
　長年にわたり市政の発展に功績のあった人や、市民の模範となる行いのあった人・団体の表彰式を
11月1日（金）に市役所で行います。（順不同、敬称略）

金子 マチ （公益事業に尽力）
桑野 時江 （寄附）

大山 真史 （消防団員）
中野 拓美 （消防団員）
及川 和秀 （消防団員）
秦野 恭嘉 （消防団員）
中野 翔太 （消防団員）
澁谷 賢治 （消防団員）
浅海 喜康 （消防団員）

樋口 美佐子 （元図書館協議会委員）

神林 靜子 （元食生活改善推進員）
古瀬 洋司 （元自治会役員及び元環境美化対策推進協議会委員）
早河 惟雄 （元自治会役員）
鈴木 博 （元統計調査員）
鎌ケ谷市梨業組合 （寄附）
鎌ケ谷巧業株式会社 （寄附）
株式会社岡田産業 （寄附）
長谷 滋子 （寄附）
甲斐 みどり （元保健推進員）
奥山 喜和子 （元国民健康保険事業の運営に関する協議会委員）
野上 陽子 （元市議会議員）

11月12日〜11月25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間

小島 英子 （介護認定審査会委員）
浦和 康人 （介護認定審査会委員）

上野 実 （自治会役員）
塙 正浩 （自治会役員）
西田 美夫 （自治会役員）
千田 嘉隆 （自治会役員）
加藤 和子 （統計調査員）
内田 徳子 （情報公開・個人情報保護審査会委員）
松崎 泰子 （情報公開・個人情報保護審査会委員）
自治功労

社会福祉功労 教育文化功労

消防功労

中尾 陽子 （食生活改善推進員）
小澤 由美子 （食生活改善推進員）
石井 やよい （食生活改善推進員）
藤野 信之 （予防接種医）
長谷川 美樹 （保健推進員）
大地 智子 （保健推進員）
外山 由紀子 （保健推進員）
保健衛生功労

問秘書広報課☎445・1080

11月は児童虐待防止推進月間

「オレンジリボン運動」は、子ども虐待をなくす

ことを呼び掛ける市民運動です

〜189(いちはやく)ちいさな命に待ったなし〜

市政功労者・善行者の功績をたたえ26人を表彰

DV（ドメスティック バイオレンス）とは?

　DVとは、夫婦やパートナーなどから受ける暴力のことです。被害者は
女性が多く、「自分が悪かった」「自分さえ我慢すれば…」と考えることで、
暴力から抜け出せなくなることがあります。
DVの他にもある、女性への暴力

　近年では、中高生や若い女性を中心に「アイドルになりませんか」など
と声を掛けて性的行為を強要したり、インターネットに裸の写真や動画
を投稿されたりするなど、さまざまな暴力が発生しています。
　被害にあったり悩んだりしている人は、一人で抱え込まずに相談しま
しょう（秘密は厳守します）。
連絡・相談先

●市男女共同参画室☎445・1277
●鎌ケ谷市「女性のための相談」（毎週(水)実施。
　要予約）☎445・1277
●千葉県女性サポートセンター（24時間365日
　対応）☎043・206・8002
●NPO法人千葉性暴力被害支援センター 
　ちさと（24時間対応）☎043・251・8500

児童虐待とは？

　虐待は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト（食事を与えない、ひどく不
潔にするなど）、心理的虐待（言葉による脅し、子どもの目の前で家族に対
して暴力をふるうなど）の4種類に分類されます。
虐待のサインかも…

　子どもに不自然な傷やあざがある、服や体が不潔、お腹をよく空かして
いる、保護者の怒鳴り声や子どもの異常な泣き声が頻繁にあるなど、地
域で「虐待かも…」と思われる事例がある場合、まずは連絡してください。
連絡は匿名でも可能です。
　また、子育てに悩んでいる人もお気軽に相談してください。連絡・相談内
容についての秘密は守ります。
連絡・相談先

　児童虐待の早期発見・早期対応は、子どもと保護者
を救う第一歩です。
●市こども総合相談室☎445・1328
●市川児童相談所☎047・370・1077
●児童相談所全国共通ダイヤル☎189
　（最寄りの児童相談所につながります）
●こども家庭110番（24時間365日対応）
　☎043・252・1152

　男女共同参画推進センターでは「パープ

ルリボンツリー」を設置しています。皆さ

んもリボンを飾り付けて、女性に対する暴

力問題について考えてみませんか？
緊急時は警察110番へ！

～感謝状は 8人と3団体に～

パープルリボンツリー

功労表彰 善行表彰

感謝状
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住民票とマイナンバーカードに旧姓の併記ができます…2　　市営住宅入居者 募集…2　　保育園等の利用申し込み…3　　廃線ウォークで線路の上を歩いてみよう！…8主な内容
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ヘルプマークとは
　義足や人工関節を使用している、内部障がい
や難病である、妊娠初期など、外見からは分か
りにくい障がいなどがある人が、支援や配慮な
どを必要としていることを知らせるためのマー
クです。
配布場所障がい福祉課窓口（総合福祉保健セン
ター2階）
配布数1人1個
問障がい福祉課☎445・
1305／ｆ443・2233

　11月5日(火)から住民票、マイナンバーカードなどへ旧姓
(旧氏)の併記ができるようになります。
　各種の契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場
面での証明に使え、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓
(旧氏)で本人確認ができるようになります。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

※:通知カードの場合  
　 は本人確認書類も
　 必要です

旧姓(旧氏)併記のための手続き
　住民票に旧姓(旧氏)を併記するためには請求手続きが必要になります。住民票
に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署
名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。

