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※13日（日）に順延した
　場合は中止

※公共交通機関でお越しください
※10月11日（金）17時以降は、市役所お
　よび総合福祉保健センターの駐車場
　は事前準備のため利用できません
※市民まつり当日は、コミュニティバス
　ききょう号の運行・停留所に変更があ
　ります。詳しくは市ホームページをご
　覧ください
※当日は鎌ケ谷朝市を実施しません

※悪天候の場合13日（日）
    市役所、新鎌ケ谷駅南口交通広場、
新鎌通り 他

受賞者には景品を贈呈！

鎌ケ谷市民まつりホームページで

最新情報発信中！

10月12日（土）10時～17時
日
時

鎌ケ谷市民まつり　2ページへ続きます！

第45回記念！

「＃45回鎌ケ谷市民まつり写コン」

と付けてツイッターまたはインスタ

グラムで投稿

場所

問鎌ケ谷市民まつり実行委員会事務局
（市民活動推進課内）☎445・1252

ご当地キャラクター
イベント＆ブース

市民まつりの写真を応募しよう！

ご当地キャラクター勢ぞろい！

相馬野馬追騎馬武者行列
そ う ま の ま お い き ば む し ゃ ぎ ょ う れ つ

右のキーワードと会場に
あるキーワードを集めて、
会場の仮装ブースへGO!

みんなでトレジャーハント（宝探し）!

初級者 上級者
か 市民まつりで行う食の祭典

は「KAMA-1○○○○○」

キーワード

通行止め

6:30～18:30

11:30～15:00

以下、行列通過後順次規制解除

13:00～14:00

13:00～14:30

武者行列通過中

A
B

C
D
E

タカ・フク
ロウの

ふれあい
動物園

500円

問安全対策課☎445・1278

●床上浸水＝6件

●床下浸水＝21件

●道路清掃・消毒など＝80件

●倒木＝66件

●建物・工作物損壊など＝82件

●道路冠水＝10件

●その他＝143件

被害状況
●東部学習センター＝9人

●北部公民館＝2人

●東初富公民館＝2人

避難状況（最大避難者数）

9月20日現在

(9月20日現在)

(9月24日現在)

●停電＝最大時約4,400

　軒程度

ライフライン

市内被害状況

　木更津市へ9月14日に土のう袋（750枚）・ブルーシート

（20枚）・ロープ（4本）・乾電池（400個）を搬送しました。

物資支援

被災地への支援

　君津市へ君津市議会議員一般選挙に係る期日前投票事

務支援のために職員２人を、館山市へ応急復旧作業支援の

ために消防職員6人を鎌ケ谷市から派遣しました。

人的支援

　9月8日・9日に千葉県

を中心に東日本を襲った

台風15号による、市内の

被害状況などについてお

知らせします。

台風15号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます

KAMA-1グランプリ 仮装ブース ステージ発表 フリーバザール
カ マ ワ ン

ポニー乗馬
1回100円
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施設名

市役所

総合福祉保健センター

図書館本館

きらり鎌ケ谷市民会館

接続可能な場所

1階 市民課・保険年金課前待合スペース

2階 各課窓口付近

2階 参考資料室

きらりホール・中央公民館受付窓口付近

問い合わせ

契約管財課☎445・1092

社会福祉課☎445・1286

図書館本館☎443・4946

市民会館☎441・3377

使用済み小型家電を回収します
　鎌ケ谷市民まつりの会場で、小型家電の回収ボックスを設置します。家庭

で不要になった小型家電をお持ちください。

第11回かまがや環境フェア
新たな時代へ広げよう！エコ＆グリーンかまがや

　生活環境・自然環境・地球環境への理解を深め、行動することを

目的に、子どもから大人まで、楽しく学べるワークショップやパネ

ル展示を市民・事業者・市が協働で行います。

内容 環境保全団体・企業などのパネル展示、鎌ケ谷西高校美術部

の生徒などによるワークショップ、クイズラリー、環境にやさしい

自動車の展示など

場所 市役所１階 市民ホール 他

国民健康保険ブース
　血圧・脳年齢の測定を行います。また、気になる体調面などの

健康相談もできます。

場所 市役所 南側駐車場

問保険年金課☎445・1418

注意 ●電池・バッテリー・蛍光灯などは外してください

　　●個人情報を消して投入してください

　　●家庭から出る物が対象です

　　●一度投入したものは返却不可

問クリーン推進課☎445・1223

●ノートパソコン

●タブレット端末

●携帯電話・ＰＨＳ

●電子書籍端末

●電子辞書・電卓

●電子体温計・電子血圧計

●電話機・ファクス

●時計・懐中電灯

●ラジオ

●DVD(ビデオ)プレーヤー

●カーナビ

●音響機器

目印は
このボックス

　鎌ケ谷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を制定

するため、意見を募集します。

　浄化槽には、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿だけではなく台所

や風呂などの生活雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」があります。

　「単独処理浄化槽」や「くみ取りトイレ」（し尿をタンクにためるもの）を利用して

いる家庭は、汚れた水（生活雑排水）をそのまま川や水路に放流してしまいますが、

「合併処理浄化槽」に転換することで、身近な川や水路に流す汚れの量を約8分の1

に減らすことができます。

補助額下表のとおり

申込期限2年1月末まで

注意 新築・建て替えおよび、集合住宅は補助交付対象外です。また、補助交付対象

外地域もあります

その他補助交付対象地域や申し込み方法など詳しくは、お問い合わせください

閲覧場所市ホームページ、都市政策室窓口、情報公開コーナー（市

役所3階）、各コミュニティセンター、まなびぃプラザ・学習セン

ター（各公民館）、図書館本館

提出方法住所・氏名(法人・団体の場合は併せて、所在地・団体

名・代表者名)・意見を記入（様式自由）して、都市政策室

ゆ〒273-0195／窓口へ持参(市役所4階)／ｆ445・1155／

ｍtosikeisougou@city.kamagaya.chiba.jp

　市民サービスの向上および災害発生時の情報通信手段の確保を可

能とするため、次の公共施設に公衆無線LAN（Wi-Fi）を設置しました。

Wi-Fi機能が搭載された端末を使って、インターネット接続ができま

す。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問契約管財課☎445・1092

無料の公衆Wi-Fiが使えるようになりました

公共施設に公衆無線LANを設置
飼い主のいない猫の
不妊・去勢手術費を助成

　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、不妊・去勢手術費を助成します。

対象 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、指定された病院で手術を受けさせ、元の場所へ戻せる

