金））の各9時30分〜15時（全2回）

所東初富公民館、市制記念公園

定15人（申込先着順）

申8月16日（金）9時以降にシルバー人

材センター事務局窓口

問同センター☎443・4145

「植木剪定」就業体験講習会

　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。

対未就学児とその父親

時8月24日（土）10時〜11時30分

所粟野児童センター

持着替え、タオル、飲み物

問同センター☎441・7066

パパと遊ぼう！パパサロン
〜たらいの水で遊ぼう（水遊び）〜

講座・講演

時8月24日（土）〜30日（金）の各9

時〜17時（初日は13時から、最終日は

15時まで）

所きらり鎌ケ谷市民会館ロビー

問同クラブ 加藤☎090・2410・1957

鎌ケ谷カメラクラブ写真展

お知らせ・相談

　よく耳にする「103万円」という年収の壁とは？働く上で知っておきたい税

金や社会保険制度の仕組みについて学びます。

　　市内在住の女性　

　　9月27日（金）10時〜12時

　　中央公民館　　　20人

　　1級ファイナンシャルプランニング技能士の熊谷明子さん

　　未就学児（9月20日（金）までに要申込）

申し込み氏名（ふりがな）・年代・性別・電話番号（保育希望者は併せて、子ど

もの氏名（ふりがな）・生年月日・性別）を記入して、男女共同参画推進セン

ターｆ401・0892／ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.jpまたは

☎401・0891

〜女性の働き方と税金・社会保険制度〜

対市内在住・在勤の18歳以上の中途

失聴者・難聴者、その家族・知人

時9月17日〜11月26日の毎週（火）

（10月22日を除く）13時30分〜15

時30分（全10回）

所市役所地下　

定20人（申込先着順）

費1,000円

申身体障がい者福祉センター☎445・

1543／ｆ 443・

2233

聞こえない・聞こえにくい人のための
手話講習会

　講師のデモンストレーションから毎

日の調理のヒントやこつをつかみま

しょう。おいしい試食もあります！

対乳幼児の親子

時9月19日（木）10時30分〜11時30分

所東部学習センター

定15組　

費500円（返金不可）

師日本料理専門調理技能士の種田

光明さん

　　先着15人（要申込）

申参加費を持参して南児童センター

窓口

問南児童センター

☎438・5040

食事会＆ミニ料理教室

　認知症を理解し、認知症の人やその

家族を見守り支援していくサポーター

を養成します。

※ボランティア活動を強制するもので

　はありません

対市内在住・在勤の人

時9月11日（水）10時〜11時30分

所総合福祉保健センター6階

定50人（申込先着順）

他まなびぃ100対象

申高齢者支援課☎445・1384

認知症サポーター養成講座

イベント

対既婚または35歳以上の未婚の女性

により構成されたチーム

時9月23日（月）9時から

所福太郎アリーナ

費1チーム3,000円

申9月6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）へ

問同課☎445・1531

家庭婦人バレーボール（9人制）
後期市民大会

対市内在住の人（初めての人歓迎）

時9月11日（水）9時20分から（9時か

ら受け付け。雨天時は25日（水））

所福太郎スタジアム

定200人（申込先着順）

費300円（当日持参）

申8月31日（土）17時までに、市グラウ

ンドゴルフ協会 牛込☎・ｆ445・1137

秋季市民グラウンドゴルフ大会

対未経験者・初級者（未就学児可）

時9月16日（月）●12時〜13時30分

　●13時50分〜15時20分

所オールサムズテニスクラブ鎌ケ谷

（丸山）

定各32人（申込先着順）

費300円（当日持参）

他●ラケットの貸し出しあり

　●雨天時の実施可否は当日11時に

　　決定

申同クラブ☎445・4904

テニスの日 テニス教室

スポーツ

保育

保育

保育

　弁護士・労働安全衛生管理者・ソー

シャルワーカーなどが応じます。

　　●8月31日（土）13時〜16時＝

　　　船橋市勤労市民センター　

　　●9月28日（土）13時〜16時＝

　　　千葉市中央コミュニティセンター

問千葉中央法律事務所☎043・225・

4567

労災職業病なんでも相談会

日程

◀
熊
谷
明
子
さ
ん

スマホで「広報かまがや」を配信中！
　無料のスマートフォン用アプリ「マチイロ」（（株）ホープが開

発・運営）を使うことで、広報かまがやを読むことができます。

　ダウンロード方法など詳しくは、マチイロホームページをご

覧ください。

注意通信料は利用者負担

問●アプリの機能について＝（株）ホープ

　　☎092・716・1404

　●その他＝広報広聴室☎445・1088
マチイロホームページ

女性のためのエンパワーメント講座

対象

場所 定員
講師

日時

お知らせ 令和元年（2019年）8月15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！



伝言板

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

　　　　　  　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

　　　　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

申し込み

まなびぃプラザ パソコン講座

 Eメール

日程
定員場所

講師

注意

その他
持ち物

　　市内在住・在勤・在学の人　　　　　　下表参照

　　まなびぃプラザ3階 研修室2　　　　26人（申込先着順）

　　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

　　　　　のみ8月26日（月）17時まで

　　車での来館はご遠慮ください

申込番号・講座名
内 容

　 ワード毎週連続講座(12日間)