対象次の要件を全て満たす人
●市内に住所または勤務場所を有する　●現に同居または、同居しようとする
親族がいる　●現に住宅に困窮している　●連帯保証人がいる　●申し込む本
人または、同居しようとする親族が暴力団員でない　●収入基準以内である
募集戸数3戸（下表参照）
選考方法応募が募集戸数を超えた場合は、「鎌ケ谷市市営住宅入居者選考委員会」
の意見を聞いた上で、入居者を決定します
入居時期2年3月上旬予定
申し込み11月5日（火）〜19日（火）(最終日は12時まで)に、建築住宅課窓口（市
役所4階）で申し込み
※詳しくは、同課で配布する募集案内をご覧ください
問建築住宅課☎445・1472

　市内を一望できる市役所屋上では、天気が良いと東京スカイツリーを始
め、筑波山や富士山を見ることができます。日が短くなるこれからの季節
は、夕暮れ時や日没後の景色も皆さんに楽しんでもらうため、屋上開放時間
を延長します。富士山の向こう側に沈む夕日や、ライトアップされた東京
スカイツリー、市内の夜景を見てみま
せんか？
延長期間11月1日（金）〜2年3月31日

（火）（（土）・（日）・（祝）・年末年始を除く）
開放時間8時30分〜17時45分
問企画政策室☎445・1073

新鎌ケ谷駅周辺でのごみのポイ捨てや路上喫煙

周りの人の迷惑になっていませんか!?

住民票とマイナンバーカードに

旧姓(旧氏)の併記ができます

市営住宅入居者を募集します

　市が発送する納税通知書送付用
封筒（2年4月〜6月に発送）の裏面
に企業などの広告を掲載しませんか？
募集枠1枠
掲載料85，000円以上
広告媒体●固定資産税納税通知書
　　　 ●市・県民税納税通知書
　　　 ●軽自動車税納税通知書
発送予定数85，000通
注意文字・図のみの掲載で、写真不可。青と赤の2色刷り
その他詳しくは、市ホームページをご覧ください
申し込み広告掲出申込書に広告原稿（案）、企業概要（パンフ
レットなど）を添えて、12月6日（金）まで（必着）に課税
課窓口（市役所2階）へ持参または、同課ゆ〒273-0195
問課税課☎445・1096

85,000通の「納税通知書送付用封筒」
に広告掲載しませんか？

市役所屋上の開放時間を延長します

市ホームページ

　新鎌ケ谷駅周辺は、「鎌ケ谷市ごみの
散乱のない快適なまちづくりに関する
条例」において、ごみのポイ捨て・路上
喫煙などを禁止する「ごみの散乱のな
い快適なまちづくり推進地区」に指定
されています。
　しかし、この区域での路上喫煙やご
みのポイ捨てなどが後を絶たない状況
であり、街の美観を損なうだけではな
く、子どもたちや周囲への大変な迷惑
となっています。
　皆さんの快適な生活環境のために、
「推進地区」外でも、ごみのポイ捨てを
せず、モラルとマナーを守った喫煙にご
協力をお願いします。
問クリーン推進課☎445・1223

長谷津市営住宅Ｄ棟注１

長谷津市営住宅Ｄ棟

粟野市営住宅

※いずれも、一般世帯向け（単身入居不可）
注１：火災事故あり。詳しくはお答えできません。また入居後は本事故を理由とした住み替えはでき
　　　ません

中央2-22-4

中央2-22-4

粟野562-3

所在

３階

４階

５階

階数

6/6/4.5/DK

6/6/4.5/DK

6/6/6/DK

間取り（畳）

1万6,700円～3万2,800円
1万6,700円～3万2,800円
2万2,400円～4万4,000円

家賃団地名

①旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本などを 

　用意

　戸籍謄本などは、本籍地の市区町村に直接
または郵送で請求することができます。ま
た、戸籍謄本などのコンビニ交付に対応した
市区町村であれば、コンビニのマルチコピー
機から取得することができます。

②用意した戸籍謄本

　などと、マイナンバー

　カード※を持って市民

　課窓口(市役所1階)へ

納税通知書在中

広告枠
18cm

6cm

封筒（表）

（裏）

新鎌ケ谷駅

北総
線

新
京
成
線

東
武
野
田
線市役所

…推進地区
ヘルプマークを持っている人を
見かけたら、思いやりのある
行動をお願いします。
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窓口で
配布中 ストラップ型ヘルプマーク・

ヘルプカード
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問市民課☎445・1177

　申し込み方法など詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
申込期間11月6日（水）〜19日（火）
入札期間11月26日（火）〜12月3日（火）
問収税課☎445・1164

インターネット不動産公売を行います

市ホームページ

市ホームページ
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　市内の小・中学生から682点の応募があり、審査の結果、次のとおり入賞作品が選ばれました（敬称略）。入賞