●不妊・去勢手術後も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

助成件数 予算額（後期分）に達するまで（申込先着順）

その他猫の頭数・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

問環境課☎445・1229

生産緑地地区の区域の規模に関する条例（案）

問都市政策室☎445・1422

問クリーン推進課

　☎445・1222

●カメラ類

●ハードディスク・ＵＳＢメモリー・

　メモリーカード

●ゲーム機

●その他付属品

15ｃｍ×30cmの投入口から投入できる次の小型家電回収対象品

その他 パネル展示は、10月2日

     （水）から掲出しています

問環境課☎445・1227

●エコネットかまがや　●大津川水質浄化委員会　●鎌ケ

谷・大津川を清流にする会　●鎌ケ谷市放射能対策市民の

会　●かわ・水・みどり　●京葉ガス（株）船橋支社　●県生物

多様性センター  ●生活クラブ生活協同組合 松戸ブロック

●習志野健康福祉センター　●囃子水の自然を育てる会　

●福島を伝える会　●二重川に親しむ会

展
示
参
加
団
体

注意●電話などの口頭による意見や匿名の意見は、パブリッ

　　　クコメントの扱いとなりません

　　●意見に対する市の考え方は、個人情報を除いてホーム

　　　ページなどで公表します（個別回答は行いません）

設置場所 市役所1階 市民ホール

パブリックコメント
意見を募集します

10月12日（土）10時～17時 市民まつりの一部
ブースを紹介します。

日
時

提出期限 10月30日（水）まで（必着)

設置費補助
転換費補助

単独処理浄化槽からの転換

くみ取りトイレからの転換

5人槽

624,000円

544,000円

7人槽

666,000円

586,000円

10人槽

756,000円

676,000円

合併処理浄化槽への転換に
補助金を交付しています

このマークが目印

※表中の金額は、転換費補助と設置費補助の合計です
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　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10月15日（火）は新聞休刊

日のため、14日（月）に発行します。　問広報広聴室☎445・1088

広報かまがや10月15日号は
10月14日（月）に発行

　幼児期は、心身の成長が目覚ましく、知的好奇心などが芽生える大切な時期で

す。充実した教育環境の中で、子どもの笑顔と瞳をさらに輝かせてみませんか？

　　3〜5歳児(平成26年4月2日〜30年4月1日生まれ)

※募集人数や教育内容など詳しくは、各幼稚園へお問い合わせください

　　　　11月1日（金）から

※詳しくは、各幼稚園で配布している願書をご覧ください

　小学校新1年生には9月下旬に送付された就学時健康診断の

通知と併せて、また、中学校新１年生には在籍している市内の小

学校を通して、10月上旬に保護者にお知らせします。

　　2年度に小・中学校に入学する新1年生（10月31日時点で鎌

ケ谷市に住民登録があること）

　　　　10月15日（火）〜31日（木）

　　　　　各小・中学校１クラス相当分

※児童生徒数の増加により鎌ケ谷・五本松小学校、鎌ケ谷中

　学校は選択できません

　　学校選択制により入学した兄・姉が2年4月時点で在籍する

学校へ入学を希望する場合は、別の手続きが必要です。詳しくは

お問い合わせください

問幼児保育課☎445・1363

問学務保健室☎445・1501

私立幼稚園児の募集
10月から無償化スタート！

入学を希望する小・中学校が選べます

場所

場所

　10月5日（土）から11月10日（日）に行われる市民文化祭では、発

表・展示・参加部門に分かれ、市民の文化・芸術活動を発表します。

　素晴らしい発表や見事な作品に触れてみませんか？

問市民文化祭実行委員会事務局(文化・スポーツ課内)☎445・1528

第45回記念 市民文化祭

　　きらり鎌ケ谷市民会館
　　（ロビー・中央公民館）
※開催日前でも、準備ができ次第公開す
　る場合あり

行事名

絵画展

華道展

手工芸展

書道展

川柳展

盆栽展

写真展

日程など

10月5日（土）〜10日（木）の10時〜17時（10日は16時まで）

10月12日（土）・13日（日）の10時〜17時（13日は16時まで）

10月15日（火）〜20日（日）の10時〜17時（20日は16時まで）

※体験コーナーあり（15日〜19日の10時〜15時）

10月21日（月）〜27日（日）10時〜17時

 (21日は13時から、27日は16時まで)

10月28日（月）〜11月3日（日）の10時〜17時

(28日は13時から、3日は16時まで)

　　　作品募集中（10月19日（土）まで）　問吉田☎443・4552

11月1日（金）〜3日（日）の10時〜17時

(1日は13時から、3日は16時まで)

11月5日（火）〜10日（日）の10時〜17時(10日は15時まで)

行事名

芸能発表会

ハワイアンダンス発表会

市民音楽祭

箏・三絃・尺八演奏会

映画会

洋舞発表会

民謡大会

行事名

チャリティ茶会

囲碁大会

日程など

10月27日（日）10時〜15時　　　中央公民館

11月3日（日）9時30分〜16時30分 (9時集合)　