Wordの基礎から応用まで

　 ワードでマウスアート

Wordの機能を使って絵を描きます

日 時

9/5〜11/21の毎週（木）
各13：30〜16：30

9/10(火)・11(水)の
各13：30〜16：30

6,000円
（返金不可）

費 用

1,000円
（返金不可）

対象

14

15

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当のご利用を

　障がいのある人の負担を軽減するため、次の手当を支給しています。なお、いずれも所得制限があります。

詳しくはお問い合わせください。　※支給額はいずれも31年4月時点

問障がい福祉課☎445・1305

在宅障がい者の皆さんへ

対男性17〜69歳、女性18〜69歳

（65歳以上の人は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

時9月2日（月）10時〜11時45分・

13時〜16時

所市役所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9月12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〜

地区健康相談
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

時所●8月21日（水）＝くぬぎ山コ

　　　ミュニティセンター　

　　●8月26日（月）＝総合福祉保  

　　　健センター3階

（各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

Welcome Baby School
（パパママ教室）
内沐浴実習・妊婦疑似体験

対初めてお父さん・お母さんになる

夫婦（1人での参加可。妊娠5カ月以

上を推奨。第2子以降の人は要相談）

時8月31日（土）9時15分〜12時

（9時から受け付け）

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1393

時9月1日（日）13時〜16時

所松戸市民劇場ホール

定300人（当日先着順）

師国立国際医療研究センターの考藤

達哉さん

問全国Ｂ型肝炎訴訟千葉弁護団

（弁護士法人房総法律千葉事務所内）

☎043・225・1461

医療講演会 「B型肝炎 〜知って
得する最新の治療〜」

　ちょっとした工夫で、無理なく減

塩を続けるこつを知ろう！

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（鶏肉のパリパリ焼き、

　　きのこのマヨネーズ炒め など）

　●汁物の塩分濃度測定

時9月6日（金）10時〜14時

所総合福祉保健センター3階

定15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

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

ワンコイン！おいしい減塩クッキング

　実践することが難しい「減塩＝塩

減るシー」を講義と実習を通して体

験しましょう。

内管理栄養士の講義、グループワー

ク、調理実習

時●9月20日（金）＝基礎編

　●11月22日（金）＝応用編

　（各10時〜13時30分）

所総合福祉保健センター3階

持筆記用具・エプロン・三角巾・食

器拭き用布巾2枚

定各30人（2回とも参加できる人

優先）

　　1歳6カ月以上の未就学児、先

着5人（9月10日（火）までに要申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

すこやかライフ講座 「塩減る（ヘ
ル）シー〜おいしく減塩のこつ〜」

保育

会員募集

催しなど
▶パソコン、ワード・エクセルのモヤモヤ解消講習＆相談会
対女性時9月7日（土）13時30分〜15時30分所まなびぃプラザ定20人

（申込先着順）他●ノートパソコン持ち込み可●子ども連れ可申ITサポー

トありのみホームページ問い合わせフォームで

▶無料太極拳教室
対初心者時8月20日（火）18時30分〜20時30分所くぬぎ山コミュニ

ティセンター定10人（申込先着順）申雲手の会 中村☎090・6520・

7768

▶現代尺八栄峰会「竹と心のふれあいコンサート」
尺八を中心とする演奏（ピアノ・ベース・打楽器など）。時9月8日（日）13時

30分から所きらりホール定530人（当日先着順）問同会 　澤☎090・

3685・8463

▶スクエアダンス無料講習会
対おおむね70歳以下の人時9月4日・11日の各（水）10時〜12時所中央

公民館定20人（当日先着順）問ベルフラワースクエアーズ 渡辺☎446・

9339

▶平成カラオケ会
対男性時月4回（木）13時〜16時所鎌ケ谷コミュニティセンター定若干

名入1,000円月1,000円申児島☎412・0950

受給者の皆さんへ
　年に１度、受給者の状況や所得を

調査するために、現況届の提出が必

要です。8月上旬に送付した現況届

を9月11日（水）までに障がい福祉

課へ提出(郵送可)してください。

特別障害者手当
　　身体障がい、知的障

がい、精神障がいで重度

の障がいが重複してい

るため、日常生活で常時

特別の介護を必要とす

る20歳以上の在宅の人

（入院3カ月を超える場

合を除く）

　　　月額27,200円

対象

手当額

障害児福祉手当
　　身体障がい、知的

障がい、精神障がいで

重度の障がいがある

ため、日常生活で常時

介護を必要とする20

歳未満の在宅の子ど

も（障がいによる公的

年金受給者を除く）

　　　月額14,790円

対象

手当額

特別児童扶養手当
　　国内在住（外国人を含む）の20歳未満で、次のいずれかの

条件を満たす在宅の子ども（障がいによる公的年金受給者を

除く）の保護者

対象

手当額

②特別児童扶養手当2級
●身体障害者手帳3級程度

●療育手帳の判定がB1程度

●精神障害者保健福祉手帳

　2級程度

　　　月額34,770円

注意
　いずれも原則、診断書での判定と

なりますが、障害者手帳の写しで可

能な場合もあります。

①特別児童扶養手当1級
●身体障害者手帳1・2級程度

●療育手帳の判定が　〜A2

　程度

●精神障害者保健福祉手帳1

　級程度

　　　月額52,200円手当額

Ａ
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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