作品54点は、11月7日（木）〜15日（金）（初日は17時から、最終日16時まで）の間、イオン鎌ケ谷ショッピングセ

ンター2階に展示します。

第40回「火災予防ポスター展」入賞作品決定

松井 紀実佳（鎌ケ谷小6年）

松本 心遥（東部小4年）

新屋 莉杏（南部小4年）

中川 龍彪（西部小1年）

髙梨 奏（中部小5年）

優秀賞優秀賞 優秀賞 入選

事前に「教育・保育給付認定」が必要です
　保育園などを利用する場合は、子どもの年齢や保育の必要性に

応じた「教育・保育給付認定」を受けてください。

　なお、認定の対象は次のいずれかの条件に該当する人です。

「教育・保育給付認定」の条件
●1日4時間以上かつ月15日以上の労働をしている

●介護・看護、就学している

●妊娠中である、または出産後間もない

●疾病、負傷、心身の障がいにより家庭保育が困難である

●求職活動を継続的に行っている

●災害復旧、虐待・DVにより家庭保育が困難である

申し込み方法
　幼児保育課窓口（総合福祉保健センター2階）で11月11日（月）か

ら配布する申込書に記入して、12月26日（木）までに同課窓口へ持

参してください。

※申込書の郵送は行いません

※入園中の子どもに対しては、各保育園などを通じて継続利用の 

　確認をします

※他市町村の保育園を希望する場合、希望先の市町村に締切日を

　確認して、その締切日の10日前までに鎌ケ谷市幼児保育課に申

　し込んでください

※12月14日（土）9時〜16時に休日受付を行います

利用調整（選考）と結果
　「保育の必要性」を点数化し、希望園に空きがあれば点数の高い

人から入園が内定します。結果は2年2月下旬までに保護者へ通知

します。

公
立
保
育
園

私
立
保
育
園

駅
チ
カ
あ
っ
と
ほ
ー
む

受け入れ年齢所在地保育園名

スクルドエンジェル保育園

鎌ケ谷大仏園

スクルドエンジェル保育園

新鎌ケ谷園

あい・あい保育園 新鎌ケ谷園

えんぜるナーサリー初富

くるみ園 

ふたば園

初富スマイルキッズ

みちるkids園

あっとほーむママ・にじのこ

あっとほーむママ・ほしのこ

K’s garden鎌ケ谷保育園

たかし保育園鎌ケ谷大仏

たかし保育園新鎌ケ谷

グローバルキッズ鎌ケ谷園

鎌ケ谷ピコレール保育園

まるやま保育園

おおぞら保育園

ふじのこ保育園分園

りすのこ園

ふじのこ保育園

鎌ケ谷保育園

粟野保育園

南初富保育園

道野辺保育園

鎌ケ谷1-5-25 

ABILEK鎌ケ谷3階

新鎌ケ谷1-16-10

新鎌ケ谷駅前ビル2階

新鎌ケ谷1-10-5

中央1-3-20

道野辺本町1-4-34

新鎌ケ谷1-10-29

中央1-1-34

新鎌ケ谷1-11-20-102

新鎌ケ谷3-1-19

道野辺本町1-4-27

東道野辺2-1-1NTT鎌ケ谷ビル１階

鎌ケ谷5-8-55

初富919-15

富岡1-1-1

ショッピングプラザ鎌ケ谷別棟

新鎌ケ谷1-13-3

丸山2-11-28

初富354-1

道野辺本町2-1-28

カーラシティ弐番館2階

初富82-1

鎌ケ谷6-8-26

粟野740-3

東初富2-6-50

道野辺中央5-7-10

電話番号

436・8620

468・8282

402・2247

441・7666

441・0057

404・4021

498・7707

443・5015

440・8245

404・8644

404・9166

404・1140

436・8118

446・8833

445・5270

441・7070

441・9810

443・3740

402・3811

442・0525

443・1096

443・2093

444・1885

生後57日〜２歳児

生後３カ月〜２歳児

生後６カ月〜２歳児

生後６カ月〜５歳児

生後57日〜5歳児

生後６カ月〜５歳児

生後６カ月〜２歳児

生後３カ月〜5歳児

生後57日〜５歳児

問幼児保育課☎445・1363

公立・私立保育園
駅チカあっとほーむ令和2年度11月11日（月

）から

配布・受け付け
開始

放課後児童クラブとは

　市内の小学校に通学する児童のための

生活と遊びの場として、各小学校に設置さ

れています。

　対象者は、放課後や夏休みなどの長期の

休み期間中の昼間、保護者の仕事や病気な

どにより、家庭で子どもだけになってしま

う児童です。

　　　　（日）・（祝）・12月29日〜1月3日を

除いた日

●授業がある日＝放課後〜19時

●授業がない日（（土）・長期休み期間）＝8   

　時〜19時

　　月額8,000円（減免制度あり）

※保護者会費・おやつ代が別途かかります

入会手続き

　こども支援課窓口（総合福祉保健セン

ター2階）・各放課後児童クラブ・市ホーム

ページで11月11日（月）から配布する入会

申請書に必要書類を添付して、2年1月20

日（月）までに同課窓口へ持参してください。

※現在入会中の児童の継続手続きは、入会

　中のクラブでできます（一部例外あり）

問こども支援課☎445・1320

令和2年度
放課後児童クラブ入会手続き

開設日時

費用

休日受け付け

夜間受け付け
夜間・休日に特別受け付けを実施

　　　　　 2年1月14日（火）〜17日（金）・

20日（月）の各20時まで

　　　　　　2年1月19日（日）9時〜16時

11月11日(月）から
配布・受け付け開始

問消防本部予防課☎444・3273

▶寝たばこは絶対にしない

▶ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する

▶ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

▶逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する

▶寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐ

　ために、防炎品を使用する

▶火災を小さいうちに消すために、住宅用消

　火器などを設置する

▶高齢者や身体の不自由な人を守るために、

　隣近所の協力体制（共助）をつくる

●消火器取り扱い、煙体験

●記念撮影（子ども防火服を着て、

　はしご車と一緒に写真を撮ろう！）

●ミニ消防車

●鎌ケ谷ファイアーフレンズの吹奏楽演奏

●クイズに答えて「防災ごはん（5年保存）」をゲットしよう！

　（1家族につき1個まで。先着150人）

　火災が発生しやすい時季を迎

え、防火意識を向上するために消

防広場を開催します。

　　11月9日（土）9時30分〜13

時（荒天中止）

　　生活協同組合コープみらい 

コープ鎌ケ谷店駐車場

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント　〜三つの習慣・四つの対策〜

三
つ
の
習
慣

四
つ
の
対
策

秋季全国火災予防運動 11月9日(土)～15日（金）

「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」

11月9日（土）開催！ 消防広場

　平成20年6月以降、全ての住宅に

住宅用火災警報器の設置が義務付

けられました。

　警報器を交換しないまま使用し

続けると、電子部品の寿命や電池切

れなどで、火災を感知しなくなるこ

とがあります。いざというときに確

実に作動するように、定期的に動作

確認を行いましょう。

住宅用火災警報器
10年を目安に交換が必要です！

場所

日時

利用申し込み

池田 百佳（初富小3年）

濵田 侑希（道野辺小2年）

立石 彩育（五本松小3年）

大谷 ありあ（五本松小6年）

杉浦 莉乃（第五中2年）

杉
浦 

陸
斗
︵
第
二
中
2
年
︶

︵
一
社
︶
千
葉
県
危
険
物
安

全
協
会
連
合
会
長
表
彰

髙
木 

心
汰
︵
北
部
小
5
年
︶

︵
一
社
︶
千
葉
県
消
防
設
備

協
会
長
表
彰

問消防本部予防課☎444・3273
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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