　　総合福祉保健センター

　　　　10月21日（月）までに中村☎090・1855・4139

日程など

10月13日（日）10時30分〜16時30分

10月20日（日）12時30分〜16時30分

10月26日（土）13時〜17時

11月3日（日）13時〜16時

※箏・尺八の体験コーナーあり（11時〜12時）

11月9日（土）

●映画「ムーミン谷とウィンターワンダーランド」

　（10時30分〜12時）

●映画「おくりびと」（13時30分〜15時45分）

11月10日（日）16時〜19時

10月27日（日）10時〜16時

　　東部学習センター

　　きらり鎌ケ谷市民会館
　　（民謡大会を除く）

場所

場所

場所
申し込み

展示部門

参加部門

発表部門

全ての幼稚園が
バス通園を実施
　自宅から遠距離にある幼

稚園でも、バスで安全に通え

ます。

幼稚園にかかる教育料などが無償化
　10月から、入園料と教育料が無償化と

なりました（月額上限25,700円。給食

費・バス送迎費などは無償化の対象外）。

また、保育の必要性がある子どもについて

は、預かり保育についても月額11,300

円まで無償となります。

専任講師による教育を実施
　通常の教育時間内に、専

任講師による体操指導や英

会話教育など、質の高い教育

活動を行っています。また、

通常の教育時間外でも、体

操・サッカー・英会話・音楽教

室などを実施しています。

全ての幼稚園で「預かり保育事業」を実施
　朝や夕方など、通常の保育時間外にも、

子どもを幼稚園に預けて幼児教育を受け

させることができます。「仕事の都合で夕

方まで預かってほしい」という家庭の希

望に応えてくれます。

対象

対象

注意

受付期間
受け入れ数

申し込み

鎌ケ谷ふじ幼稚園　　　東道野辺5-1-57　443・4100

かまがや幼稚園　　　　中央1-16-3　　　 443・0929

鎌ケ谷みどり幼稚園　　粟野210　　　　　443・3951

みちる幼稚園　　　　　東中沢3-5-1　　　443・7878

鎌ケ谷ひかり幼稚園　　鎌ケ谷6-7-38　　443・5295

鎌ケ谷ふじ第二幼稚園　西道野辺12-25　 444・0011

わたなべ幼稚園　　　　東初富5-25-16　　444・0550

さつま幼稚園　　　　　佐津間893　　　 445・2114

鎌ケ谷さくら幼稚園　　丸山2-11-1　　　 445・3246

電話番号住 所幼稚園名

幼稚園の魅力

芸術の秋を感じましょう！

その他

学校選択制の流れ

学校選択を
希望しない

場合

希望数が
受入数以下の場合

希望する学校に決定 居住地に応じた学校に決定

入学通知書が送付されます（2年1月末）

希望数が受入数以上の場合
抽選を実施

当選 落選

学校自由参観
　10月1日（火）〜7日（月）

希望する場合は、各学校にご連絡ください

期間

学校選択を希望する場合
学務保健室窓口（市役所5階）へ申し出が必要です
　　　 10月15日（火）〜31日（木）
※（土）・（日）を除く8時30分〜17時15分
　　 印鑑

受付期間

持ち物

令和2年度入園
　学校選択制

来年度入学する新１年生の児童生徒が対象
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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

さくらんぼぐみ　

対0〜2歳程度

時10月9日・23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10月6日（日）11時〜11時30分

いちごぐみ　

対小学校低学年以下　

時10月13日（日）14時〜14時30分

所図書館東部分館

絵本の読み聞かせ

　図書館で不用になった図書・雑誌を無料で配布

します。1人につき図書は10冊、雑誌は12冊まで。

時●図書＝11月3日（日）

　●雑誌＝11月2日（土）〜3日（日）

　いずれも9時〜17時

リサイクルブックフェア

対小学生(保護者同伴であれば

5歳から可）

時10月19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10月1日（火）10時から図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「ハロウィングッズをつくろう！」