をプロデュース！ 出演者などを募集

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）8月15日号4

    鎌ケ谷アルトギルド主宰の石井幸一さん

       市民会館、学習センター（各公民館）窓

口および、きらりかまがやホームページで配布

する申込書に記入して、9月16日

（月）17時までに市民会館へ提出

     稽古日やボランティアの

活動日など詳しくは、申込書をご

覧ください

リマト室内合奏団

きらりホールで聴く 極上の弦楽合奏

「ヴィヴァルディの『四季』から映画音楽まで」

　本庄篤子（（公財）千葉交響楽団名誉コンサートマスター）率いる「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。途中、一般公募奏者も一緒に演

奏します。

    9月28日（土）15時から（14時30分開場）

    ●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

☎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
保育 その他

北海道士幌町から交流団がやってきました！
ようこそ鎌ケ谷へ

　令和2年1月19日（日）は、きらりホールが「お化け屋敷」に変身します！

　演劇やパフォーマンスを取り入れた、劇場ならではのちょっぴり怖くて楽しい「お

化け屋敷」を、プロの演出家と一緒に作ってみませんか？

    演劇・パフォーマンスの稽古、出

演、小道具の製作など

    小学生以上の人（市外在住の人も可）

      9月以降の毎週（土）または（日）

午後（予定）

    稽古の手伝い、衣装・小道具の製

作、ヘアメイク、前日準備や当日の受付

など

    中学生以上の人

共通事項

内容 内容

対象
稽古日 対象

講師
申し込み

その他

住民基本台帳人口      110,061人（前月比+6）

男　54,417人　女　55,644人

世帯数　 49,692世帯（前月比+3）

〔R1.7.1現在〕

　戦没者の冥福と世界の恒久平和を祈り、

12時から１分間の黙とうをお願いします。

問社会福祉課☎445・1286

　交流事業を行っている北海道河東郡士幌町の上居

辺小学校の児童が7月19日〜21日に、鎌ケ谷市を訪

問しました。士幌町と鎌ケ谷市は隔年で交流団を派遣

しており、士幌町の訪問は今回で9回目となります。

　初日は西部小学校で対面式を行い、その後児童は

各ホームステイ先で2泊し、交流を深めていきました。参加した士幌町立上居辺

小学校5年の田中鈴音さんは「楽しすぎて鎌ケ谷に住みたい！」と今回の鎌ケ

谷訪問を振り返っていました。

　来年は、鎌ケ谷市の児童が士幌町を訪問する予定です。

問生涯学習推進課☎498・6101

問市民会館☎441・3377

し ほ ろ

問学務保健室☎445・1501小・中学校良い歯のコンクール

小学校の部

浅井 星七（東部小６年）

石井 咲百合（西部小６年）

中学校の部

渋谷 みのり（第三中３年）

藤ケ谷 太一（第四中３年）

図画の部

加藤 晴太（道野辺小３年）

ポスターの部

大野 恵（鎌ケ谷小５年）

中島 歩夏（第五中３年）

健歯児童・生徒 歯科衛生作品

歯・口に関するコンクール 審査結果 （公社）船橋歯科医師会の審査により選ばれた歯・口に関する各種コンクールの受賞者を紹介します。

問健康増進課☎445・1394

高齢者よい歯のコンクール

8020を達成した

参加者19人全員に

「8020認定証」を

授与しました

小島 秋雄
小室 雅子

市長賞

歯科医師会長賞

　1,547の応募総数から選ばれた優秀作品は次のとおりです。

歯・口の健康啓発標語

※歯科衛生作品 図画の部の加藤晴太さんは千葉県教

　育長賞も受賞しました

小学生の部

歯をみせて笑う心はピッカピカ

大嶽 采子（初富小4年）

市長賞

歯みがきは笑顔もキラリ歯もキラリ

中井 理乃（鎌ケ谷小5年）

歯科医師会長賞

一般の部

葉桜やなんとか残そう二十本

岡林 稔

市長賞

歯みがきは朝一番のルーティーン

西村 チエ

歯科医師会長賞

中学生の部

新元号むし歯０歯（令和）目指そうよ

白石 星矢（第五中3年）

市長賞

私の歯一生一緒大切に

堀 涼音（第四中2年）

歯科医師会長賞

問健康増進課☎445・1394
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