健康だより

さくらんぼぐみ　

対0〜2歳程度

時11月6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11月3日（日）14時〜14時30分

いちごぐみ　

対小学校低学年以下　

時11月10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11月9日（土）15時〜15時30分

小学生のためのおはなし会

対小学生(保護者同伴であれば5歳から可）

時11月30日（土）13時30分〜14時30分

師日本レクリエーション協会インストラクター

定35人（申込先着順）

申11月1日（金）10時以降に図書館本館へ

電話

創作教室 ザ・チャレンジ
「クリスマスかざりをつくろう！」

お知らせ・相談
　令和2年の裁判員候補者名簿に登

録された人には、11月中旬に名簿に登

録されたことの通知を送付します。

問千葉地方裁判所事務局☎043・

333・5238

裁判員制度
まもなく名簿記載通知を発送します

　自分に合った働き方を発見するに

は「自分を知る」ことが大切です。皆さ

んの就職活動を支援します。

対15〜39歳の人

時12月3日（火）

　①セミナー＝13時30分〜15時

　②個別相談＝15時〜16時（1人30分）

所市役所地下

定①＝20人（申込先着順）

　②＝5人（申込先着順）

他②のみの参加不可

申商工振興課☎445・1240

職探しのヒントを見つけよう！
　源泉徴収義務者を対象に、年末調整

の事務手続きや法定調書の提出方法

について説明します。

※時間は各13時30分〜16時（13時

　から用紙配布）

注公共交通機関などでお越しください

問松 戸税務署法人課税 第2部門

☎047・363・1171

令和元年分 年末調整説明会

　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も建築士に

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ま

す。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？

　10月1日から千葉県最低賃金が時

間額923円に改正されました。詳しく

はお問い合わせください。

問千葉労働局☎043・221・2328

千葉県最低賃金改正のお知らせ

時11月14日（木）14時から

所市役所6階　定5人

申都市政策室☎445・1422

第2回鎌ケ谷市コミュニティバス
運営検討委員会の傍聴情報ひろば

動物による危害防止対策

強化月間

動物による危害防止対策

強化月間

　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなど。

対中学生以上の人

時11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）

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

　普通に歯磨きをしているだけなのに歯茎から血が出

たり、血の味がしたり、歯茎が赤く腫れていたり…とい

う経験はありませんか？これらの症状は歯周病が原因

かもしれません。

　歯周病には大きく2つの段階があります。

歯肉炎

　歯肉のみが炎

症を起こしてい

る状態。丁寧な

歯磨きで元の健

康な歯肉に戻す

ことができます。

歯周炎

　歯肉炎が進行し、歯肉だけで

なく歯の周りの組織（歯を支え

ている顎の骨など）も炎症を起

こしている状態。放置している

と、歯を支えられなくなり、最終

的には歯が抜けてしまいます。

　11月は「動物による危害防止対策強化月間」です。

次のことに注意して、動物による事故や迷惑を防止し

ましょう。

▷飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出をし、かん

　だ犬に狂犬病の疑いがないか、獣医師の検診を受

　けさせる

▷犬を飼う場合、登録時と年1回、狂犬病予防接種を

　する

▷事故を起こさないためのしつけを行う

▷公園なども含め、犬の放し飼いをしない。また、犬

　は来訪者の届かない場所で飼う

▷猫は屋内で飼う

▷飼い主のいない猫の世話は、猫が増えないよう考慮

　し、過度の触れ合いでかまれないように注意する

▷犬・猫を合わせて10頭以上飼う場合は、保健所へ

　届け出をする

▷特定動物（ヘビ・サルなど）を飼う場合は、あらかじ

　め保健所長の許可を得る

▷ペットがいなくなったらすぐに探し、保健所・警察・

　動物愛護センターに電話などで届け出をする

▷動物は責任をもって最後まで面倒を見る。やむを

　得ない事情で飼えなくなった場合は、新しい飼い主

　を探す

問●県習志野健康福祉センター☎475・5151

　●県動物愛護センター

　　☎0476・93・5711

　●県動物愛護センター

　　東葛飾支所

　　☎04・7191・0050

歯磨きをすると血が出ませんか？

講座・講演

　歩行者と自転車は通行できます。

　　　　　 11月6日（水）〜2年2月

26日（水）のうちの10日間程度で、22

時〜翌5時

問新京成電鉄（株）☎047・389・9985