　オーストラリアやニュージーランド出身者の絵

本や読み物の展示と、オーストラリアやニュー

ジーランドに生息する動物のお話などを児童

コーナーに飾ります。

時10月19日（土）〜11月10日（日）

児童読書週間展示
「オーストラリア・ニュージーランドってどんな国！？
コアラ・カンガルー・キーウィもすんでるよ！」

　一流料理店をクビになった料理人のカールは

息子と共に訪れたマイアミでキューバサンドイッ

チを売ることを思い付く。カールはその中で、人

生において大切なものとは何かに気付いていく。

時10月26日（土）13時30分〜15時45分

所東部学習センター

定40人（申込先着順）

申10月1日（火）11時から図書館本館へ電話

シネマトーク付き上映会
映画「シェフ(字幕）」

お知らせ・相談

　平成28年12月22日に発生した新

潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、

消防法施行令などが改正されました。

　この改正により、こんろ・ガステーブ

ル・かまど・フライヤーなど、火を使用

全ての飲食店に消火器の設置が必要
です

する設備・器具がある

飲食店は、消火器の設

置が必要になりました。

問消防本部予防課

☎444・3272

　10月25日（金）〜11月3日（日）は、

本館3階第2学習室が使用できません。

第1学習室（34席）は使用できます。

問同館☎443・4946

図書館本館第2学習室が
一時使用できなくなります

　建築基準法では、建物の安全性を

確保し、私たちの生命や健康、財産を

守るため、建物の敷地や構造などに関

するさまざまな基準を定めています。

　建物を建てる場合は、建築基準法な

どの法令で定める基準や手続きを守

り、適正に工事を進め、工事が完了した

ときは、その建物が法令に基づき安全

なものであるか検査を受けましょう。

　また、改修などの際には建築士に相

談するなどして、建物が法令に適合し

ているか点検しましょう。

問建築住宅課☎445・1466

10月15日〜21日は違反建築防止
週間
〜公開建築パトロールを実施します〜

時10月9日（水）14時から

所市役所6階　

定5人

申都市政策室☎445・1422

第5回鎌ケ谷市景観審議会の傍聴

　市役所の展望喫茶室が、9月27日を

もって営業を終了しました。今後の運営

などについては改めてお知らせします。

問人事室☎445・1057

市役所展望喫茶室が営業終了

時10月15日（火）13時〜16時

所船橋市役所11階

問ハローワーク船橋☎431・8287

（41#）

障がい者雇用促進就職面接会

　離婚・遺産相続・交通事故など、民事

上のトラブルに関する調停の利用など

について調停委員が相談に応じます。

秘密は厳守します。

時10月26日（土）10時〜15時

所総合福祉保健センター6階

注現在裁判中や調停中の事件は相談

できません

問千葉地方・家庭裁判所松戸支部

☎047・368・5141

無料調停相談会

行政書士による街頭無料相談会
時10月5日（土）13時〜15時

所ＪＲ船橋駅北口おまつり広場・南口

船橋フェイス連絡通路、ＪＲ津田沼駅

自由通路

問県行政書士会　南支部☎401・

2042

時10月5日（土）13時〜16時（1人30分）

所県弁護士会松戸支部

問同支部☎047・366・6611

法の日無料法律相談会

対県内在住の人

時10月26日（土）13時〜16時（1人

40分程度）

所サンロード津田沼5階（習志野市）

定3人

　　あり

申（一財）千葉県母子寡婦福祉連合会

☎043・222・5818／ｆ043・225・

0608

養育費などの無料相談
　収益金は市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われます。ぜひ県内の

宝くじ売場で購入してください。

　　　　10月18日（金）まで

　　　　10月30日（水）

費1枚300円

　　　　●1等＝3億円

　　　　●1等の前後賞＝1億円

他ハロウィンジャンボミニ（1等2,000

万円）も同時発売

ハロウィンジャンボ宝くじ

対障害者手帳をお持ちの人

時10月17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

　終焉（しゅうえん）の場として、安ら

ぎをもって利用できるように適切な管

理・運営を行います。

所習志野市茜浜3-7-6

　　　 火葬炉15基（開設時は12基）、

告別室5室、収骨室5室、待合室15室、

式場4室、遺体保管室12室、駐車場

302台

　　　☎409・9270／ｆ409・9271

問四市複合事務組合事務局☎436・

2772

10月8日（火）に第2斎場
「しおかぜホール茜浜」がオープン情報ひろば

施設概要

連絡先

抽せん日
発売期間

当せん金 保育

　市民活動・男女共同参画推進を行っている団体や市民による日頃の成果

の発表や、交流をするイベント。

　当日会場で、ミニステージ発表、体験ブースの出展などをする個人・団体

を募集します。あなたの趣味・特技を地域のために生かしませんか？

参加団体 募集参加団体 募集

開催日

募集数

開催場所
内容

対象

申し込み

◀
し
お
か
ぜ

　
ホ
ー
ル
茜
浜

2年2月2日（日）
開催

　　　2年2月2日（日）

　　　　きらり鎌ケ谷市民会館

　　ボランティアの活動体験や子

ども向けの工作など、参加者が活

動に触れながら体験できる出展

　　市内で市民活動・男女共同参

画推進活動を行っている団体ま

たは個人

　　　5枠

　　　　市民活動推進課（☎445・1274）に事前相談の上、10月18日（金）

までに同課窓口（市役所1階）へ申込書を持参

　「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10月12日（土）15時〜15時30分

小学生のためのおはなし会
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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

　　「オリーブの首飾り」「太陽がいっぱい」「Ｇ線上のアリア」

「川の流れのように」「青い山脈」他

　　10月27日（日）13時30分〜15時

　　南部公民館　　　100人（申込先着順）

　　鎌ケ谷ハーモニカアンサンブル

　　　まなびぃ100対象

　　　　南部公民館☎446・3031

ハーモニカアンサンブル演奏南部公民館 
オータムコンサート

内サークルの発表・展示、模擬店、遊

びのコーナーなど

時●10月5日（土）10時〜16時

　●10月6日（日）10時〜14時（展示

　　のみ）

所くぬぎ山コミュニティセンター

問同センター☎047・389・1401

くぬぎ山コミセンまつり

内シーツブランコ、自由遊び

対未就学児とその父親

時10月19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

時10月14日（月）10時〜15時（雨天

中止）

所囃子水公園

問囃子水の自然を育てる会 多紀☎090・

6162・5612

はやし水湧水まつり

　市内の中学生が、身近な出来事や社

会情勢など幅広い視点から物事を鋭

く捉え、自分の主張を発表します。

時10月24日（木）13時45分から

所きらりホール

問指導室☎445・1518

第40回鎌ケ谷市中学生弁論大会

内記念式典・展示など

時10月12日（土）9時〜15時

所松戸駐屯地

他公共交通機関でお越しください

問同駐屯地☎047・387・2171

松戸駐屯地創立67周年記念行事

犬のしつけ方教室

時①基礎講座＝10月5日（土）、11月

12日（火）、12月10日（火）　②実技講

座＝10月23日、11月27日、12月25日

の各（水）

費②のみ3,000円

ふれあい広場

時12月14日（土）

成犬・成猫の譲渡会

時10月5日（土）、11月7日（木）、12月

14日（土）

飼い主さがしの会

時10月16日、11月20日、12月18日

の各（水）

共通事項

所県動物愛護センター東葛飾支所（柏市）

申同支所☎04・7191・0050

動物愛護センターの教室・催し

曲目

出演

　子ども連れからお年寄りまで、日頃

介護している人などもリフレッシュし

ませんか？

時10月1日、11月5日、12月3日、2年

1月7日、2月4日、3月3日の各(火）10

時〜15時

所中央公民館

費100円

問中央地区社会福祉協議会☎・ｆ442・

5145(留守番電話可）

中央地区社協のふれあいサロン
〜地域で、ほっとできる場所〜

東道野辺ふれあいの森公園（東道野辺）

内盆踊り・模擬店

時10月5日（土）16時〜20時

（雨天中止）

本田公園（鎌ケ谷）

内じゃんけん大会、宝探し

時10月20日（日）10時〜11時30分

（小雨決行）

本田第三公園（鎌ケ谷）

内模擬店、演芸

時10月20日(日）12時〜15時（小雨

決行）

問各自治会または、市民活動推進課

☎445・1252

自治会・町会のお祭り

▶いきいき気功太極拳
時第1・3・4（金）14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2,200円