新京成線連続立体交差事業
工事に伴う車両通行止め

通行止め日時

　「第三次いきいきプラン・健康かま

がや21」計画策定にあたり、無作為で

3,000人に調査票を郵送します。届い

た人はご協力をお願いします。

　なお、調査票に記入して市役所に持

参した人に、プチ健康グッズをプレゼ

ントします。

問健康増進課☎445・1405

鎌ケ谷市民健康意識調査
〜届いた人はご協力を〜 日にち

11/ 6（水）

11/ 7（木）

11/12（火）

説明会会場

鎌ケ谷市総合福祉保健センター

松戸市民会館

流山市文化会館

　大好評の「鎌ケ谷朝市」の開始時間

が変わります。収穫したての新鮮な野

菜を取りそろえて、お待ちしています。

時毎週（土）8時から（売り切れ次第

終了）

所市役所駐車場（イオン側）

問市朝市組合事務局（ＪＡとうかつ中

央鎌ケ谷支店内）☎443・4010

「鎌ケ谷朝市」の開始時間変更
11月〜4月は8時から開始

旬の野菜が並びます

北総
線

あ
い
さ
つ

通
り

N

保育園

コンビニ

ドラッグストア

東
武
野
田
線

鎌ケ谷
市役所

鎌ケ谷
総合病院北初

富駅

新鎌
ケ谷

駅

464

ホーム
センター

スーパー

新京
成線

車両通行止め

箇所

　歯周病は「サイレント・ディジー

ズ（静かな病気）」といわれ、自覚

症状が出づらいことが大きな特

徴です。虫歯の場合は歯が痛み

ますが、歯周病は痛みがほとんど

ないまま進行します。そのため、

歯に痛みがなく自分の歯に自信

のある人でも、歯周病になってい

ることがあります。

　定期的に歯科医院で健診を受

け、早期発見・治療を心掛けま

しょう！

健康増進課
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福祉まつり

　　11月10日（日）10時〜14時30分

　　老人クラブ、談話室による発表

　次の6市に在住の人なら、どの会場

でも相談できます。

※時間は各10時〜16時（1人1時間）

定各12人

申希望する会場の予約先に電話

※16日(土)開催の相談会は11月5日

（火）から受け付け開始

消費者問題無料相談会
〜お気軽にご相談ください〜

時11月16日（土）13時30分〜16時

30分

所柏商工会議所　定24人（申込先着順）

申11月5日（火）以降の10時〜12時、

13時〜16時（（土）・（日）・（祝）を除く）

に県弁護士会松戸支部☎047・366・

6611

弁護士・税理士・司法書士
合同無料相談会

　農林水産業の一部を除き、労働者を

1人でも雇う事業主は、労働保険（労災

保険・雇用保険）に加入する必要があ

ります。未加入事業の事業主は至急、

手続きをしてください。

問千葉労働局保険徴収課☎043・

221・4317

11月〜12月は
「労働保険適用促進強化期間」 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11月17日（日）13時30分〜16時

（13時から受け付け）

所福太郎アリーナ、福太郎スタジアム　

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

木造住宅の無料耐震相談会

　　市内で昭和56年5月31日以前に木造在来工法・枠組み

壁工法により建築された、専用住宅（2階建て以下）または併

用住宅（居住部分が2分の1以上のもの）

※建築年、工法などが分からない場合はご連絡ください

　　11月30日（土）10時〜15時（1件につき40分程度）

　　くぬぎ山コミュニティセンター

　　　住宅の平面図など

対市内在住・在勤・在学の17歳以上の

人で編成された、審判（2人）、オフィ

シャル（4人）ができるチーム

時12月21日（土）・22日（日）の各9時

から

所福太郎アリーナ

費1チーム7,000円（当日持参）

申申込用紙に記入して、11月9日(土)

まで（必着）に吉田昭ゆ〒273-0115

東道野辺4-9-19（申込用紙は文化・

スポーツ課ｍsports@city.kama

gaya.chiba.jpに請求）

問9時〜21時に同大会実行委員会 吉田

☎090・3690・0901

市民バスケットボール大会

スポーツ

時11月14日（木）10時〜15時（1人

30分程度）

所アクロスモール新鎌ケ谷2階

　　　県税理士会松戸支部所属税理士

問同支部☎047・366・2174

税を考える週間における
税の無料相談会

相談員

　友達や家族で楽しんでみませんか？

対市内在住・在勤・在学の人

時11月10日（日）9時30分〜12時（9

時から受け付け。小雨中止）

所道野辺小学校 校庭

持飲み物　　　動きやすいもの

注車での来場はご遠慮ください

問文化・スポーツ課☎445・1531

グラウンドゴルフ初心者講習会

服装

対市内在住・在勤・在学の保護者とそ

の子ども

時11月24日（日）9時30分〜11時30

分（9時から受け付け）

所鎌ケ谷小学校 体育館

持室内用運動靴・飲み物

　　動きやすいもの

注車での来場はご遠慮ください

問文化・スポーツ課☎445・1531

親子ドッジボール

服装

日にち

(11月)

11日（月）

12日（火）

13日（水）

14日（木）

15日（金）

16日（土）

場所

予約先（各市消費生活センター）

鎌ケ谷市役所1階

☎445・1240

野田市役所1階

☎04・7123・1084

松戸市役所 議会棟2階

☎047・366・7329

流山市消費生活センター

☎04・7158・0999

我孫子市消費生活センター

☎04・7185・1469

柏市消費生活センター

☎04・7163・5853

　　東部学習センター

　　車での来場はご遠慮ください
サークル発表会

　　11月9日（土）9時〜15時25分

　　●展示の部（編物、洋裁、陶芸、絵

　　　画、書道、手芸、茶道など）

　　●発表の部（舞踊、太鼓、ダンス、

　　　コーラス、ウクレレなど） 

問東部学習センター☎441・0211

　国史跡周知普及事業の一環として、JRA競馬学校の全

面協力のもと、馬の文化を学ぶ講座を実施します。

　馬の生態や人との関わりの歴史など、馬の文化につい

て競馬学校の現役教官や職員から学んでみませんか？

参加者にJRA競馬学校からの二つの特典があります！

▶スペシャル弁当（競馬学校の生徒が実際に食べている

　メニュー）

▶JRA中山競馬場（12月開催の指定日）観戦ご招待（多　

数抽選）

　　●講座「馬と人とのかかわり」「馬の生態」など

　　●競馬学校の施設見学（未来のジョッキーの騎乗訓

　　　練見学、厩舎（きゅうしゃ）、寮食堂、歴代卒業生の

　　　作品展示などを見学）

　　小学校5年生以上の人（中学生以下は保護者同伴）

　　11月23日（土）9時市役所集合〜16時帰着

※市のバスで移動。集合時間厳守

　　60人（多数抽選）

　　　　参加希望者の氏名（ふりがな）・年齢・希望人数（2

人まで）と、代表者の住所・電話番号、「馬事文化」を記入し

て、11月8日（金）17時までに文化・スポーツ課ｍbunka

@city.kamagaya.chiba.jpまたは、同課☎445・1528

対象

伝統芸能「浪曲」を
生で見て、聴いて、親しんでみませんか？

　　古典「中村仲蔵」、新作「男はつらいよ第1作」

　　浪曲師の玉川太福さん

　　11月18日（月）13時30分から（13時開場）

　　50人（申込先着順）

　　　まなびぃ100対象

　　　　11月1日（金）9時以降に北部公民館

　　　 ☎446・1076 玉川太福さん

内容

定員
申し込み

日時

馬と人とのかかわり
〜JRA競馬学校を訪ねて～

問文化・スポーツ課☎445・1528

定員

演目
演者

申し込み
その他

日時

場所
注意

内容

内容
日時

日時

鎌ケ谷馬事文化市民講座

北部シルバーカレッジ　公開講座

東部

学習セン
ター

対象

持ち物
申し込み

日時
場所

　　　　11月8日（金）までに建築住宅課☎445・1466／ｍsidou@city.kamagaya.

chiba.jp

木造住宅耐震改修等補助制度

　耐震改修などにかかる費用について、最大60万円の補助（条件あり）を行っています。

詳しくはお問い合わせください。

東部ふれあいまつり
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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！



　　　　　  　 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

　各国の屋台料理、キッズコーナー

や、ダンス・演奏などのアトラクション

を通じて、外国人と交流しませんか？

時11月24日（日）13時〜15時30分

（12時30分から受け付け）

所総合福祉保健センター6階

費●一般＝1,500円

　●学生・生徒＝700円

（いずれも屋台チケット付き。未就学

児入場無料。会員割引あり。当日券は

500円増し）

申11月16日（土）までに市国際交流

協会窓口などで前売り券を購入（詳し

くは、同協会ホームページを参照）

問（月）・（水）・（土）9時〜12時・13時〜

16時に同協会☎442・1860／ｍmain

@kifa.gr.jp

KIFAパーティ
「世界の屋台で国際交流」

　森や田畑を侵食する竹を間伐します。

希望者は、竹を持ち帰れます。

時11月9日（土）9時30分粟野コミュ

ニティセンター裏多目的広場集合〜

12時

定20人（申込先着順）

持軍手・タオル

　　作業できるもの

申粟野の森の会 小出☎090・6309・

4379

秋〜冬 森の体験会1
「竹の間伐ボランティア」

内犬のしつけ方の講義やモデル犬に

よる実演など

時11月21日（木）13時30分〜15時

30分（13時から受け付け）

所市役所地下1階

定40人（申込先着順）

注飼い犬の同伴不可

申●習志野健康福祉センター☎475･

　　5154

　●環境課☎445･1229

犬の正しい飼い方・しつけ方教室
（基礎講座）

内サークル発表会、展示会、模擬店 他

時11月3日（日）10時〜15時

所道野辺中央コミュニティセンター

問同センター☎445・6203

道野辺中央コミュニティセンター
フェア

内ロープ遊び（綱渡り・ブランコ）、竹

馬、バンブーダンス、松ぼっくり細工づ

くりなど

対小学生以下（3年生以下は保護者同伴）

時11月3日（日）11時〜15時

所市制記念公園

問●雨天時の開催可否＝開催日の9時

　　以降に市制記念公園管理事務所

　　☎445・0285

　●その他＝こども支援課☎445・

　　1320

子どもたち大集合！
あそびのプレーパーク

内音楽に合わせて触れ合い遊び、自由

遊び

対未就学児とその父親

時11月16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

内模擬店、手作り品販売、ゲーム、所員

による竹太鼓・ハンドベル・よさこいな

どの発表など

時11月9日（土）11時〜15時

所福祉作業所友和園

問同園☎445・7777

友和園祭

内作品展示・ステージ発表・販売・模

擬店など

時11月17日（日）10時〜14時

所（福）桐友学園（柏市）

問同園☎04・7191・5277

きりとも祭

内サークル発表会(フラダンス・踊りな

ど）、作品展示会（書道・木目込み人形・

水彩画など）、模擬店、バザー、抽選会

時11月9日（土）10時〜15時30分

所北中沢コミュニティセンター

他車での来館はご遠慮ください

問同センター☎442・2011

第29回北中沢コミセンまつり

　鎌ケ谷の自然の中で、里山遊びや工

作を体験してみよう！

対市内在住の小学生（2年生以下は保

護者同伴）

時11月16日（土）13時南部公民館集

合〜16時

所市民の森

定15人（申込先着順）

費50円

師プロジェクトマネージャーの横田耕

明さん

　　動きやすく汚れてもよいもの

他まなびぃ100対象

申環境課☎445・1227

秋の里山体験隊

情報ひろば

時11月27日（水）10時〜12時

所県立つくし特別支援学校（松戸市）

問同バザー実行委員会☎047・394・

6116

第40回つくしバザー

対原則として60歳以上で県内在住の人

　　　　11月8日（金）〜12月27日（金）

　　　　生涯大学校各学園、市高齢者

支援課、県ホームページなどで配布

※郵送希望者はお問い合わせください

問同校事務局☎043・266・4705

県生涯大学校学生

時11月23日（土）14時から（13時30

分開場）

所東部学習センター

定200人（当日先着順）

問鎌ケ谷フィルハーモニック管弦楽団 

佐々木☎090・1507・2693

第14回 鎌フィル・鎌吹とその仲間
たちによるアンサンブルコンサート

　11月4日（月）・23日（土）は祝日のため、収集もクリーンセンター

しらさぎへの持ち込み受け付けも行いません。

祝日などのごみの収集・自己搬入

ブックスタート

●初　小＝5日(火)　  ●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　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