申安藤☎444・7811

▶ふれあい太極拳
対初心者時月4回（月）10時〜12時所くぬぎ山コ

ミュニティセンター定10人入1,000円月3,000

円申中村☎090・6520・7768

▶讃美会
健康体操。対女性時毎週（金）20時〜21時30分

所くぬぎ山コミュニティセンター定若干名入1,000

円月2,500円申江渡☎090・4247・7879

▶東葛山の会
登山、ウォーキング、沢登り。対歩ける元気な人

定若干名年8,000円他第1（水）18時30分〜20

時30分、第3（水）19時30分〜21時30分に中央公

民館で例会あり申四元☎090・1056・6998

▶ダンスサークル リリー
社交ダンス。対成人している男女のペア時毎週（土）

13時〜15時所南部公民館定若干名月1,000円

申活動日に直接申し込み申長谷川☎080・3255・

3452

会員募集 催し
▶陳式太極拳無料体験講習会
時10月19日・26日の各（土）13時30分〜15時30

分所南初富コミュニティセンター申きらり太極拳

クラブ 大野☎070・2620・6980

▶健康体操
対50歳以上の女性時10月7日・21日の各（月）9時

30分〜11時所北中沢コミュニティセンター定5人

（当日先着順）問タンポポ（3B体操） 鈴木☎442・

6120

▶はじめての48式太極拳
対簡化24式太極拳ができる人時10月7日以降の

各（月）10時〜12時（全10回）所東初富公民館定10

人（申込先着順）費1回500円持運動靴　　運動

ができるもの申和太極拳サークル 山本☎090・

4707・7417

▶琴伝流大正琴「弦友会33周年発表会」
時10月18日（金）12時から（11時30分開場）所き

らりホール定400人（当日先着順）問同会 渡部

☎444・6147

▶第26回ぶらり鎌ケ谷
内給食センターとクリーンセンターを知ろう時10

月24日（木）9時福太郎アリーナ集合〜15時（雨天

時は30日（水））定20人（申込先着順）費保険料な

ど100円持弁当・飲み物　　歩きやすいもの申ぶ

らり鎌ケ谷 上開地☎445・7868

▶城ヶ島・三崎港とヴェルニー公園を訪ねて
対55歳以上で日頃歩いている人時10月9日（水）8

時出発定40人（多数抽選）費バス代・昼食代など

4,800円申中央ウォーキング協会 笠原☎443・

3813

▶佐津間子供みこし祭りによる通行制限
佐津間交差点からさつま幼稚園までの道路約

イベント

　相手チームのTAG（しっぽ）を取り

合う鬼ごっこをしよう！

対市内在住の小学生

時11月23日（土）9時福太郎アリーナ

集合〜12時ごろ解散

定100人（多数抽選）

申住所・氏名（フリガナ）・学校名・学

年・性別・電話番号・緊急連絡先を記入

して、10月15日（火）17時までに市青

少年相談員連絡協議会事務局（生涯

学習推進課内）ｍsyougaku@city.