11月の有価物回収

　「Share books with your baby〜あかちゃんと一緒に、ゆったりと

した心安らぐひと時を過ごしてね〜」というメッセージを届けながら、絵本

を通した心触れ合うひとときを持つきっかけを作る活動を行っています。

　4カ月児健康相談の時には、ブックスタートボランティアから、わらべう

たの紹介や絵本をプレゼントしています。

問健康増進課☎445・1393

▶楊名時健康太極拳体験会
時11月6日（水）13時30分〜15時30分所くぬぎ山コミュニティセン

ター定5人（申込先着順）費300円申太極拳くぬぎ山同好会 吉田

☎090・8174・0783

▶陳式太極拳無料体験講習会
時11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

▶THE歌声喫茶
日本の叙情歌、世界の愛唱歌などを演奏に合わせて一緒に歌います。

時11月17日（日）14時〜16時（13時30分開場）所中央公民館定70人

（当日先着順）費飲み物代など500円問THE歌声喫茶 梅田☎442・

2762

▶アコ研コンサート
フォークソング。時11月16日（土）13時〜15時30分（12時30分開場）

所きらりホール定530人（当日先着順）問アコースティック研究会 富永

☎090・1428・9536

▶創立30周年記念クリスマスコンサート
女声合唱。時12月1日（日）14時から（13時30分開場）所きらりホール

定540人（申込先着順）申女声コーラス調 望月☎445・4165

●株式会社ノジマから地域社会への貢献や地球環境保全のためにIC

　レコーダーやOAタップなど72点を

（財政室）

●鎌ケ谷吹奏楽団から社会福祉のために14,911円を

（社会福祉課）

催し

イベント

募集

里山について学ぼう！
いろいろな国の料理が並びます

服装 服装

募集期間
願書配布

〜親子のコミュニケーションの時間を大切に〜
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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11月6日（水）・15日（金）の各13時30分〜16時

30分、11月19日（火）・27日（水）の各9時〜12時

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

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11月20日（水）9時30分〜11時受け付け

所くぬぎ山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・1393

地区健康相談

　表情筋や舌のトレーニングを続けることで、

顔のアンチエイジングや口臭予防に効果がある

といわれています。歯と口のお手入れの方法に

ついて、実習（ブラッシングやフロッシング）を

通して詳しく学びます。

時●講座（全3回）＝11月20日（水）、12月5日

（木）、2年1月10日（金）　●同窓会＝2年2月5

日（水）

いずれも10時〜11時30分

所総合福祉保健センター3階

定20人（申込先着順。全回参加できる人を優先）

持健康手帳（お持ちの場合）、筆記用具

他まなびぃ100対象

申☎445・1394

口からはじめるアンチエイジング講座

介護者教室
〜ながら体操を楽しく学ぼう！〜
　体力に自信がない人でも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（介護を行っていない人も歓迎）

時11月28日（木）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シルバーケア鎌ケ谷 理学療法士

申●西部地域包括支援センター☎441・2007

　●高齢者支援課☎445・1384

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〜
　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。

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11月14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

講演会「認知症・MCI（認知症予備軍）の早期発見
と早期診断」
時11月24日（日）14時〜16時

所中央公民館　

定72人（当日先着順）

師津田沼中央総合病院副院長の砂田壮一さん

問鎌ケ谷スマートエイジング 村井☎090・7819・

7861

　ちょっとした工夫でおいしく、無理なく続け

るこつを紹介します。

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（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11月28日（木）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・食器用布巾2

枚、家庭で飲んでいる汁物50cc程度

　　未就学児、先着3人（11月18日（月）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！おいしい減塩クッキング

保育

すこやかライフ講座「3〜5歳児の朝食・おやつ」
　食生活の基礎が身に付く幼児期の朝食とおやつに

ついて知り、家族でバランスの良い食生活に取り組み

ましょう。

内管理栄養士の講義、調理実習

時12月5日（木）10時〜12時

所総合福祉保健センター3階

定30人

持筆記用具・エプロン・三角巾・食器用布巾2枚

　　1歳6カ月以上の未就学児、先着5人

（11月21日（木）までに要申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

保育

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(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：HIV検査のみ即日通知　　　　　　　　　　　●中央＝15日（金）13時から、16日（土）12時から、25日（月）　●南＝25日（月）　●北中沢＝8日（金）

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3階／　センター

☎475・5152

福 習

　センター3階／　センター

☎475・5153

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

●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週（火）、3日（日）・4日（月）・23日（土）

●まなびぃプラザ・学習センター（各公民館）＝25日（月）　●図書館＝毎週（月）（4日を除く）、5日

（火）（本館、北部・南部・東初富分館は12日（火）〜19日（火）も）　●スポーツ施設（弓道場・アーチェ

リー場、中沢多目的グラウンドを除く）＝11日（月）　●郷土資料館＝毎週（月）、3日（日）・23日（土）

!11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

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

19日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

毎週（火）の各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

27日（水）14時から

12日（火）14時から

12日（火）13時〜15時

15日（金）13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

各児童センターの休み

交通事故相談　 ※1予 15日（金）10時〜15時

●11月20日（水）＝　　

●12月4日（水）＝

　＝9時30分〜10時30分

　＝17時15分〜18時15分夜

朝

朝

朝 夜

対接種当日に満65歳以上または、60〜64歳

で心臓・腎臓・呼吸器などの内部疾患のため身

体障害者手帳1級を持っている市民

　　12月31日（火）まで（指定医療機関の休診

日を除く）

　　1回　「　　1,000円

　　健康保険証、身体障害者手帳などを持参し

て、市内指定医療機関で接種

他●やむを得ない事情により市外で接種を希

　　望する場合は、ご連絡ください

　●広報かまがや10月1日号の同記事医療機

　　関一覧に掲載した「鈴木整形外科」は、今年

　　度の予防接種を行いません

問☎445・1390

元年度高齢者のインフルエンザ予防接種

費用

期間

回数
方法

精神障がい者家族のための講演会
家族としてのかかわり方〜家族が元気になる方法〜

　精神障がい者家族会「ききょうの会」と市基幹相談

支援センターえがおが共同で開催する講演会です。

対精神障がい者の家族

時11月7日（木）13時30分〜15時30分

所市役所地下

定60人

師こころのカウンセラー・SSTリーダーの高森信子さん

問市基幹相談支援センターえがお☎401・6116
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　千葉商科大学の学生と連携した、プロジェク

ションマッピングで総合福祉保健センターの外

壁を彩ります。

    11月17日（日）19時から（雨天延期予定）

    総合福祉保健センター 正面玄関前

　動物だけが暮らす世界。取り壊し寸前の劇場の支配人バスター・ムーン

（コアラ）が、かつての栄光を取り戻すために世界最高の歌唱コンテストを

開催する。

    2年1月11日（土）  ●10時から（9時30分開場）  ●14時から（13時

30分開場）      500円（2歳以下膝上無料）       全席指定

　きらりホールに浅草漫才がやって来る！豪華2部構成で14組の芸人

が舞台を彩ります！

    11月23日（土）  ●午前の部＝11時開演（10時30分開場）  ●午後

の部＝15時開演（14時30分開場）     ●一般＝2,500円  ●小・中学

生＝1,000円      ●午前の部＝「おぼん・こぼん」「ハマカーン」「ロケッ

ト団」「Ｘ－ＧＵＮ」「ビックスモールン」「おせつときょうた」「おしどり」  

●午後の部＝「コント山口君と竹田君」「すず風にゃん子・金魚」「宮田陽・昇」

「磁石」「プリンプリン」「おちもり」「たぬきごはん」      先着各5人（要申

込）        ●全席指定  ●親子席（8席。要予約）に限り未就学児入場可

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
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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      110,091人（前月比+96）

男　54,422人　女　55,669人

世帯数　 49,875世帯（前月比+111）

〔R1.10.1現在〕

鎌ケ谷の冬野菜が勢ぞろい！
廃線ウォークで

線路の上を歩いてみよう！
問道路河川整備課☎445・1435

　12月1日（日）からの新京成線の松戸方面行き高架運行開始に伴い、高架化で

使われなくなる、地上線路の上を歩いてみませんか？

    市内在住・在勤の人（家族を含む。中学生以下は保護者同伴）

    12月21日（土）10時〜16時（集合時間は指定、申し込み後通知）

    新京成線新鎌ケ谷駅から西側の約400ｍ

    の区間

    200人（申込先着順）

       はがきに参加希望者全員の住所・氏名・

電話番号を記入して、11月15日（金）まで（消印

有効）に道路河川整備課 ゆ〒273-0195（はが

き1枚につき5人まで。結果は後日郵送）

日時

日時

費用

費用

出演

保育
その他

その他

☎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

笑いの殿堂！きらり浅草漫才6

家族みんなで観るシネマ！0歳から入場OK！

きらり☆シネマvol.15「ＳＩＮＧ／シング（吹き替え）」

　市の窓口業務・手続き、子育て・福祉・健康・防災

などの行政情報、施設案内の他、医療ガイドなどの

情報をまとめた「かまがや 暮らしのガイド2020

（市民便利帳）」を、(株)サイネックスと協働で発行し

ます。

　掲載広告を募集するため、(株)サイネックスが地

域事業者(企業や商店など)を訪問しますので、ぜひ

ご参画ください。

       2年3月頃

       ●市内全世帯へポスティング

       ●転入者へ市民課窓口で配布

問●広告について＝(株)サイネックス☎0476・23・

    6140

  ●その他について＝広報広聴室☎445・1088

「かまがや
 暮らしのガイド2020」

広 告 募 集

市内全世帯に配布

農業まつり 「野菜共進会」
11月14日（木）・15日（金）

開催
新京成線連続立体交差事業新京成線連続立体交差事業

問企画政策室☎445・1073

    11月17日（日）17時30分から

    アクロスモール新鎌ケ谷 正面階段（雨天時

    は同店内で実施）

　アクロスモール新鎌ケ谷と協力して、新鎌ケ谷駅

周辺をイルミネーションで鮮やかに彩ります。

    11月17日（日）〜2年2月16日（日）

       16時30分〜翌0時30分

    新鎌ケ谷駅北口駅前広場、アクロスモール新鎌

    ケ谷前

    ワークショップの開催や飲食の販売

        11月17日（日）11時から

        ●しんかまにぎわい広場

          ＝18時30分まで（雨天中止）

        ●アクロスモール新鎌ケ谷＝17時まで

期間

場所

日時
場所

日時 内容
日時 場所場所

　共進会終了後は、出品された新鮮野菜の販売を行い

ます。数に限りがあるので、お早めにお越しください！

    ●審査＝11月14日（木）午前

    ●展示＝11月14日（木）午後〜

      15日（金）午前

    ●販売＝11月15日（金）12時

      から（なくなり次第終了）

    市役所1階 市民ホール

日時

場所

対象
日時
場所

定員
申し込み

発行予定
配布方法

問農業まつり実行委員会事務局（農業振興課内）☎445・1233

点灯時間
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