kamagaya.chiba.jp

※4日以内に返信がない場合はお問

　い合わせください

※きょうだい・グループでもチームが

　分かれる場合あり

問同課☎498・6101

ＴＡＧ鬼ごっこ

ハーモニカ演奏をお楽しみに

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！

服装

服装

500m（右図参

照）は通行制限区

間となり、自動車

やオートバイでの

通行ができなくな

ります。時10月19

日（土）13時〜16

時（雨天時は20

日（日））問佐津間

子供みこし会 秦

野☎445・7633

さつま
幼稚園

佐津間
  交差点

北部
公民館

線
田
野
武
東

駅
実
六

至柏

至船橋

制限区間

ガソリンガソリン
スタンドスタンド

８

　日頃の成果を発表してみませんか？

対市内在住の人（年齢制限なし）

時①作品展＝11月15日（金）9時〜16

　　時、16日（土）9時〜15時

　②カラオケ発表会＝11月16日（土）

　　9時30分〜12時

所同センター

他①は、搬入が11月10日（日）・11日

（月）・13日（水）の各9時〜15時、搬出

が11月18日（月）・20日（水）の各9時〜

16時

申10月20日（日）〜31日（木）に同セ

ンター☎444・0121／窓口

社会福祉センター文化祭 参加者

募集

　①作品展 募集内容

（陶芸作品を除き1人1点）

絵画展

写真展

書道展

手工芸展

詩歌展

陶芸展

水彩画・油絵の額入り20号以下

四つ切り・A4額入り

半紙・条幅

装飾品・編み物・和洋裁など

色紙・短冊

陶芸作品

場所 定員

申し込み
その他

日時

メールで申し込み

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。

①油絵の仮縁 ②剣道の道具

取りに来られる人に無料で。

問八島☎443・2452

ゆずります

赤ちゃん用ハイチェア

無料で。

問平田☎449・0417

希望します
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　ペットボトルで顕微鏡を作り、プラ

ンクトンを採取・観察します。

　　10月26日（土）9時30分我孫子市

生涯学習センターアビスタ集合〜12時

対小学生（保護者同伴）

定30人（申込先着順）

師元県立千葉高校教諭の浅間茂さん

持ペットボトルを切れるはさみ（キッ

チンばさみなど）

申手賀沼流域フォーラム申し込み

フォームで入力または、住所・氏名・電

話番号・子どもの学年を記入して、同

フォーラム実行委員会ｍteganuma

forum@yahoo.co.jp

問同フォーラム実行委員会 竹内☎090・

3907・8355

手賀沼流域フォーラム
「手賀沼のプランクトンを見よう」

対市内在住で60歳以上の人

時10月17日（木）9時から

所東野少年野球場

定76人（申込先着順）

費保険料など300円

申出場する本人がシルバー人材セン

ター窓口へ

問同センター☎443・4145

第9回市民とのふれあいグラウンド
ゴルフ大会

　保育士と一緒におしゃべりして、笑

顔になるヒントを見つけませんか？

対未就園児の親子

時10月25日（金）10時〜11時

所南部公民館

定15組（申込先着順）

持飲み物

他まなびぃ100対象

申●南児童センター☎438・5040／

　　窓口

　●南部公民館☎446・3031／窓口

子育てのヒントに気づく親子セミナー

内成人・小児・乳児の心肺蘇生法、ＡＥ

Ｄの取り扱いなど

対中学生以上

時10月19日(土)9時〜17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

上級救命講習

　ヘルパーの資格がなくても介護を必

要としている人の家で、調理・洗濯など

の家事援助ができる「市認定ヘル

パー」を養成します。

対市内在住で全3回参加できる、18

歳以上の人（高校生、ヘルパーの資格

がある人を除く）

時●10月23日(水)9時〜15時30分

　●11月6日(水)9時〜14時30分

　●11月18日(月)10時〜14時

　※その他、訪問研修あり

所総合福祉保健センター3階

定20人（申込先着順）

注市認定ヘルパーとして働くには、市

内の訪問介護事業者に雇用される必

要があります

申10月10日（木）までに高齢者支援課

☎445・1384

市認定ヘルパー養成研修

情報ひろば

　　　　 6人以下で、小学生以上の男

女（競技は4人で実施）

　　小学生の部、中学生の部、トリム

女子の部、トリム混成の部（男子2人以

内）、ファミリーの部（小学生2人とそ

の家族）

※参加チームが2チーム以下の種目は

　実施しません

時11月10日（日）9時から受け付け

所福太郎アリーナ

費１チーム2,000円（当日持参）

※小・中学生の部は無料

　　各チームで実施（審判用の笛（短

管・長管）を持参）

申10月25日（金）17時までに、文化・

スポーツ課☎445・1531

第27回市ソフトバレーボール大会

審判

スポーツ

種目

チーム編成

　　接種当日で満65歳以上または、満60〜64歳で身体

障害者手帳1級の心臓病など内部疾患がある市民　

※本人が接種希望の意思を表示できること

　　12月31日（火）まで（指定医療機関の休診日を除く）

　　1,000円

　　　　1回

　　健康保険証・身体障害者手帳（お持ちの場合）などを

持参して指定医療機関（右表参照）で接種

※予診票は指定医療機関に備えてあります

　　次のいずれかに該当する人は接種できません

●発熱している　●重篤かつ急性の疾患にかかっている

●ワクチンの成分によりアレルギーを起こしたことがある 

　など

　　　やむを得ない事情により市外での接種を希望する

場合は、事前にお問い合わせください

問健康増進課☎445・1390

体調の良いときに受けましょう

高齢者インフルエンザ予防接種

対象

期間
費用

その他

接種回数
方法

注意

医療機関名

あおぞらファミリークリニック

秋元病院

アクロスモール新鎌ケ谷クリニック

いそのクリニック

飯ケ谷内科クリニック

石川整形外科クリニック

うらわ整形外科

大石内科胃腸科医院

片桐内科医院

かのう内科クリニック

かまがや在宅診療所

かまがや診療所

鎌ケ谷整形外科・内科

鎌ケ谷総合病院

鎌ケ谷メディカルクリニック

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

さらしな耳鼻咽喉科クリニック

電話番号

401・2351

446・8100

401・1171

498・5500

445・8881

441・8818

441・7888

498・5700

446・2000

446・7122

436・8300

446・3611

444・2236

498・8111

401・8282

047・388・5931

047・712・1511

439・3929

443・3346

電話番号

445・9855

445・8001

441・2005

441・3336

401・3376

442・0515

445・5020

445・5552

445・6411

498・6661

401・3611

468・8103

442・0811

443・8226

445・9888

489・1899

444・7122

446・5957

446・3307

医療機関名

庄司内科医院

白戸胃腸科外科

シルバーケア鎌ケ谷

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※1

鈴木整形外科

第２北総病院※2

東邦鎌谷病院

中川内科胃腸科クリニック

のむらファミリークリニック

初富内科医院

初富保健病院

原沢外科内科整形外科

堀江皮膚科医院

まこと医院

三田医院

みちのべクリニック

道野辺診療所

利

利

利

利

弱

弱利

予

予

予

予

予

予

　 ：要予約　  ：利用者のみ　  ：虚弱者対象

※1：午前中のみ　※2：（月）〜（金）のみ

講座・講演

手賀沼流域フォーラム

申し込みフォーム

　面接時の第一印象や、話し方、ビジ

ネスモードへ切り替えるこつなど、就

職活動に役立つポイントを学べます。

対市内在住の女性

時11月14日（木）10時〜12時

所中央公民館

定20人（申込先着順）

師キャリアコンサルタントのリー寿美子

さん

　　先着5人（11月7日（木）までに要

申込）

他女性就業支援全国展開事業の協力

により実施します

申氏名（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または同セン

ター☎401・0891

女性のための再就職支援講座
〜仕事への復帰を目指す第一歩に〜

▶
リ
ー
寿
美
子
さ
ん

保育

日程

　大地震が発生したとき、国や市などの支援体制が十分に整うまでに約

72時間かかると言われています。

　防災体験学習施設「そなエリア東京」を訪れ、ガイド付き見学コース「東

京直下72ｈツアー」に参加して、72時間に必要なことを体験しながら学

習します。

　　市内在住・在勤・在学の人

　　11月19日（火）9時45分市役所集合〜16時30分ごろ解散

※市のバスを利用

　　30人（申込先着順）

　　　昼食、レジャーシート（必要に応じて）

　　　まなびぃ100対象

　　　　10月29日（火）17時までに安全対策課☎445・1278

定員
持ち物

申し込み
その他

対象
日時

発生後 72時間の生存力 を身に付けよう！発生後 を身に付けよう！

地震だ！

まなびぃ大学くらし学部主催講座

　水生生物の観察や清掃活動などを

行い、清流化に向けた活動を体験しま

せんか？

時10月20日（日）9時30分北部公民

館集合〜12時解散（雨天時は講演の

み実施）

定20人（申込先着順）

師須藤雅彦さん

持タオル・水筒・軍手

　　長袖・長ズボン、動きやすい靴

注小学生以下は保護者同伴

申環境課☎445・1227または、鎌

ケ谷・大津川を清流にする会 井上

☎080・6520・3118

手賀沼流域フォーラム（鎌ケ谷市企画）
「大津川の水生生物を調べてみよう」

服装
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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

時●10月17日（木）・23日（水）の各9時〜12時

　●10月4日（金）・28日（月）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

栄養士による個別相談

　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

時10月10日（木）9時30分〜11時受け付け

所北中沢コミュニティセンター

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・1394

地区健康相談

　カルシウムを多く含む牛乳・乳製品を使った手

軽に作れる料理を紹介します。

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（さば缶のスペイン風オムレツなど）

　●汁物の塩分濃度測定

時10月25日（金）10時〜14時

所総合福祉保健センター3階

定30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

　　未就学児、先着5人（10月15日（火）までに要

申込）

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！生涯骨太クッキング

保育
　親子で一緒に料理をする楽しさや食べることの

大切さを、食育クイズや調理実習を通して学びます。

内食育と調理実習・試食

対5歳〜小学校3年生とその保護者

時11月2日（土）10時30分〜12時30分

所東部学習センター　定10組（2人1組）

師ヘルスメイト（食生活改善推進員）、山崎製パン

(株)の皆さん

持筆記用具

申☎445・1546

親子のサンドイッチ教室

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10月24日（木）10時〜11時30分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

市民公開セミナー
「ワクチンを知って子どもも大人も守ろう」
内講演「大人のワクチン（風しん流行）などについ

て」「任意予防接種の重要性について」 他

時10月22日（火）13時〜15時40分

所千葉市生涯学習センター

申予防接種を推進する会・ちば「市民公開講座」

事務局☎080・6663・4843／ｆ043・245・

1777

　10月14日（月）、22日（火）は祝日ですが、平

常どおりの収集を行います。なお、クリーンセン

ターしらさぎへの持ち込みはできません。

祝日などのごみの収集・自己搬入

●南部小＝3日(木)　　　　●初　小＝7日(月)

●中部小＝9日(水)　　　　●鎌　小＝11日(金)

●道　小＝15日(火)　　　 ●五　小＝16日(水)

●北部小＝21日(月)　　　●西部小＝24日(木)

●東部小＝28日(月)

問クリーン推進課☎445・1223

10月の有価物回収

☎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

0歳から入場可！おやこでたのしむオペラ 「眠れる森の美女物語」

　童話「眠れる森の美女」を基にした、親子で楽しめ

るオリジナルストーリーのオペラ公演です。小さな子

どもと一緒でも安心して楽しめます。親子でオペラ

デビューしてみませんか？

　　12月15日（日）●11時から　●14時30分から

（各回30分前開場）

　　●3歳〜中学生＝500円　●一般＝1,500円　

　　●親子ペア＝1,700円（2歳以下は膝上無料）

費用

その他

日時

出演

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

　：1日(火)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　　　　　　　　　　　●くぬぎ山＝4日（金）、6日（日）　●北中沢＝28日（月）　●粟野＝25日

（金）、26日（土）10時まで・14時から

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／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

①②＝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

●北中沢コミュニティセンター＝28日（月）　●児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎

週（火）、14日（月）・23日（水）　●図書館＝毎週（月）（14日を除く）、15日（火）・31日（木）（東部・西

部分館のみ30日（水）も休館）　●郷土資料館＝毎週（月）、15日（火）・22日（火）
!10月のお知らせ

21日（月）13時〜15時

16日（水）10時〜12時

21日（月）13時〜16時

24日（木）13時〜16時

10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

22日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

8日（火）・15日（火）・25日（金）・

29日（火）の各13時〜17時
①17日（木）18時〜20時30分

②20日（日）13時〜15時30分

③22日（火）18時〜20時30分

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

8日（火）14時から

　センター3階／　センター

☎475・5152

福 習
23日（水）14時から

8日（火）13時〜15時

11日（金）9時30分から

9日（水）９時30分から

21日（月）９時から

毎週（月）〜（金）９時〜17時

交通事故相談　 ※1予 18日（金）10時〜15時

10月16日、11月6日の各（水）

9時30分〜10時30分

各児童センターの休み

　　河内夏美（ソプラノ）、

　　松本やす子（メゾソプラノ） 他

　　　●全席指定　

　　　●開演1時間前から

　　　　ロビーで、公演中に

　　　　使う「たて琴」を作

　　　　ることができます
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“支えあい”　広がれ　福祉と健康
の輪

広報

【下総基地の米軍機使用絶対反対】
古紙パルプ配合率70%

再生紙を使用

令和元年（2019年）10月1日号8

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▶

住民基本台帳人口      109,995人（前月比-55）

男　54,364人　女　55,631人

世帯数　 49,764世帯（前月比+24）

〔R1.9.1現在〕

　地域で活躍しているボランティア団体、福

祉関係団体、健康に関わる団体などによる、

子どもから高齢者まで楽しめるさまざまな

体験教室や、菓子・野菜・手作り品の模擬店

が集まります。家族や友人と一緒に「福祉と

健康」に触れてみましょう！

　白衣を着て、歯医者さんや歯科衛生士さんになりきってみませんか？パパ・ママ・

友達の口の中を観察してみよう！

対象2歳〜小学生　時間10時・10時30分・11時・11時30分・13時・13時30分から

定員各回6人（申込先着順）　申し込み健康増進課☎445・1394

日時 2年1月19日（日）（8時〜9時福太郎ス

タジアムで受け付け。雨天決行）

対象小学生以上の健康な人

※小・中学生は保護者の同意が必要です

種目 ●親子の部、小学生の部4種目＝2.2㎞

　　　コース

　　●中学生女子の部＝3㎞コース

　　●中学生男子の部、一般の部2種目＝5㎞

　　　コース

　　●一般の部6種目＝10㎞コース

※10㎞コースは、5㎞地点で40分、ゴール地

　点で75分の制限時間を設けます

費用  ●小学生500円 ●中学生1,000円

 ●高校生2,300円 ●親子3,000円

 ●一般3,600円

定員2,500人（申込先着順）

申し込み 12月2日（月）までに、大会ホーム

ページまたはランネットホームページの申し

込みフォームで

※手数料がお得になる団

　体エントリーが可能です

◀
大
会
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きらり輝くアーティスト発掘！

問社会福祉課☎445・1286

　住んでいる地区の自治会をスタートして、ウォークラリー形式のこま図を頼りにゴールの市役所を目指します。
　ゴールでは、各自治会による軽食・農産物販売などの模擬店があります。参加賞もあります！

スタート 各自治会指定の場所（9時30分〜11時）

ゴール 市役所正面駐車場（10時〜13時）その他 傷害保険に加入（自己負担なし）問各自治会または鎌ケ谷市自治会連合協議会事務局（市民活動推進
課内）☎445・1252

同日開催 雨天決行
元気に歩こう！
第31回ふれあいラリー

　その他にも楽しいイベント盛りだくさん！
〇福祉健康関係団体の展示 〇手作り品などの模擬店

〇おもちゃの広場、軽食・喫茶 〇カミングママのぬり絵コーナー

日時 10月20日（日）10時〜14時

（オープニングセレモニーは9時30

分から）

場所 総合福祉保健センター、市役所

1階 市民ホール

注意 コミュニティバスききょう号や

公共交通機関でお越しください

　各種相談
〇医師・歯科医師・薬剤師・栄養士による相談 

〇まちの保健室 など

各種体験
〇車いす

〇手話

〇音声パソコン

〇脳トレーニング

〇音声訳の基本練習

〇口の元気度チェック

〇セラピー犬との触れ合い 

　など

　ステージ発表
〇音楽の演奏　〇演劇　〇民謡合唱 など

歯医者さん体験コーナーキッズの

　きらりと輝くアーティストを発掘するコンテス

ト「きらりかまがや第3回アーティスト発掘プロ

ジェクト」の出場者を募集します。ジャンルは、ア

コースティック。あなたのオリジナル曲をきらり

ホールの舞台で発表しませんか？

出場例●ギターを使った弾き語り ●ピアノの独奏

　　　●管・弦楽器のアンサンブル など

※電子機器・装置を使った楽器は使用できません

日時2年2月16日（日）14時〜16時30分（予定）

場所きらりホール

注意出場条件など詳しくは、要項をご覧ください

申し込みきらりかまがやホームページおよび、きら

り鎌ケ谷市民会館・学習センター（各公民館）で配

布する申込書に記入し、その他必要書類を添付し

て、10月31日（木）17時まで（必着）に市民会館

ゆ〒273-0101富岡1-1-3／

窓口に持参（書類選考後、通

過者（8組程度）へ11月中旬

に連絡します）

　専門の講師が直にレッスンしてくれます。

内容 ①ラントレーニング 初心者向け講座　②キッズト

レーニング　③ラントレーニング スピードアップ講座

対象①・③＝小学生以上　②＝小学生

日時①＝10月12日（土） ②＝11月10日（日） ③＝12月

1日（日）、各10時〜13時（9時30分から受け付け）

場所ファイターズ鎌ケ谷スタジアム（中沢）

定員 ①・③＝各150人（申込先着順）　②＝100人（申込

先着順）

申し込み 件名に「トレーニングデー申し込み」、本文に参

加希望日、氏名・性別・年齢・連絡先（電話番号・Ｅメール

アドレス・緊急連絡先）を記入して、鎌スタ☆トレーニン

グデー運営事務局ｍrunfesta@ambition-act.com

鎌スタ☆トレーニングデー開催!!
北海道日本ハムファイターズ、市・市教育委員会共催

問問マラソン大会実行委員会事務局

（文化･スポーツ課内）☎445・1531

2年1月19日（日） 開催

内容走路整理員、会場内整理員、受付係、手荷物預

係、広報係、駐車場係など

申し込み 11月15日（金）までにマラソン大会実行

委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1531

運営ボランティアも募集中！

10
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日
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出場者 募集！

はじめ
ての

　　
車いす

体験！

問市民会館☎441・3377
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